
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．小諸青年会議所より新年会について 

    日時 1 月 9 日（土） 18：00 

    場所 日本料理 音羽 

    会費 5,000 円 

５．小山敬三美術館より友の会会報 76 号 

６．例会変更 

上田六文銭ＲＣ １２月２２日（火） 通常例会 

 １月 ５日 （火） 定刻受付なし 

 １月１２日（火） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ １２月１６日（水） 定刻受付あり 

 １２月３０日（水） 定刻受付なし 

 １月 ６日（水） 定刻受付なし 

 １月１３日（水） 定刻受付なし 

丸子ＲＣ １２月１７日（木） 定刻受付なし 

 １２月２４日（木） 定刻受付なし 

 １２月３１日（木） 定刻受付なし 

 １月 ７日（木） 定刻受付なし 

 １月１４日（木） 定刻受付あり 

 １月２１日（木） 定刻受付なし 

上田西ＲＣ １月２１日（木） 定刻受付なし 

 ２月１１日（木） 定刻受付なし 

 ２月２５日（木） 定刻受付あり 

７．週報 

  上田・上田六文銭・東御ＲＣ 

・例会終了後理事会 

・12 月 22 日（火）プログラム「上半期を顧みて」会長・副会

長・幹事・各委員長さんは原稿をご持参の上ご出席お願

い致します。原稿はメールで事務所まで 

【本日の配布物】 

 週報 1510 号、ロータリーの友 12 月号 

 

 

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 望月  完  委員 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

 

【会長挨拶】  黒澤 明男 会長 

相変わらずの軽い会長挨拶です。「ものの数え方」につ

いての話をします。 

なぜイカの数え方は１パイ、２ハイなのですか？その「ハ

イ」は漢字では「杯」と書き、その理由はイカの脚と内臓を

抜くと、「杯・さかずき」のようになるとことからで、内臓を抜

いた残りの胴体が袋状になり、酒を飲む杯のようになるた

め、「一杯」「二杯」と数えるようになったそうです。 

また、なぜ「パンツ一丁」というのですか。この言葉はも

ともと「ふんどし一丁」に由来しております。まずは「一丁」

という語感と響きが、ふんどし一枚の凛々しい姿にぴった

しなことから広がったと考えられます。まｔ、ふんどしを締め

た後ろ姿を見ると「丁」の字の形に見えることから、そう呼

ばれるようになったといわれています。なお、ふんどし自体

はパンツと同じで一枚・二枚と数えます。 

また、再認識した数え方は印鑑・一顆（か）、金子（きん

す）・一封、藪・一叢（むら）、生け花・一杯、太鼓・一張、額・

一面、一架（か）、硯・一面でした。多くあった呼称は風で一

陣/一脈/一幅/一流となっております。いろいろな数え方

は週報でご覧ください。 

 

【幹事報告】 加藤 輝男 幹事 

１．（財）比国育英会バギオ基金より 2019 年度事業報告書 

２．成田守夫ガバナーより新クラブ設立について 

   クラブ名    信州友愛ロータリークラブ 

   加盟認証伝達日 2020 年 11 月 19 日 

   所属グループ  中信第二グループ 

   会長      金児 進 会員数 22 名 

３．東信第一グループ相馬徳太郎ガバナー補佐より 

第 2 回会長・幹事会について 

    日時 12 月 17 日（木）14：00～ 

    会場 佐久グランドホテル 

 

◆会 長 / 黒澤 明男     ◆副  会  長 / 小林 秋生 

◆幹 事 / 加藤 輝男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 朝倉 俊次 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 3 階 

NO．１５１１  令和２年１２月１５日 
 

2020～2021 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



 

 

【本日のプログラム】 「フリートーク」  

 

           

      橋詰 希望 会員                                田中 陽介 会員  

 

        ta 

      朝倉 俊次 会員                         青松 英和 会員 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム： １２月 ２２日  「上 半 期 を顧 みて」 

次々週のプログラム： １２月 ２９日  定 款 による休 会  

 

◆出席報告   前田 博志 委員 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名 免除者 ０名    

本 日         出 席     １７名 

            事前 MU     ０名  ８０．９５％ 

前々回（11/24）  ＭＵ       ０名  ７６．１９％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．９       前田 博志 君 

 

◆ニコＢＯＸ  両川 博之 委員長     

黒澤 明男君 
倉本さん職場例会で大変お世話になり

ました。御父上によろしくお伝え下さい。 

加藤 輝男君 

今冬は雪が早く大雪になりそうです。沢

山降って景気が早く回復するよう期待致

します。 

両川 博之君 代理でニコ係やらせてもらいます。 

青松 英和君 
今年一年いろいろお世話様でした。あり

がとうございました。 

倉本 浩行君 

楽しく話せました。入院し、人材の大切さ

を知った。会社が大変だった時、小さな

積み重ねをした。 

望月 完君 
阪神タイガースの藤川球児が引退してし

まいました。 



  

ものの数え方 

 

【食】 

ホウレンソウ 一把 

タラコ     一腹（はら（ 

うどん     一玉/一丁 

乾麺      一把 

鰹ぶし     一連/一節（ふし） 

イカ、タコ   一杯 

キャベツ   一玉 

ざるそば   一枚 

吸い物    一椀 

だんご    一串 

茶       一服 

豆腐      一丁 

海苔      一帖（じょう） 

ようかん    一棹（さお） 

折詰      一折（おり） 

はし      一膳/一具/一揃 

酒杯      一献（こん） 

酒席      一席 

包丁      一挺   

                        

【住】 

家      一戸/一軒/一棟 

倉     一戸前（とまえ）/一棟 

畳     一畳 

建具   一本/一枚/一面 

屏風   一帖（じょう）/一双 

学校   一校 

机・椅子  一脚（いっきゃく） 

たんす  一棹 

                        

【暮らし】 

印鑑       一顆（か） 

金子（きんす） 一封 

扇       一面/一柄（へい） 

明かり    一灯 

テント    一張（はり） 

はがき   一葉（よう） 

目薬    一点（さし） 

粉薬     一包 

傘      一張 

鎌      一挺 

すだれ   一張（ちょう） 

そろばん  一挺/一面 

                        

【衣】 

イヤリング  一組・一双 

エプロン   一樹（かけ） 

帯       一筋/一条 

織物      一反（たん） 

靴       一足（そく） 

スーツ    一組/一揃（そろい） 

羽織     一領 

はかま    一具 

宝石     一顆（か）/一石（せき） 

                        

【文化】 

碁       一局 

生け花    一杯 

短歌     一首 

俳句     一句 

バイオリン  一挺 

笛       一管 

琴       一面/一張 

三味線     一棹 

太鼓      一張  

ピアノ     一台 

掛軸      一幅/一軸/一対 

額       一面/一架（か） 

硯       一面 

                       

【自然】 

雨      一雨/降 

風      一陣/一脈/一幅/一流 

藪      一叢（むら） 

うさぎ    一羽 

大きい動物   一頭 

小さい動物   一匹 

クジラ、イルカ  一頭 

鳥       一羽/一翼（よく） 

木の葉    一葉 

花       一輪 

盆栽      一針 

                         

【神仏】 

神社    一座/一社（しゃ） 

神体    一柱（はしら）/一座/一体 

鳥居    一基（き） 

神輿    一挺/一基 

寺      一寺/一字/一堂 

仏像     一躯（く）/一体 

位牌     一柱（はしら） 

鏡餅     一重（かさね） 

袈裟（けさ）  一領 

供物      一盛（もり） 

墓       一基 

                         

【戦い】 

大砲      一門 

鉄砲      一挺 

槍        一筋/一条/一柄 

矢        一筋/一条 

弓        一張 

鎧（よろい）   一領 

鎧兜（かぶと）  一具 

                           

【乗り物】 

駕籠（かご）   一挺 

貨車       一両/一車 

車         一台/一両 

電車       一両/一本 

飛行機     一機 

船        一隻 

大型の船    一艘 

ヨット       一艇 

 

 


