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前回の例会 

2016年 2月 19日(金)第 1697回 

卓 話  「 「ＮＨＫ朝が来た」に見る 

大阪弁について 」 

卓話者   米澤 邦明 会員 

今週の歌 「日も風も星も」 

「いつでも夢を」「堺北 RCの歌」 

お客様の紹介  

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 
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事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

 URL     : http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ： 辻 秀和 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： hidekazu-2640@pure.ocn.ne.jp 
会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者：木畑 清 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2016年 2月 26日 第 1697号 

 

四つのテスト 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 

2016年 2月 26日(金)第 1698回 

卓 話「老いて楽になる人、 

苦しくなる人」 

卓話者 久坂部 羊 様 

紹介者 木畑 清 会員 

今週の歌 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

「かあさんの歌」 

お客様の紹介  

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

＜２月１９日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           22名 

欠席会員              9名 

   ビジター          0名 

ゲ ス ト           0名      

1月 29日(金)の出席率    80.64％ 

次週の例会 

 

時間 

 

2016年 3月 4日(金)第 1699回 

「例会変更 及び 出羽海部屋ちゃんこ会」 

受付：18時～開会：18時 30分～ 

今週の歌 

「かあさんの歌」 

 

かあさんが 夜なべをして  

手袋あんでくれた 木枯らし吹いちゃ 

冷たかろうて せっせとあんだだよ 

ふるさとの 便りはとどく 

 いろりのにおいがした 

http://www.sakai-kita.jp/
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「ＮＨＫあさが来たに見る(聞く)大阪弁について」 

会員 米澤 邦明 

 

ここからは、できるだけ大阪弁を駆使して卓話をさせていただきたいとおもいます。 

このごろ、朝の連続ドラマ『あさが来た』で、大阪弁のドラマが放送されてまんねんけ

ど、皆さんご存知でっか？ 

   大阪弁も時代とともに変化してきてまっけど、ちかごろは、あんなコテコテの大阪弁

もあまり聞かへんよーになりました。 と、言いましてもドラマの中の大阪弁は、わてら

大阪の人間からしたら、けったいな大阪の弁やけど、自分の言いまわしを封印して役柄

の喋り方で話さんとあかんから役者も結構オモロイ仕事でんな。 

  話は変わりまんねんけど、方々の方言以外に標準語、共通語といった呼び方がありま

んねんけど、標準語は、教育勅語に始まった国の教育政策で、それまで別々だった日本

語の口語体と文語体を一致させようと東京の山の手と、京都の公家言葉を中心に制定さ

れたとなっとりますけど、ほかの説では、山口県の方言を除いた言葉を使ったとも言わ

れてまんねんで、わたいは、山口（長州でんな）の説やないかないか道頓堀てなところ

でんねん。 

  

  そんなら、共通語とはどこの言葉でっしゃろか？ 

共通語を使こてはる人は、NHKのアナウンサーが使こてはりますけど普段、何気のう聞

いてるから、意識せんと、そやとは気づきまへんなぁ。 

そんなことでわては、東京の人間が喋っている言葉を聞いて、標準語や共通語と言って

いる方はあほちゃうか！。ほとんどが東京弁でっせ、 せやから、私は「標準語で話ちゃ

ってね」などとゆうてる人たちは、あまり好きにはなれません。 

～ちょっと疲れたので、 

普通の喋り方にもどします～ 

  いまでは、吉本が東京へ進出したり、メディアでも結構大阪弁（らしきもの）が流れ

ていますし昔より大阪弁も、わかりやすくイントネーションの違いくらいで、何処でも

通用することばになったと思います。 

『あさが来た』では、結構むづかしい言いまわしをしていますが、はたして、このよう

な言葉は、生まれてこのかた使った事がないし、使うのも気恥ずかしいです。 実はこの

期間のほとんどが、大阪の船場言葉ということです。  大阪弁は、柄の悪いイメージも

持たれている事もありますが、その中でも船場言葉は商人が使った言葉で京都弁とも近

いものがあります。 

 たとえば、「どうにかならへんの」といった言いまわしも「なんとかならしまへんの」。 

また、「なんとかせえ」ではなく「なんとかしなはれ」といった具合に非常に柔らかい上

品な言いまわしです。 

あと、『あさが来た』のなかから大阪弁、船場言葉の順で並べてみますと。 

「何してんねん」 「何してますのや」  「堪忍」 「すんまへん」「おいでやす」  「ご

めんやす」 「おはようおかえり」 「いてさんじます」 

「〜〜だす」これは、京都の「〜〜どす」が変化したものと考えられます。 

 

近年の大阪弁としては、「〜ではないか」→「〜がな」 「そんなん、もーどーでもえーが

な」 

卓   話 

 

時間 
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「〜〜だから」→「〜〜さかい」  

 「今日は晴れてるさかい、傘いらへんんな」  

「〜〜しなさい」→「〜〜なはれ」「えーかげんにしんはれ」 

「〜〜じゃないか」→「〜〜やんか」「そんなんせんでえーやんか」 

「ひどい、悪い」→「えげつない」「あんまりえげつない事ばっかり言わんといてや」 

 

「つくもる」＝しゃがむこと・「アブラムシ」＝ごきぶり・「さっぱりわやや」＝どうし

ようもない 

「よ〜言わんわ」＝言葉を無くすほど驚く  

「けったいな」＝おかしな・「ケッサクや」＝最高にオモロイ・「おおきに」＝ありがと

う・「はばかりさん」＝恐れいります・「殺生な」＝むごい、おもいやりがないこと・「キ

ャン」＝犬の鳴き声・「なんぎやな〜」＝むづかしい、めんどうや、くるしむこと 

 「わや」＝台無しになる 

近年の大阪弁を、色々と思いつくままに書いていますと、何となく堺北ロータリーの、

ある方の顔が浮かんでまいりました。  普段自然に聞いていましたが、結構正統派の大

阪弁かも知れません。 

例えば、 

「今日は天気もえ〜さかい、外で花見でもどないだ」 

「あの男、いつもけったいな事ばっかりしくさるから、いっぺんキャンと言わさんなあ

かんな」 

「そんな殺生な〜！」 

「なんぎな人やなぁ〜、もっとあんじょう詰めんと、線香がわやになるさかいなぁ」 

 

何となく、奥野会員の事を連想して列挙して見ましたが、奥野会員は、こんな下品な言

い回しは致しませんので念のために申し上げます。 

 

 

 

 

会長 坂田 兼則 

 

本日の会長の時間は、親睦委員会による３月１２日の歌舞伎観劇予定の「スーパー歌

舞伎セカンドワンピース」の解説をちょっとしてみたいと思います。 

「ワンピース」は漫画雑誌のジャンプに掲載されている尾田栄一郎原作の漫画であ

り、時代考証はわかりませんが、ゴムゴムの実を食べた少年麦わらのルフィーがゴム人

間になり、その昔に海賊王のロジャーが隠した「ひとつなぎの大秘宝ワンピース」を探

しにいくため、麦わらの一味といわれる海賊になり仲間と共にその夢を追う冒険を描い

た物語です。その仲間には三刀流の達人のロロノア・ゾロ、海賊船を操縦する航海士の

ナミ、ゴムパチンコの名手のウソップ、コックでキックの達人のサンジ、ヒトヒトの実

を食べ人間になったトナカイのドクターチョッパー、ハナハナの実を食べ手がどこにで

も現われるニコロビン、船大工でサイボーグ人間のフランキー、音楽家で剣術使いの骸

骨人間のブルックがおります。 

 その冒険の先には、他の海賊や当時の国家の海軍、又天下七部海といった敵たちとの

争いが待ち受けております。今回の演劇はその冒険の一部のシャボンデイ島での物語り

であり、「ひとつなぎの大秘宝ワンピース」を探すための新世界への入り口になるシャ

会長の時間 

 

時間 
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ボンデイ島で、麦わらのルフィーの兄である火剣のエースが海軍につかまり処刑宣告を

うけたため、兄である火剣のエースを麦わらのルフィーが助けに行く闘いを描いたもの

であります。参加される会員さんはぜひ楽しんでください。 

 

 

 

 

 

広報委員会 

広報委員長 山ノ内修一 

「ロータリーの友２月号のご紹介」 

 

RI会長メッセージ： ロータリーで旅をする 

特集 子どもたち、若い人たちが夢を持てる未来のために① 

平和の願いはきっとかなう 

全国の学友福岡に集合！ 

高陽を 100倍楽しむ方法 

 

心は共に 東日本大震災 

わがまち･････そしてロータリー 大阪府東大阪市 

友愛の広場／バナー自慢 

是非ご覧ください。 

 

親睦活動委員会 

親睦活動委員長 城岡陽志 

例会場変更及び「出羽海部屋」ちゃんこ会の案内 

 

会員の皆々様には、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、大阪場所の季節がやってきました。恒例の新師匠・親方・お相撲さんを囲んでの

“ちゃんこ会”を祥雲寺にて開催させて頂きます。 

是非、ご家族・ご友人等お誘い合わせのうえ多数のご参加をお待ちしております。 

記 

日時：平成２８年３月４日(金) 

場所：祥雲寺（出羽海部屋 大阪場所宿舎） 

開始時間：午後６時３０分（受付：６時～） 

会費：会員・ロータリーファミリー 4,000円 

ご家族・ご友人 3,000円 

   小学生未満はご招待 

※準備の都合上 ３月１日（火）までにご連絡願います。 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

時間 
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社会奉仕委員会 

社会奉仕委員長 塩見 守 

「２月度ダメ・ゼッタイ募金報告」 

 

今月はもうすぐ「ひなまつり」ということで、可愛い「ひなあられ」を用意しました。 

募金額は７５００円でした。皆様のご協力に感謝いたします。 

 

「百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を応援する堺市民の会の集い」について 

 

○日時 平成２８年２月２８日（日曜日） 

１３：００～１４：３０（予定） 

【開場１２：３０～】 

○会場 堺商工会議所 ２階大会議室 

    堺市北区長曽根町１３０番地２３  

電話：０７２－２５８－５５８１ 

    南海高野線「中百舌鳥駅」北出口・地下鉄御堂筋線「なかもず駅」②番出口 

から徒歩約５分 

    ※当日は、会場周辺の渋滞が予想されますので、公共交通機関をご利用くださ 

い。 

○入場料 無料 

○定員 ４３０名（事前申込制・先着順で受付） 

○内容（予定） 

 ・講演会 石森 秀三氏（北海道博物館 館長） 

「世界文化遺産登録が堺の未来を拓く！」 

 ・コンサート古墳シンガー「まりこふん」さん 

 ・現状報告 

 

堺市世界文化遺産推進室よりご案内です。 

御参加頂ける方は参加証の手配をさせて頂きますので、堺北ＲＣ事務局（TEL：

072-223-2300）まで返事くださいませ。 

 

 

国際奉仕委員会 

国際奉仕委員 嶽盛 和三 

「タイ国内の小学校３校に浄水器寄贈プログラム」 

 

参加者 ロイエット RC10 名・ノンケーム RC4 名・ブンクム RC1 名(中村)・堺北 RC6 名 

計11名 

 

２月８日（月） 

１校目 ９：１０～１０：３５バーンノンプー小学校、生徒数１２４名 

・校長先生より歓迎の挨拶と、浄水器寄贈のお礼 

・生徒代表によるお礼の言葉 

・ロイエット RC会長（Warunee Suriyawanakui）より挨拶（浄水器寄贈のお手伝い、ノ

ンケームより運動用具、ロイエットよりお菓子と本の贈呈） 

・堺北 RC中田会長エレクト挨拶 
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・地元地区教育委員会よりお礼の挨拶 

・ノンケーム RCパスト会長より挨拶 

 （ロイエット県で生まれこの様な形で故郷に恩返しが出来ることに感謝） 

・子ども達へ奨学金、運動用具・お菓子・本の贈呈 

・女子児童による歓迎の踊り 

 

２校目 １１：１０～１１：４５ バーンソンチャン小学校 生徒数１３４名（贈呈式

おおよそ同上） 

 

３校目 １２：３０～１３：００ サポントーン小学校 生徒数１４８名（贈呈式おお

よそ同上） 

 

贈呈式終了後１３：４５～１４：３５ロイエット RC・会長ノミニーご夫妻の招待にて昼

食会（自社の食堂にて、尚会社の敷地は１１２万平方メートルの広さがある） 

 

 

 

那須宗弘会員 国際奉仕タイ訪問ご苦労様でした。 

合計 ５，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物  

・週報・国際奉仕委員会資料 

（２）幹事報告 

   ・「次回の卓話」の掲示訂正 2/19→2/26 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

  ・堺泉ヶ丘ロータリークラブ 

   3月8日(火)→定款第6条第1節により休会 

   3月29日(火)→3月26日(土)「春の宴(桜 

祭り)例会」※詳細未定

 

幹事報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

時間 


