
・点　鐘　吉田（武）副会長

・ソング　それでこそロータリー�

・卓　話　濱田裕司様�

【会長報告】代行　　　　　　吉田（武）副会長

　台風１５号で荒れた天気

ですが、昨今、天候が不

安な状況だと感じており

ます。明日、偲ぶ会ゴル

フは快晴の予報、心置き

なく楽しくやって頂きた

いと思います。

【幹事報告】

・会場に「時計」設置。島田会員にお世話に

　なりました。�

・公式訪問の時の写真をお持ち帰り下さい。�

・会報：入間南、狭山ＲＣ�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

「川柳」投稿は委員会を通さず直接送って下さい。

「友」９月号紹介。横組Ｐ１、ＲＩ会長「より

若い会員をロータリーに」“インターネット

上に存在しないクラブは若い世代に関する限

り、存在しないと言っても過言ではありません”。

私も先日、営業の方から「インターネット上に

無い歯科医院はこの世に無いと思って下さい」

と言われ、時代が変わって来たなと思いました。

Ｐ３２「米山記念奨学事業」年８００人の採用には

１４億円。ここ２年位は大きく割り込んでいる。

当クラブも奨学生が居なくて寂しい感じ。奨

学生卓話の機会を増やして寄付が増えてきた

クラブもあるそうです。Ｐ３７「新クラブ」“Ｅク

ラブ”。その誕生に関わった敦賀の方が縦組

Ｐ１４に「Ｅクラブはロータリーではないのか」、

他に「Ｅクラブの創立に思う」。１０年間の試行

を経て採用された“Ｅクラブ”、今後の経過に

注目したい。Ｐ３１当地区「上里ＲＣ解散例会」

も淋しい記事でした。�

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

「森先生を偲ぶ会ゴルフ」、明日は最高の天気

という事で、開催します。８時半集合です。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　　増島君

【Ｍ　　Ｕ】

９／２０（ゴルフ）吉島君、市川（洋）君、半田君

　　　　　　　細田（伴）君

　　　（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・濱田裕司様ようこそ。卓話有難うございます。

　市川（洋）君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�

・９／１２に二男に次女誕生、今日三男に長女

　が誕生しました。その為、少々早退させて

　頂きます。　　　　　　　　　　　安藤君�

・私と妻の誕生祝有難うございます。北田君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　齋藤君�

・早退　　　　　　　　　　　　　　山川君�

本日計１５，０００円、累計額２６９，５００円。

◎２８日例会当番は塩野会員、土屋（良）会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　　　  市川（洋）プログラム委員長

　今年度プログラム委員会の目玉です。しっ

かり聴いて、ＲＩ国際大会に行って、英語で

話して頂きたい。濱田先生は出身は熊本。Ｓ

２２年生まれ。中央大学商学部卒。住宅メー

カー、コンピューター周辺機械メーカー、米

国ソフトウェア会社等、勤務。最終歴は米国

レガートシステムズ日本法人・代表取締役。

自家用操縦士の資格をお持ちです。飯能市の

エコツアーガイドもされています。

　英語には英語の〈音〉が

あります。読めるけれど

も、しゃべったり聴くの

は苦手という方がほとん

ど。最後に２つのフレー

ズを覚えて頂きますが、

その前に〈音〉についてお

話したいと思います。

　Take it easy.「気楽

にやんなさい」の発音はテイキーリージー。

耳は聴きたい音を拾うようになっています。

今、値段の高い補聴器には指向性があるよう

です。英語を雑音としてしまわず〈音〉をマス

ターすれば、ちゃんと言語として聞こえて来

ます。�

　私は外国の方に「私は“ジャングリッシュ”

（Japanese English）だから勘弁してね」と

言います。英語圏と日本人とは頭蓋骨の構造

が違うので、英語の発音には向いていません。

　日本人の発音は「子音が弱い」「口の動き

がない」「抑揚がない」と言われています。

　英語は子音が幅を利かせています。例えば、

HLYWD（ハリウッド）、FWY（フリーウェイ）、

MRKT（マーケット）等の表記を米国ではよく

見かけます。

「カタカナ英語」はほとんど通じません。

I'm a big fan of yours.「あなたの大ファン

です」が「大きな団扇」にならないように、

また、競技場のtrackが自動車のトラック

(truck)にならないよう注意して下さい。口

の開け方が違うのです。

　英語には「アエイオウ」以外に母音が約１３

位あります。この差、違いを常に練習してい

ると伝わるようになります。

　Thank you. が、Sank  you.「あなたを沈

めた」に聞こえてしまわないように発音して

下さい。ウイルス（virus）は ヴァイラス、

アップル（apple）は エアプルです。

　幕末に通訳として来日したジョン万次郎が

自分なりに広めようとした英語を、彼の英会

話本から抜き書きします。

　ワラ（water）　サンレイ（Sunday）

　メリカ（America）　チャパン（Japan）

「D」「T」「G」は弱いか、ほとんど発音し

ません。

　アルファベットは〈読み方〉ではなく、〈音〉

を覚えて下さい。

「B」はbookの「ブ」、「C」は「ク」「ス」、「D」

は「ドゥ」等。〈音〉が大事です。�

　カナイヘヲプー？（Can I help you?）

「お手伝いしましょうか？」�

　ホッタイモイジルナ？

（What time is it now?）「何時？」

　埼玉県国際交流協会が出している『すぐに

役立つ英語』は、イントネーション、ストレ

スのポイント、子音を言わない等の表記があ

り、非常に薄いですが内容は濃い冊子です。

フレーズを覚える時の参考にされると良いと

思います。

　最後に。日本で、マムシ以外に猛毒のある

ヘビは、ハブ。鹿児島の農道を歩いていて、

向こうからニョロニョロやって来たヘビに、

「お前、すげえ毒もってんだろ？」と聞いたら、

ヘビは「イエス・アイ・ハブ」と言ったそうです。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 島田君、杉田君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

新 世 代 の た め の 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

雨

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
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飯能ロータリークラブ会報

飯能市国際交流協会 理事

すぐに役立つ英語教室

濱田裕司様

卓話「すぐに役立つ中国語講座」

飯能市国際交流協会  会員

西村麗加様

第２４５９　例会
１０月５日（１、水）
当番　田辺君、高橋君
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