
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 小山 盛夫 委員

◆ｿﾝｸﾞ 君が代
誕生日の歌

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

仕事の関係では雨は邪魔でキライです

が、趣味の一つ、投網に行く時は雨大好き

人間です。

雨が降り、少し増水し、濁りが出た時は

大漁間違いなしだからです。

川底が見えない、深さが解らないなど多

少の危険はつきものですが、注意深く、慎

重な行動を取れば大丈夫です。川が濁っ

ているので網を投げて引き上げる間、何が

入っているか（岩魚、山女、鰍、鮠、鮎、蝙

蝠）網を上げる時の期待感は何にもかえが

たく楽しいものです。魚を数多くとるために

は努力しなければならないということです。

やはり私には狩猟民族の血が多く入ってい

る肉食系オジサンであると思っている此の

頃です。

本日のプログラムは、小池奉仕プロジ

ェクト委員長による、新世代活動月間によ

せての卓話です。我がクラブにおける、ミス

ターロータリーでない、良識派の小池会員

の考えとスタンスが今後の活動の指針をな

るものと確信し、ホットな話を期待しており

ます。
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◆どうしてこんな字？

ゴリの名でも親しまれる淡水魚

のカジカ。谷川などの「石」の

下に棲んでいる魚です。「鰍」と

書く場合もありますが、これは

中国の「川で鳴く魚がいる」と

いう伝説に由来しています。「秋」はどじょうがチ

ュウと鳴く声を意味しています。

◆どうしてこんな字？

この字は本来「ナマズ」を指す

のですが、神
じん

功
ぐう

皇后が天皇の戦

勝を占ったとき年魚
あ ゆ

が釣れた

と『日本書紀』に記されていた

ことから「占いに使った魚」＝

鮎となったと言われています。「あゆ」の語源は

「落
あ

ゆ」＝「落ちる」で、アユが秋に産卵のため

に川を下ることに由来しています。

◆どうしてこんな字？

魚へんに音を表す「成」の字と

の組み合わせで成り立ってい

ます。ウグイはアサリを意味す

る漢字「鯏」とも、石斑魚とも

書かれます。ウグイは関東地方

ではハヤとも呼ばれ、こちらには「鮠」の字が使

われています。鮠のつくり「危」はナマズを意味

しており、ナマズに似た魚という意味があります

が、日本ではハヤの漢字に当てられています。



【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 第 11 回ロータリー
全国囲碁大会について

日時 10 月 20 日（土）
会場 日本棋院会館（東京市ヶ谷）

2. 例会変更

佐久コスモスＲＣ

9 月 10 日（月）ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑの為 定刻受付あり
9月 17 日（月）法定休日の 定刻受付なし
10 月 15 日（月）地区大会振替 定刻受付なし
10 月 22 日（月）ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑの為 定刻受付あり

上田六紋銭ＲＣ

9 月 25 日（火）夜間例会の為 定刻受付なし
10 月 16 日（火）職場例会の為 定刻受付なし

東御ＲＣ

9 月 19 日（水）合同例会の為 定刻受付あり
10 月 3 日（水）定款による休会 定刻受付あり
10 月 17 日（水）地区大会振替 定刻受付あり

上田西ＲＣ

9 月 20 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり
10 月 11 日（木）地区大会振替 定刻受付あり
11 月 1 日（木）夜間例会の為 定刻受付あり
11 月 22 日（木）定款による休会 定刻受付なし

3. 週報
上田、上田東ＲＣ

本日の配布物
週報 1151 号、ガバナー月信３号

◆8 月誕生祝

神津恭通会員 昭和 11 年 9 月 5 日

矢島英夫会員 昭和 8年 9月 25 日

◆8 月結婚祝

矢島英夫会員 昭和 43 年 9 月 29 日

泰子夫人

前田博志会員 昭和 54 年 9 月 30 日

寿美子夫人

清水良英会員 昭和 57 年 9 月 26 日

美香子夫人

◆ラッキー賞

NO.18 小山 盛夫

◆ニコ BOX 清水 良英 委員

黒澤明男君
小池委員長、卓話ありがとうご

ざいました。

桑原邦夫君

元禄 4 年に石川能登の下命に

より始まった八幡八朔相撲が

一昨日終わりました。今年は石

川脩直筆の下賜帷が発見され

華を添えました。

小池平一郎君
ラッキー賞を引かさせて頂きま

した。

神津恭通君
誕生日祝ありがとうございまし

た。

小山盛夫君

何年振りかでラッキー賞を頂戴

しました。今月は私が会場係を

務めます。何卒楽しみに例会

ご出席ください。

前田博志君 結婚記念日ありがとう。

矢島英夫君
誕生祝、結婚祝いただきまし

た。ありがとうございます。

【本日のプログラム】

奉仕プロジェクト委員会

新世代活動月間によせて

奉仕プロジェクト委員長

小池 平一郎会員

【出席報告】 湯本 敏晴 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 09 月 04 日 24 22 事前（1） 91.67％
前々回 08 月 21 日 24 21 事後（0） 修正 87.50％


