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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

例会予定 

 

8月 25日（木） 富田ガバナー公式訪問 駐車場× 

9月 1日（木） R情報委員会卓話   駐車場○ 

9月 8日（木） 丸山会員卓話     駐車場○ 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー 』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苅田工業高校 IAC韓国研修報告会 

 

■地区・第１G・行事予定 

 8月 18日（木） 8月度理事会 

9月 3日（土） ロータリー財団地区補助金セミナー 

 

■ＩＡＣ  

8月 27日  24時間 TV募金 （サンリブ・エル・苅田） 

 

 本日のプログラム <第 1917回例会> 

  ガバナー補佐公式訪問 クラブ協議会 

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1916回 例会記録 ＜2016年 8月 4日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

「にほん」？「にっぽん」？ 

本日は、苅田工業高校の皆さんをお招きして先月末

の韓国短期研修の報告会です。皆さん、ようこそいらっし

ゃいました。外国に行くと、どうしても自分の国というもの

を感じさせられますよね。本日は、軽い話題ですがちょ

っと頭休めにお付き合いください。 

わが国日本、この国の読み方は古くは「ひのもと」、そ

して現在は「にほん」または「にっぽん」と呼ばれるのが主

流となっています。どちらが正しいのでしょうか？これは、

公式に定められたものがありません。国レベルでは昭和

９年に当時の文部省臨時国語調査会が呼称統一案とし

て「にっぽん」とすることを決議しましたが、政府で採択さ

れず正式決定の無いまま現在に至っています。「つまり、

どちらも間違いではないということです。」ただし、国際標

記は「ＮＩＰＰＯＮ」としているために、国に関連する場合

の呼び方は「にっぽん」に統一しているようです。 

 大和時代に国名として「日の出の国／日ノ本」として、

「日本（この当時はヤマト）」と決まりました。そして、音読

みの「にっぽん」が国名になりました。ところが江戸時代、

関東地方の方言で「にほん」という呼び名が生まれました。

この名残りとして有名なのが、東京の日本橋（にほんばし）

があります。大阪にも日本橋があるのですが、この呼び

名は「にっぽん橋」です。 

その他「にほん」と呼ぶ有名どころとして、日本海・日本

大学・日本生命・ 

「にっぽん」と呼ぶものとして、日本体育大学・日本電気・

日本航空・サーッカーの日本代表・・・・・ 

「にほん」または「にっぽん」と混在して呼ぶものとして日

本語・日本一・日本記録・・・・・ 

「にほん」を第一とし「にっぽん」を第二として呼ぶものと

して、日本アルプスなどがあります。 

野球の「日本シリーズ」は「にっぽんシリーズ」が正式な

呼び方ですが、「にほんシリーズ」というテレビの呼び方

が優勢になってきているようです。平成１５年の NHKの

調査によると、「にほん」が６１％、「にっぽん」が３７％だ

ったそうです。 

 「にっぽん」と呼ぶのは、比較的高齢の方が多く、「にほ

ん」と呼ぶのは若い方が多いようです。これは、大日本帝

国憲法（だいにっぽんていこくけんぽう）と日本国憲法

（にほんこく憲法）の名残があるのでしょうか？ 

 自国の呼び方が２通りあるのは珍しくありません。アメリ

カにしても「ＵＳＡ」「Ｕnaited.state.of.America」と使い分

けますし、イギリスは「グレートブリテン及び北部アイ

ルランド連合王国」が国際的な呼び名ですが、

「イングランド」「ユナイテッド。キングダム」「グレー

トブリテン」・・・さまざまです。このように、決められて

いないものを統一する必要も無く現在に至っているよう

であります。 

ちなみに英語表記の「JAPAN」の語源は、マルコ・ポ

ーロが東方見聞録の中で「Zipangu（ジパング）」として紹

介したことにより、日本が西洋に広く知られるようになった 

ようです。しかし、マルコ・ポーロも実際に日本に来たわ

けではなく、中国（元の時代）の人のから日本のことを伝

え聞いたに過ぎません。日本という字は中国北方語読み

すると「リーベン」という発音になります。「リー」という音は

舌をグッと巻き上げて上顎の奥の方にくっつけて出すた

め「ジー」という音に限りなく近い発音になります。これが、

変化してきて現在のジャパンになったそうであります。 

幹事報告    幹事  高城 直紀 

・ガバナー公式訪問資料を配布しています。18日

には、必ずもってきてください 

・18日 18：30より三原文化会館において、8月度理

事会を開催致します。 

委員会報告    

拡大会員増強委員会委員長 杉坂 正徳 

拡大・増強チームをつくり各チーム５名以上推薦

者を挙げ１名以上の入会者を年間目標とする。例

会時の席割に考慮して、会食をしながら話し合いの

場を持ちたいと考えています。 

出席委員会委員長  高城 雅春 

会員数 33名  出席者 28名   出席率 85％ 

 



 

 

 

岡 雪乃（３年） 
 

私は 7月 2５日から 28日の 3泊 4日インターアクト

クラブ韓日交流に行ってきました。 

３年生になりずっと行きたかった韓国に行けることが

決まった時はとても嬉しかったです。韓国に行く日が

近づくにつれてすごく楽しみでした。それと同時に初

めての海外ということもあり、とても不安でした。でも釜

山港に着くと、韓国の方々が温かく迎えてくれたので

安心しました。 

向こうに着いたのがお昼だったのでご飯を食べに

行きました。その後、歩いて街を観光しました。平日に

も関わらずたくさんの人がいてびっくりしました。そして、

人口の湖に行ったり晋州城に行ったり１日目は色々な

所に連れて行ってもらえて楽しかったです。 

2 日目はお昼に観光をした後、善明女子高校の学

生さんとキャンプでした。初めて会った時は全然喋れ

なくて大丈夫かなと不安になったけど時間が経つに

つれて仲良くなれたので本当に良かったです。 

3日目はみんなでボートに乗って川下りをしました。

初めてのボートは暑くてキツかったけど楽しかったで

す。夜は合同例会がありました。たくさんのロータリー

の方がいて緊張したけど、とても良い経験になりまし

た。 

4 日目は買い物をしました。韓国での買い物は珍し

い物がたくさん売っていて楽しかったです。日本に帰

る時間が近づくにつれて寂しいなと思いました。 

私はこの 3 泊 4 日の韓国ホームステイでたくさんの

人に支えられているんだなと改めて感じることが出来

ました。一緒に行った友達や後輩、引率してくれた吉

本先生、色々な面で支援してくださった苅田ロータリ

ークラブのみなさん。たくさんの方々に感謝していま

す。今回の韓国との交流は私にとって一生の思い出

になりました。本当にありがとうございました。 
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豊田 菜南子（３年） 
 

3泊 4日慣れない海外で研修旅行に行って来ました。

最初は海外に行くのが初めてで不安でいっぱいでし

たがビボン RCの方たちが優しく接してくださったおか

げでそんな不安もすぐに解消されました。 

たくさん美味しいご飯やスイーツを食べさせてくれたり

楽しい計画を立ててくださったりありがとうございまし

た。 

 

善明女子の女の子達も優しくたくさん話しかけてく

れたおかげで仲良くもなれました。一緒に遊んだり食

べたりお泊まりしたりいろんな時間を彼女達と過ごしま

した。最初はこんなに仲良くなれると思ってなかったけ

ど話したり一緒に食事したりすることで心の距離が縮

まるのだと思いました。 

 

最後に私達を韓国まで行って福岡まで帰って来る

まで一緒にいてくれた吉本先生、たくさん援助してく

れた苅田 RC、韓国のビボン RCのみなさんと、善明女

子校のみんなには感謝しかないです。貴重な体験や

時間を過ごさしてくださってありがとうございました。と

てもいい思い出です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

   

國永 修一  インターアクトの皆さん報告ありがとう。 

高城 直紀  苅工 IACの皆さん、吉本先生お疲れ様でした。息子が初ヒットを打つ事が出来ました。 

桧槙 敬   7月 31日 Golfで 18H「カンソウ」致しました。馬も「当選」しました。 

矢野 強   國永杯の 1回目が無事に終了しましたが猛暑にてプレーの皆様には、申訳ありません。 

片岡 孝市  苅工の皆さんお疲れ様でした。 

壁屋 好惠  吉本先生 IAの晋州に行かれた皆様、お帰りなさい。 

田辺 浩爾  第 1回 國永会長杯ゴルフコンペで準優勝しました。矢野・太田両幹事お疲れ様でした。 

竹部 武男  神奈川より娘が夏休み帰ってきました。 

高橋 功吉  無事韓国への短期研修を終えることが出来ました。見送り・お出迎え有難うございます。 

福田 洋司  毎日暑いですねー 

屏  正隆  インターアクトの皆様良い経験が出来て良かったですね。今後活かして頑張って下さい。 

山口 勝弘  國永会長杯（ゴルフコンペ）に優勝しました。 

杉坂 正徳  誕生祝い有難うございます。息子が所属している苅田ボーイズが九州チャンピオンにな

りました。 

官見 敦司  早退します。申訳ありません。 

丸山 謙一  蜂に刺されてしまいましたが、最近ビールをごちそうになる事が多々あります。ビール

最高！！ 

 

集計 23,000円        累計 109,000円           

 

 

４つのテスト 

言行はこれに照らしてから 

1）真実かどうか      

2）みんなに公平か 

3）好意と友情を深めるか 

4）みんなのためになるかどうか  
 

近隣クラブ例会変更 

行 橋 みやこＲＣ  

豊 前 西 Ｒ Ｃ  8月 26日→夜間移動例会 

             9月 30日→休会 

行 橋 Ｒ Ｃ  8月 23日→早朝例会「花壇整備」 

             8月 30日→納涼夜間例会 京都ホテル 

             9月 13日→15日 夜間例会「月見例会」 

             9月 27日→「公式訪問クラブ協議会」 

豊   前  Ｒ Ｃ  8月 18日→夜間例会 

             9月 15日→夜間例会「観月会」 

             9月 22日→休会 

田  川  Ｒ Ｃ  8月 31日→夜間例会「幸楽苑」 

 

近隣クラブ例会曜日 

月曜日 小倉中央 RC   リーガロイヤル小倉 

火曜日 行橋 RC     京都ホテル 

水曜日 田川 RC     ザ・ブリティッシュヒルズ 

     行橋みやこ RC  京都ホテル 

木曜日 豊前 RC     築上館 

金曜日 豊前西 RC    築上町リサイクルプラザ 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 31日開催 

優 勝：山口 勝弘  

準優勝：田辺 浩爾 


