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「こころの中を見つめよう 

 博愛を広げるために」 

(カルヤン・バネルジー会長) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

                  例 会 記 録  

第１６１４回例会 

平成２４年３月２８日(水) 

井波文化センターエイトホール  

１．点 鐘 高瀬会長 

２．ソング 「それでこそ ロータリー」 

３．ビジター：北村憲三君（砺波 RC） 

４．会員卓話：三谷貴志夫会員 

５．会長の時間：今朝は、雨風と雷でした。春はすぐそ

こと思っていましたが、まだまだ安定しないようです。

週間天気予報をチェックしていますが、最高気温が

15℃くらいになったり、5℃程になったり乱高下して

います。これが春の特長かなと思いますが、桜の季節

ももうすぐのようです。北村さん、本日はようこそい

らっしゃいました。どうぞごゆっくりお過ごしくださ

い。今日は皆さんお忙しくて、少人数ですが、新聞で

は人事異動で記事が掲載されていますので、年度末の

あわただしい時期だなと感じています。先週欠席で、

河合エレクトの PETS 報告を会報で読みました。日

本人の田中作次 RI会長エレクトや中尾ガバナーエレ

クトと、次年度は良い年度になりそうです。小西さん

がガバナー補佐をされますので、我々は少人数ですが

団結して支えていかなければならないと思っていま

す。さて、南砺 RC[の松井会長さんから電話があり、

「公共交通フォーラム」ですが、５月７日(月)午後６

時半から、福光駅前の農協会館ホールで開催されます。

内容は武田慎一県議の講演があり、その後４人のパネ

ラーによるパネルディスカッションを行うというも

のです。４人のパネラーの内、一人は川合声一さんで、

井波庄川 RCから、私にパネラーになってほしいと言

われました。ロータリーに No！はないと言われます

が、適当な方に出て頂ければと思います。先程電話が

あったばかりなので、これから決まれば皆さんにお知

らせします。この後、三谷会員の卓話ですが、久しぶ

りに頭の体操をさせて頂きます。どういう答えか楽し

みです。 

６．幹事報告(小西副会長)：①新湊 RC より、IM の番組

放映の案内あり。となみ衛星通信 TV で、4 月 23 日

～29 日午後 3 時 30 分より。内容は、『北陸新幹線開

業による「光と陰」』をテーマで、射水市長、高岡市

長、砺波市長、南砺市長の４市長によるトークセッシ

ョン。②4月のロータリーレートは、1＄82円。③当

クラブの例会変更、ア、4 月 11 日観桜会家族旅行、

出欠表回覧中。イ、4 月 18 日良い歯の日キャンペー

ン、10 時から井波第一保育園。ウ、5 月 2 日の例会

は、4 月 29 日の南砺の山々を守る植樹祭に変更。④

他クラブ例会変更は事務局に確認してください。⑤本

日予定の理事会は、次回に延期。 

７．委員会報告：①出席委員会：本日 10名出席（50.00％） 

８．ニコニコＢＯＸ(本日 6 名 6500 円、月計 41500 円、

年度累計 444100円)  

北村憲三君：お釣りをニコ BOXへ。 

高瀬会長：春に三日の晴なしといいますが、今朝の雷には
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驚かされました。これも嬉しい春が近いことのあらわれで

しょうか。桜の季節が待ち遠しいですね。 

三谷会員：卓話を急に頼まれ準備不十分ですが、よろしく

お願いします。 

河合会員：年度末は大変な忙しさです。仕事以外が多くて、

南砺の山々も始まります。後援団体としてもよろしくお願

いします。 

中島会員：北村さんようこそ。今日は少人数ですが、三谷

さんの卓話で、盛り上がりましょう。     

小西会員：久しぶりに SAAの赤いたすきをかけて会場設

営や司会をさせて頂き、身も心もリフレッシュ致しました。 

  

 

 

 

 

卓話「蘭＋… 珍名印鑑 10萬種」 

三谷貴志夫会員  

三谷会員：助田会員のピンチヒッターとして、しばらくお

願いします。 

 日経新聞３月６日(火)の文化欄に印鑑屋さんの記事が

掲載されており漢字に興味がありましたので、何か機会が

あればと記事を取っておきましたが、早速使わせて頂きま

した。 

 初めから余談ですが、記事下段の小説は、長谷川等伯の

連載があります。毎朝日課の一つとして、愛読しています。

皆さんご存じのように、長谷川等伯は、石川県七尾の出身

です。当時、狩野派のトップでありましたが、徐々に衰え

てきます。小説の中では丁度トップになったあたりで、時

代的には秀吉の頃。それ以前に信長が比叡山の焼き討ちを

した時に、たまたま等伯が七尾から出てきた時に、出会っ

た親子を助けた縁がのちに出世をするきっかけとなりま

した。しかし、その事では、信長から睨まれて逃げ回って

生活をしていた事もあったようです。 

 それでは、テーマの話に入ります。記事の主は、東京の

ハンコ屋さんで、仕事を始めて 60年になり、在庫数は 10

万種あるそうです。10代で仕事を求めて、ハンコ屋に入

ったが、後年自分の店になったということです。次のよう

な名前、読めますか？【紫字は、事前抄録の問題、黒字は

卓話内での回答】 

四月朔日：わたぬき 

父母：ふも、ふぼ、たらち(ね) 

蘭：あららぎ 

狼：おおかみ 

煙草：たばこ 

一：にのまえ(２の一つ前)、よこいち【例、一(姓：にのま

え) 一(名：はじめ)】 

九：いちじく(一字でくとよぶから) 

十：つなし(数は、ふとつ・ふたつ・略・ここのつとよぶ

が、十はつが付かない) 

渡辺・渡部・渡邊・渡邉：いろいろなヘン・べがある 

漢那：かんな【カンナさんから注文が来た。ハンコ代は

700円だったが、バイクで届けるのに１万円以上かかった

(笑)】 

定免：じょうめん【絶対に無いだろうと言って注文に来る

人がいた】 

掃部関：かんもんぜき【会社であるなしを賭けて、女性が

無い方に賭けて来てみてあって負けたというエピソード

があり】 

小鳥遊：たかなし 

大海原：おおうなばら 

 いろいろな珍しい姓の人が、これはないだろうと言って

注文に来る人がいるが、あります。蓮沸さんという女優さ

んがいるが、結婚しても名前を変えてほしくない。夫婦別

姓でいてくれないかと思ったりします。 

 以前に総理大臣で漢字を間違えて、恥をかいた人がいま

すが、日本人は書く事が苦手です。 

コーヒー【珈琲】ゆううつ【憂鬱】ばら【薔薇】 

 これくらいは書ければ、漢字を少し知っている中に入る
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のではないかと思いますが、なかなか書けないものです。 

 では、次の漢字を読んでみましょう。 

１ 河豚 ２ 家豚 ３ 土竜 ４ 海猟 

５ 辛夷 ６ 甘蕉 ７ 鬼灯 ７ 羊歯 

８ 雲母 10 土塊 11 洋銀 12 燐火 

13 大熊猫 14 子規 15 海鼠 16 馴鹿 

17 水蚤  18 春告鳥 19 青魚 20 鶸 

21 年魚 22 水虎 23 泥鰌 24 羊駝 

25 椛 26 椚 27 樒 28 榀 29 楿 

30 椣 31 魸 32 鮇 33 鮴 34 鯏 

35 鮗  

解答は以下の通りです。

 

1 ふぐ 2 ぶた 3 もぐら 4 らっこ    

5 こぶし  6 ばなな 7 ほおずき 8 しだ   

9 きらら(うんも) 10 つちくれ 11 ニッケル 

12 おにび 13 ぱんだ  14 ほととぎす  

15 なまこ 16 となかい 17 みじんこ   

18 うぐいす 19 さば 20 ひわ 21 あゆ 

22 かっぱ 23 どじょう 24 らま     

25 もみじ 26 くぬぎ 27 しきみ     

28 こまい 29 かつら 30 しで 31 なまず 

32 いわな 33 ごり 34 うぐい 35 このし

ろ 

 今回の漢字は、漢字検定の１級と準１級の中から選ばさ

せて頂きました。漢字の為の漢字という感じがしますが、

その点、ハンコ屋さんは、実際にある性のハンコを作って、

しかも 10万種もあるということです。正真正銘の漢字で

あり、関心があります。 

 


