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例会場：ホテルプラザ勝川

例会日：金曜日 12:30-13:30
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今月の歌
「北国の春」
白樺 青空 南風
こぶし咲く あの丘 北国の
ああ北国の春
季節が都会ではわからないだろと
届いたおふくろの 小さな包み
あの故郷へ 帰ろかな 帰ろかな
先週の記録
会長挨拶
会長 川瀬 治通君
「デー」と「デイ」
今日は「DAY」の表記について話します。これま
で「day」は「ロータリーデー」
「バレンタインデ
ー」など「デー」と書くことが多かったのですが、
最近では「デイサービス」
「デイクルーズ」のよう
に「デイ」と書くことも多くなってきました。ど
れも英語では「day」なのに、この違いはどこから
きているのでしょうか。
一般的な目安として使われる国語審議会の「外
国語表現の基準」では、原語で「エイ」と発音す

２０１９年３月８日（金）２３９７回（３月第２例会）
るものは長音（のばす音）とみなすという規定が
あります。もともと日本人は「エイ」と発音する
のが苦手で、
「エー」になりがちです。
「英語」を
「えーご」
、
「明治」を「めーじ」と発音する人も
多いですね。
「day」を日本語で表記する時は「デ
イ」ではなく、日本語での発音に近い「デー」が
原則なので、これまで新聞社や放送局などはそれ
に従って表記してきました。
しかし、最近では「デイサービス」
「デイクル
ーズ」のように例外が増えてきました。新しく使
われるようになった言葉ほど「デイ」と書く傾向
にあります。最近は外国語に触れる機会が増えた
ことから、日本人も「エイ」という発音に馴染ん
できて、
それに伴い表記も変化しているそうです。
たまにアクセントの強弱で「ディ」と書かれるこ
ともありますが、これを発音すると【di】になっ
てしまうので、気持ちはわかりますが、あまり良
い表記ではないと思います。
「day」に限らず、外国語のカタカナ表記は変
わりつつあるようです。アメリカ大統領がよく使
う「偽のニュース」のことは「フェーク・ニュー
ス」とは書かず「フェイク・ニュース」と書きま
す。この様な標記の仕方は新聞社によって違い、
長音表記を見直すところも増えてきているそうで
す。ネーティブ→ネイティブ、ブレーク→ブレイ
ク、リメーク→リメイクなどです。ＮＨＫもテー
クアウト→テイクアウト、ギブアンドテーク→ギ
ブアンドテイクと表記を変更し、アナウンサーも
文字通り「テイク」と読むようにしているそうで
す。
先ほどの「外国語表現の基準」は平成 3 年に内
閣から告示されたもので明確でない部分もたくさ
んあるため、民間で「外国語（カタカナ）表記の
ガイドライン」が作成され表記を統一しようとい

水と衛生月間
例
会
予
定

３月１５日（金）
卓話 ５０周年記念実行委員会
社本 太郎君

３月２２日（金）
休会（定款８−１）

３月２９日（金）
卓話 京都大学名誉教授
稲垣 直樹様

4 月６日（土）
春日井 RC５０周年記念式典
4 月５日（金）

例会変更

う試みが始まっています。
「言葉は生き物」
と言わ
れます。一方で「言葉は社会的・文化的な約束事」
として成り立って います。
これからは次々と生ま
れ変化していく言葉がどの様な慣用表記になるの
か、注意を払ってみてください。
幹事所感
幹事
古屋 義夫君
ゴルフライフサポート代表の洞口誠男様の卓話を
お聞きしてゴルフの起源や魅力について普段から
ゴルフはやらない(やれない)私でもそれなりに興
味が湧きましたので調べてみました。
諸説あるようですがイタリア説、イギリス説、フ
ランス説、果ては中国の捶丸という競技を起源と
する説まであるようですね。つまりはっきりとわ
からないということだと思います。
ちなみにゴルフ が文献に初めて登場す るのは
1457 年にスコットランドのジェームズ 2 世が出し
たゴルフ禁止令だと言うことについては明確にわ
かっているようです。この禁止令ですがゴルフを
するのが大好きになってしまった貴族たちが武技
の鍛錬をやらずゴルフばかりをやるのが目に余っ
たために出されたんだそうです。つまりこのころ
すでにゴルフはスコットランドでは魅力ある国民
的スポーツになっていたということであり、どこ
で始まったのかはよくわからないけれどゴルフが
スコットランドで発展を遂げたスポーツであると
いうことだけは確かなようです。Golf という名前
の由来に関してはスコットランド語の Gowf（打
つ）が語源だというスコットランド説と、オラン
ダ語である Kolf (打棒) あるいはオランダの
Kolven（コルベン）という昔のスポーツがスコッ
トランドに渡った際に頭の「K」が「G」に転じた
というオランダ説があるようです。コルベンはク
ラブが残っていますしスコットランドでゴルフが
栄えたのは確かですから、私的にはオランダで生
まれスコットランドに渡ったと考えるのが自然だ
と思いますが、みなさんはどの様にお考えでしょ
うか？でもまあ起源が謎のベールに包まれている
のもゴルフの魅力(魔力)の一つかもしれないです
ね…
第 9 回理事会報告
審議事項
第１号議案：開始貸借対照表並びに 2 月度収支の件
問題なく可決承認されました。
第 2 号議案：わいわいカーニバルの件
広告 1 口 5 万円の協賛を可決承認さ
れました。
第 3 号議案：50 周年記念式典等タイムスケジュー
ルについて
4 月 6 日の式典・懇親会共に原案通
り可決承認されました。
第 4 号議案：6/11 合同例会開催について
名鉄犬山 H にて犬山 RC との合同例会

に６/14 変更となりました。
第 5 号議案：RC 勉強会参加者の Makeup 扱いの是
非について
Makeup 扱いが妥当と承認されました。
報告事項
○50 周年会員特別徴収金について
3 万円を会員負担金として 3/15 引落等
手続き致します。
○50 周年寄付事業について
財団・米山奨学・ガールスカウト・IAC・
タンザニア・時計塔など
それぞれ協議された金額を記念式典等
で寄付を致します。
◇3/9 ロータリー勉強会について
情報委員長 加藤茂君による入会 3 年
未満会員対象に実施致します。
◇ イ ン タ ー ア ク ト 海 外 派 遣 募 集 締 切 4/20
青少年奉仕委員長より報告がありました。
◇大畑一久くん休会延長の件
2019 年 3 月 31 日まで休会延長の申請
がありました。
◇4/14 19-20 地区研修・協議会についての
お知らせ
次年度理事役員及び 3 年未満会員対象
の参加登録の案内を致しました。
今月の祝福
会員誕生日
1日
5日

川瀬 治通君
松尾 隆徳君

結婚記念
4日
6日
6日
16 日
21 日
26 日
26 日

和田
成瀬
藤川
梅村
日比
北
速水

了司君
浩康君
誠二君
守君
雄将君
健司君
敬志君

夫人誕生日
10 日
27 日
29 日

伊藤 一裕君・春美さん
大原 泰昭君・玲子さん
加藤 久仁明君・晴美さん

アテンダンス表彰
3 ヶ年 小柳出 和文君
〃
藤川
誠二君

◎例会変更のおしらせ
名古屋守山

3 月 20 日（水）

Ｒ

夜間例会の為 マリオットアソシアホテル

Ｃ

◎例会休会のおしらせ
名古屋空港ＲＣ
あまＲＣ
犬山ＲＣ
名古屋城北ＲＣ
岩倉ＲＣ
江南ＲＣ
名古屋大須ＲＣ
津島ＲＣ
出席報告
会員 52 名
先々週の修正出席

３月１１日（月）休会
３月１８日（月）休会
３月１９日（火）休会
３月１９日（火）休会
３月１９日（火）休会
３月２１日（木）休会
３月２１日（木）休会
３月２２日（金）休会

委員長
欠席 18 名
欠席 3 名

小柳出 和文君
出席率 65.4%
出席率 94.2%

ニコボックス報告
委員長 藤川 誠二君
○ＩＭありがとうございました。皆様のおかげで
無事成功することができました。
加藤久仁明君
〇ＩＭにご協力いただき，ありがとうございまし
た。
川瀬 治通君
○先日の写真展たくさんの方にご来場いただきあ
りがとうございました。
和田 了司君
○清水様にベトナムの写真を頂きました。
岡田 義邦君
○常滑大和キッズ保育園の地鎮祭を本日行いまし
た。
小川
長君
○ＩＭありがとうございました。卓話楽しみにし
ております。
青山 博徳君
足立 治夫君
稲垣 勝彦君
梅村
守君
北
健司君
貴田 永克君
近藤 太門君
芝田 貴之君
大橋 省吾君
岡本 博貴君
加藤
茂君
加藤 宗生君
清水
勲君
社本 太郎君
杤本 正樹君
内藤 修久君
長曽 篤志君
成瀬 浩康君
西尾 隆吏君
早川 八郎君
速水 敬志君
場々大刀雄君
藤川 誠二君
古屋 義夫君
三上
努君
屋嘉比良夫君
山田
治君
○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会
卓話 ゴルフライフサポート代表 洞口誠男様
プロゴルフコーチの洞口誠男です。この度は、例
会にお招きいただきありがとうございました。私
は、1988 年日本プロゴルフ協会に入会、2004 年
にゴルフコーチとして創業しました。現在は、愛
知県・岐阜県の 6 ヶ所の練習場をお借りしてスク
ールを開催する他、近郊のゴルフ場でラウンドレ

ッスンをしています。
お客様の目標達成の喜びを共有できる幸せがコ
ーチとしてのやり甲斐です。2013 年に 4 スタン
ス理論を知り、コーチとしてスキルアップのため
に 2015 年 3 月にマスター級トレーナー資格を取
得しました。個性を最大に安全に伸ばすことがで
きる理論で、お客様の夢実現に貢献できると確信
しています。4 スタンス 理論は、あらゆるスポー
ツだけでなく、日常生活を安全にお過ごしいただ
ける理論です。介助にもとても有効です。
さて、今年から大きく改正されたゴルフルール
についてお伝えいたしました。
コース進行に関して大きく変わりました。実際に
ラウンドで使ってみて、プレー時間短縮に有効で
あると感じました。
また、本来ならプレーヤーの過失責任とは言え
ない状況では、ペナルティーを受けること無く、
合理的かつ安全にプレーできるようになったと思
います。
新たなルールを有効に活用して、皆様がこれまで
以上にゴルフをお楽しみいただきストレスを発散
して、事業発展にご活躍いただけるよう、また、
春日井ロータリークラブが 51 周年に向けてます
ますご発展されますよう心からお祈りいたします。

川瀬会長挨拶

地区委嘱状交付 青山 博徳君

卓話 ゴルフライフサポート代表 洞口誠男様

洞口様へお礼

幹事報告 古屋 義夫君

