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本日の行事予定 (2016 年 3 月 18 日) 

第 3054 回例会 
卓話担当：稲川明俊君 

講  師：津島市南文化センター運営協議会 

    会長 伊藤卓夫氏 

演  題：「愛知の部落史をめぐって」 

 
先回の記録（例会） 

第 3053 回 ’16 年 3 月 11 日（金）晴れ 

卓話担当：鶴見治貞君 

講  師：不道書道会主幹 

  中村秀峰氏 

演  題：「国 字」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 
ソングリーダー 寺島淳一君 
ビ ジ タ ー 篠田正志君（あまＲＣ次年度会長） 
       黒川元則君（あまＲＣ次年度幹事） 
会 員 総 数  66名    2月 19日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率  84.85％  訂 正出席 率  96.39％ 
超 過 報 告 浅井彦治君、服部貴君、鈴木吉男
君（第 14回津島東高校インターアクトクラブ例会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日 3 月 11 日は数多くの

尊い命が失われ、未曽有の被

害をもたらした東日本大震

災から、5 年を迎えました。

東日本大震災で犠牲となら

れた方々に、衷心より哀悼の

意を表しますとともに、今な

お、避難生活を送られている皆様の生活が安定さ

れ、一日も早く復興を遂げられますようお祈りし

いたします。(例会に先立ち、全員で黙祷をいたし

ました) 

本日は、梅・桃・桜についてお話をしたいと思

います。 

梅、桃、桜と順番に開花し、今がちょうど梅の

シーズンです。ところで、梅も桃も桜も春の代表

的な花ですが、この 3 種類、パッと見て見分ける

ことができるでしょうか？  

梅は最も早く開花しますが、東北北部や北海道

などでは梅、桃、桜が同時期に咲いていることも

多く、他の地方でも気候条件や花の種類によって

は桜と梅を一緒に観賞できることもあるのです。

おおよそ梅→桃→桜の順番に花が咲きますが、3

種類ともバラ科の植物なので、どれもよく似てい

ます。咲く時期が違うので、その時期に咲いてい

れば、なんとなく「梅かなあ」「桃かなあ」とは

思いますが、この 3 種類、よく見ると、はっきり

とした違いがあるのです。 

『梅』は、花びらの形が丸いのが特徴です。ま

た、花芽が一か所から一つずつ咲いているので、

かたまりで咲く桃や桜よりも控えめな感じです。

花は直接、枝から一つずつ咲いています。葉は、

花が咲き終わってから出るので、花が咲いている

ときには葉はありません。梅は春一番に咲き始め、

「ウグイス」は春の訪れ告げる「春告鳥(はるつげと

り)」ともいわれて、共に親しまれました。「梅にウ

グイス」は「取り合わせがよい二つのもの、美しく

調和するもの」の例えとして使われます。しかし、

実際によく梅の木にやってくる鳥はメジロで、「梅

にウグイス」は春を待ちわびる日本人の理想のイメ

ージから生まれた取り合わせなのです。 

『桃』は花と同時に葉が出るので、葉の出具合

を見れば桃と区別がつきます。葉の形は卵型。桃

の花びらは、先が少しとがっているのが特徴です。

梅の花が一つずつ咲くのに対し、桃は同じ場所か

ら二つずつ花芽が出るので、梅と比べて華やかな

イメージです。花は梅と同じく、枝から直接咲き

ます。花と葉が同時に出るので、花が咲いている

ときに葉が出ていれば、たいていは桃です。葉の

形が長い楕円形なのが特徴で、桃の葉の形が一番

わかりやすいかもしれません。中国においては古

くから桃は仙木(せんぼく)・仙果(せんくわ)とされ、

邪気を祓い不老長寿を与える植物として神聖視さ
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れています。桃のデザインは吉祥図案であり、祝

い事の際には桃の実をかたどった饅頭菓子「壽桃

(しょうたお)」（日本では桃饅頭として知られる）を

食べる習慣があります。中華料理チェーン「バー

ミヤン」のシンボルマークや、「ごはんですよ！」

で有名な桃屋の社名およびシンボルマークが桃な

のも、桃が不老長寿や吉兆を表すことに由来しい

ます。 

『桜』の花びらは先が割れていて、花びらの形

がハート型です。一番の特徴は花柄(かへい)が長い

ことです。枝からサクランボの茎のようなものが

出ていて、その先に花が咲いています（この花柄

が後にサクランボの茎になります）。花柄がある

ので、枝から直接花が咲いている梅や桃と違って、

枝から少し離れた位置に花のかたまりがあります。

枝と花の間に空間がある分、立体的で、枝からこ

ぼれるように咲きます。葉の出方は種類によって

違います。ソメイヨシノは花が終わってから葉が

出ますが、八重桜などは花と葉が同時に出るので、

いわゆる葉桜です。葉の形は、桜餅で見慣れてい

ると思いますが、楕円形で、フチがギザギザです。

桜は、潔く散るということで、武士とその精神の

象徴としてとらえられてきました。「花は桜木、

人は武士」の有名な言葉は古くからあり、竹田出

雲らの「仮名手本忠臣蔵」で一般に広く知られる

ようになったといわれています。 

明治時代の初めには、桜の木はそれまでの封建

時代の象徴であるとされ、各地で伐採されてしま

ったので、その時に多くの品種が絶滅しまいまし

た。その後軍国主義の高まる時代に移ると、桜の

花は軍人とその精神の象徴としてとらえられ、各

地の兵舎や小学校に多く植えられました。 

今まで、何気なく見ていた梅と桃と桜ですが、

区別がつくようになってから改めて見てみますと、

その違いがよくわかります。これから梅・桃・桜

の開花を迎える時に、これら 3 種類の花を見かけ

たら、見比べて楽しんでみてはいかがでしょうか。  

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日、あまＲＣの次年度会

長篠田正志君及び次年度

幹事の黒川元則君にお越

しいただいております。先

程はご挨拶いただき、あり

がとうございました。 

2. 明日 3 月 12 日(土)、地区

米山奨学期間終了者歓送会が名古屋キャッス

ルプラザにて開催されます。米山奨学生のハン

ドさん、米山奨学委員長兼カウンセラー稲垣君、

幹事の山本が出席致します。 

3. 3 月 14 日(月)、第 2 回地区内職業奉仕委員長

会議が名鉄グランドホテルにて開催されます。

猪飼委員長に出席していただきます。 

4. 本日、第 2回次年度役員・理事・委員長会議の

案内を該当の方にお配り致しました。 

5. 次年度委員会構成表を皆様にお配り致しまし

た。 

6. 地区及び第 3 回ＷＦＦ実行委員会から、10 月

に開催された第 3 回ワールドフード＋ふれ愛

フェスタ結果報告が届きましたので回覧しま

した。 

 
ニコボックス報告 第 3053回分 

岡本康義ニコボックス委員 

篠田正志君、黒川元則君（あ

まＲＣ） 次年度あまＲＣ会

長の篠田と幹事の黒川です。

本日ご挨拶に伺いました。1

年間よろしくお願いします。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①本日の

卓話講師に不動書道会主幹の中村秀峰氏をお迎え

して。②あまＲＣ次年度会長の篠田正志君と次年

度幹事の黒川元則君をお迎えして。③鶴見治貞君、

本日の卓話よろしくお願いします。 

三谷栄一君 娘が結婚します❤ 

山本達彦君 2 週間おいとまをいただいておりま

した。 

鶴見治貞君 卓話に中村秀峰先生（書家）をお願

いしました。ご静聴をお願いします。 

山田章博君 卓話講師に中村秀峰先生をお迎えし

て。 

鈴木吉男君 あまロータリー次年度会長篠田君を

お迎えして。親子で会長職、御苦労様です。 

浅井彦治君、猪飼充利君、伊藤幸蔵君、伊藤基君、

伊藤哲朗君、宇佐美三郎君、加藤則之君、後藤亨

君、佐藤敬治君、住田正幸君、高木輝和君、山田

勝彦君、服部則仁君、松本浩義君 あまロータリ

ー次年度会長の篠田正志君、次年度幹事の黒川元

則君をお迎えして。 

浅井賢次君 ①海外から無事帰国しました。②ホ

ノルル・サンライズＲＣとワイキキＲＣに出席し

奇遇な出会いがあり、世の中の広いようで狭いの

を感じ、ＲＣは素晴らしく、また楽しいところで

あることを痛感しました。また新しい友人ができ

ました。③ホノルルで知り合い 8 名で誕生祝をし

てもらいました。 

浅井彦治君 お父様におほめをいただきました。

こんな嬉しいことはありません。 

児玉昭君、高木輝和君、余郷利彦君、加藤則之君 

浅井賢次さん、おかえりなさい。 

古川弘一君 浅井賢次さんお誕生日おめでとうご

ざいます。おかえりなさい。 

杦田勝彦君 4 月から所長の石原が愛知県弁護士

会の会長をやります。よろしくお願いします。 

水野憲雄君、山田章博君 3月 11日を忘れないで

下さい。早く復興して。 
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松崎安孝君 いつも皆さんのお世話をやってます。 

加藤泰一郎君 関所を無地通りました。 

篠田廣君 先日はニコボックス委員会ごくろうさ

までした。高木輝和様より集金のこつを教わりま

した。ありがとうございます。 

相羽あつ子君 Mr.Ｘさん、ホワイトデーにプレゼ

ントありがとうございます。 

加藤隆朗君、服部貴君 ウィークリーに写真が載

りました。 

八谷潤一君、佐藤雅彦君、生田達一君、相羽あつ

子君、中野義光君、加藤則之君、稲垣宏高君、堀

田力男君、河西あつ子君、岡本康義君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：鶴見治貞君 

講  師：不道書道会主幹 

 中村秀峰 氏 

演  題：「国 字」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国字とは、日本で作ら

れた「漢字」のことです。

身近なところでは、「働」

「峠」「畑」や「辻」な

どがあります。普通に使

われるようになった国

字もありますが、多くは

あまり使われず、漢字辞

典などからも排除され

る傾向にあります。 

国字とは本来、その国の表記に公的に採用され

ている文字をいいます。日本の場合は漢字のほか

に、ひらがな、カタカナ、ローマ字などがあり、

朝鮮の場合はハングルです。日本で漢字の構成法

に倣って作られた文字で、訓だけで音(おん)のない

字が多い。 

一～十の数を漢字で「ひとつ、ふたつ…」とい

う読み方があります。十まで数えて「つ」がいく

つありますか？ 「五」は「いつつ」ですから、

九つではなくて十あります（笑）。人名漢字で「十」

をどう読むかというと、「つ」がないから「つな

し」と読みます。「十」というのは「えだなし」

とも読みます。漢字の「木」が元になって（両側

の「枝」がないので）「枝なし」となります。 

実印に彫ってある文字は篆刻と言いまして、そ

の篆刻が「木」の字の元になっています。 

「  」はカタカナの「オ」のように見えますが、

枝がひとつあるので「枝払う」です。本にきちっ

と書いてありますが、実は「国字」なんてものは

胡散(うさん)臭いものなんです。反物屋で符丁が付

いてますよね。値段がなくて「い……」「ろ……」

というのが符丁です。この符丁から国字がどんど

ん生まれてきました。江戸時代の書物の中には、

国字が 81文字ぐらいしかありません。月日が経っ

て、大修館書店の『大漢和辞典』に漢字は 49,964

文字あります。その中で国字は 140 字しかないん

です。 

皆さんがすぐわかるのは「峠」ですね。これは

中国からきた文字だと思われることが多いんです

が、日本でできた文字です。私が国字を調べてま

だ 17～8 年しかたちません。この 15 文字の中で、

皆さん半分ぐらいはわかるかと思いますが、「匁

(もんめ)」のように長さ、重さを表す漢字もほとん

ど国字です。 

最近テレビで「(子どもの名前で)‘皇帝’と書

いてどう読ませるか」とやってました。「シーザ

ー」です（笑）。「色の音」と書いて何と読むか、

「メロディ」です。もっとおかしいのは「光宙」

と書いて「ピカチュウ」です(爆笑)。人名漢字で

どう読ませるか制約がないんです。 

「  」は「働」と同じ読み方です。人偏に動くと

書いて「働く」、「  」は人偏に考えると書く、

何かを考えて働いているから「はたらく」です。 

佛(ほとけ)で「しきみ」です。「九」が 3 つは一番

大きな数字が寄ってますので「あつまる」で、こ

れは漢字です。「男」が 3 つで「たばかる」、男

性が寄って何かを相談する。「女」3 つで「かし

ましい」です。女編に鼻で「嬶(かかあ)」というの

は寒い地方での女性を意味しています。鼻っぱし

らが強いから、嬶はえらいんです。 

木偏に花の「椛」、または赤の「焃」で「もみ

じ」、「紅葉」と書いてもみじと読ませたのは『百

人一首』などの歌の世界です。 

 
社会奉仕委員会 

山田勝弘社会奉仕委員長 

 3月 11日（金）、皆様にご

協力いただいて集めたペッ

トボトルのキャップを彩雲

館へ届けました。2015年 1月

～12月に、津島ＲＣを始め彩

雲館に関わりのある方々か

ら集まったエコキャップは

約 568,030 個で、

ポリオワクチン

約 710人分になっ

たそうです。 

（彩雲館だより） 
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次回例会 

 第 3055 回 ’16 年 3 月 25 日(金) 

卓話担当：野々山勝也君 

演  題：「生命保険のしくみと税務」 

お知らせ 

■第 2回次年度役員・理事・委員長会議 

と き：3月 25日(金)18：00 

ところ：みやこ 

  

 ■青少年交換学生マライアさん誕生会 

と き：4月 22日(金)18：00 

ところ：第二サンガーデン 1Ｆ 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
米山奨学委員会 

稲垣宏高米山奨学委員長 

 3 月 12 日(土)、ホテ

ルキャッスルプラザに

て米山奨学期間終了者

歓送会及び指導教員感

謝の会が開催され、ボル

ドバートル・ハンドさん

と山本達彦幹事、稲垣宏

高米山奨学委員長兼カ

ウンセラーが出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 3月 17日(木)桑名ＣＣにて、汗ばむほどの青空

の下、ゴルフ会に 10 人が参加しました。優勝は、        

会長の三谷栄一君でした。今年度の会長杯は誰の

手に？ 楽しみですね。 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オモテ ウラ 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 三谷 栄一 44 49 93 16 77 

2 位 野々山勝也 50 50 100 18 82 

3 位 伊藤 幸蔵 51 51 102 18 84 
 

伊藤幸蔵副会長 

あまＲＣ篠田正志次年度会長

(右)、あまＲＣ黒川元則次年

度幹事(左)と、真ん中は津島

ＲＣ浅井彦治次年度会長 

 

浅井賢次君 

小林啓子

親睦活動

委員より

出席報告 

堀田力男親睦

活動委員長 

稲垣宏高米山 

奨学委員長 

 息子のお蔭で、

ハワイで楽しく

過ごしました 

 家族会は 

5月 22日 

 ハンドさん

の送別会は

4月 5日 

 1年間ありがとう

ございました 

山本達彦幹事、ハンドさん、 

稲垣宏高委員長 


