
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日のプログラム 

 ソング  それでこそロータリー 

 ３分間スピーチ 松井利夫会員 

 卓話   横山素夫会員 

 

 

出席報告  

例会日 会員数 出席者 MU 出席率 

1/21 34(7) 26(4) 1 85.19％ 
1/14 34(7) 19(2) 3 74.07％ 
1/7 33(7) 25(4) 0 80.77％ 

  (  )内は出席免除会員 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ロ ー タ リ ー 理 解 月 間 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の予定 

１月３１日(日) ＧＳＥ受入打ち合わせ会議 

２月４日(木) 卓話  

２月７日(日) 青少年交換オリエンテーション 

２月１１日(木) 祝日により休会 

２月１４日(日) 2010－2011 年度のための 
 地区チーム研修セミナー 

２月１８日(木) 卓話  

 理事会（８） 

２月２５日(木) 卓話 

 

今週の歌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

●４つのテスト● 

言行はこれに照らしてから 

真実かどうか  

みんなに公平か  

好意と友情を深めるか  

みんなのためになるかどうか 

それでこそロータリー 

１. どこで会っても やあと言おうよ  

見つけたときにゃ おいと呼ぼうよ 

遠い時には 手を振り合おうよ 

それでこそ ローローロータリー 

２. 笑顔笑顔で 語り合おうよ 

心心で 結び合おうよ 

みんな世の為 働き合おうよ 

それでこそ ローローロータリー 

ビジター・ゲスト歓迎の歌 

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｏｕｒ ｃｌｕｂ ｍｅｅｔｉｎｇ 

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｏｕｒ ｍａｎｙ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｆｒｉｅｎｄｓ

今日の一時 どうぞごゆっくり 
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２０１０年１月２１日 第２３３４回 例会記録 

 
 

委員会報告 

特にありませんでした。 

 

会長の時間･･･辻隆司会長 

 家族親睦事業として、平成２２年３月２５日(木)にナンバにある大阪府立体育館で行われてい

る大相撲を見学に行く事になりました。皆様是非家族の人と楽しもうではありませんか。参加の

方よろしくお願いします。 

冬景色を見ていますと、昔の事が思い出されます。昔の農家では「かきもち」作りがどの家でも

行われていました。餅の中に砂糖・大豆・のり・えびを入れ、それを薄くけずり、トランプぐら

いに切って、藁であみあげをれを室内で乾燥して出来上がりです。それを火鉢でやいて食べるの

が冬の楽しみの一つでした。今日の論語は、 

子曰く、君子は諸
こ

れを己
おの

れに求
もと

む。 

小 人
しょうじん

は諸
こ

れを人
ひと

に求む。 

 

--- 人格者というのは、何ごとにも責任を自分に求める。ちっぽけな人間は、すぐ責任

を他人に押し付けるものだ。 

 

 

卓話･･･瀧成和会員  

  
 
日 時：2010 年 3 月 20 日（土）～22 日（月） 

開講式：３月 20 日 11 時～11 時 30 分 
閉講式：３月 22 日 14 時～14 時 30 分 
場 所：元島館 

住 所：和歌山県田辺市目良２０－１ 

申込締切：平成 22 年 2 月 28 日（日） 

 

※ ロータリアンの研修会を企画しています。 

中島治一郎パストガバナーの講演とグループディスカッション（夕食（実費）を兼ねて・リーダ

ーはガバナー・ガバナーエレクト・パストガバナー）田辺の味を吟味しています。 
多くメンバーの参加をお願いします。 

 
 

【第２９回ライラセミナー実施要綱】 
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ニコニコ 

☺田中会員  欠席おわび 中学の金融教育

  先週で終了いたしました 
☺松井会員  早退お侘び 

☺楠田会員  早退おわび 

☺横山会員  早退おわび  合計 8,000 円 
累計 1,186,000 円 

地区行事その他出席者 

★富田林ＲＡＣ(1/19) 寺田・瀧会員 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
●世界の情報「３Ｄ新時代へ！」･･･寺田廣美会員 

  2009 年 12 月 23 日にジェームズ・キャメロン監督 新作の３Ｄ映画『アバター』が公開され

ました。日本に先立って 18 日に公開された米国では、20 日までの 3 日間で 7300 万ドル（約 65
億 7000 万円）を売り上げ、週末の売上が 1 位になったと米国のニュースサイト「The Huffington 
Post」が伝えています。週末興行収入は３D 映画でこれまでトップだった『カールじいさんの空

飛ぶ家』の 6810 万ドル（約 61 億 2900 万円）を上回り、全世界でも 2 億 3220 万ドル（約 208
億 9800 万円）を売り上げ、配給元の 20 世紀フォックスが「製作及び配給にかかった 4 億ドル（約

360 億円）に値する成功だ」と宣言しています。 
 これまでの３D 映画といえばファミリー向けのアニメ映画が主流だった中で、ある惑星にやっ

て来た人類とその星の住人たちとの戦闘や、垣根を越えた愛を描く『アバター』は、３D 映画の

将来を占うテストケースになるとして注目を集めていました。そんな中、上述のような記録を達

成し、映画業界アナリストに「この映画に費やされたものが認められたと判断でき、今後もさら

なる売上が期待できるだろう」と言わしめた『アバター』。この成功が今後の３D 映画制作に影

響を与えることは間違いありません。 
 3D 映画市場がここまで発展したきっかけは、2005 年に催された展示会「ショーウエスト」。

スティーブン・スピルバーグ監督とジョージ・ルーカス監督が「これからの映画は３D だ。３D
にすることで映画はさらに発展する！」と強い檄を飛ばしたことが業界に大きなインパクトを与

えました。これ以降、ハリウッドは全社を挙げて３D 映画を制作しています。米ドリームワーク

ス･アニメーション SKG のジェフリー・カッツェンバーグＣＥＯは「今後、制作する映画はすべ

て３Ｄにする」と２Ｄは作らない意向を高らかに表明し、他にも、米ワーナー・ブラザーズは『ハ

リー・ポッター』シリーズの次回作を３Ｄとして制作していたり、ジョージ・ルーカス監督は『ス

ター・ウォーズ』の過去の作品を３Ｄに変換しているところのようです。 
 1895 年、世界で初めて映画がスクリーンに映し出されました。当時は今の映画のように画面が

頻繁に切り替わるわけではなく、定点で映し出された様子を撮影したものでした。それから 110
年余り。映画業界は２Ｄから３Ｄへと新たな時代を迎えています。

ＤＶＤを借りて家で観るのも良いですが、やはり映画館で味わえ

る臨場感には敵いません。青春時代に戻って、ぜひ映画館に足を

運んでみられてはいかがでしょうか。 
 

会 員 通 信 
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●知っているかな？ＮＯ,３「かきいれどき」とは 

 ー年のうちでも、お正月商戦、お盆売り出し、年末商戦はまさにかきいれどき。でも、いった

い何をかきいれるのだろう。お金や利益をかきいれるから、つい「掻き入れどき」と思いがちだ

が、これは完全な誤用。「掻き入れ」ではなく、「書き入れ」が正解。売上の多い時期に、商人は

売上げを帳簿にどんどん書き入れていくため、こんな言い方をするようになった。酉の市で売ら

れる年末年始の縁起物に、福を「かきいれる」熊手があるが、この場合は、熊のつめのように物

をひっかけて「掻く」ように福を集めるという意味で、「書き入れどき」とは無関係。「書き入れ

どき」はもともと江戸時代の商習慣に由来する、当時商いの方法には「掛け売り」と「現金売り」

があった。掛け売りとはつけで商品を買うことで、代金は盆前や年末などに店側が回収する信用

取引のこと。そのため、店側は帳簿にだれが何をどれだけ買ったかを記録したわけだ。つけとい

う言葉も帳簿に「書き付ける」ことからきている。ただし、掛け売りは代金を回収できないリス

クがあったため、三井越後屋(今の三越百貨店)などは現金売りを奨励していたとか。現金売りな

ら安全で効率もよく、代金も安くできたのだ。ちなみに江戸時代の帳簿は、数字をそのまま書き

入れないで符号で記していた。1 はイ、2 はセ、3 はマを使うというように店ごとにきめてあり、

その符号を知らなければ、帳簿を読むことができない。他店の者が帳簿をのぞいたり、値段の話

を聞いても、内容を理解できないようにしていた。 
今ではお金のことを表す「現金」という言葉も、もともとは「現銀」。当時、経済の中心は江戸で

はなく京阪地方。江戸を中心とする東国では金貨が主に使われていたが、大坂を中心とする西国

では銀貨が主だったため、「銀」の字が当てられたそうだ。変わり身の早い人を「現金なやっちゃ」

というが、これも江戸時代にできた言葉で、大坂では「現銀なやっちゃ」と言ったとか。江戸時

代の商人たちの商魂が、現代まで受け継がれていたなんて知っていたかな。 

【青少年交換受入学生 フレデリック君情報】 

１月 17 日(日)2 番目のホストファミリー間宮様に、 

 奈良県明日香村へ連れて行って頂きました。 


