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《本日のお祝い》

お誕生 日

12月 3日 長島 秀親 君

12月 5日 長日 きみの 君

12月 6日 勝山 國太郎 君

《会長代行挨拶要旨》

「 日本語」

結婚記念日

12月 3日 田中 義一 君
12月 6日 稲森 照男 君
12月 6日 佐橋 徹 君

佐橋 徹 会長代行

先日、本棚を整理した

際に「日本語」という本

を見つけてハラハラとヘー

シ・をめくっていましたら

面白くなって、整理はそ

っちのけで読み続けてし

まいました。

第 2743回例会

《司 会》  新間 桂子 君

《合 嘔》  r君が代J「奉仕の理想」

《 BGM》

《ゲスト》

《ビジター》 東京恵比寿 RC 鈴木 弘恵 君

金田―春彦のこの本によりますと、日本はほとんど
―民族 一言語の国家で世界的にもかなり珍しい事で

他には韓国や北朝鮮位とのことです。すなわち日本は

日本語を話す日本民族だけから成り立っている国であ

るということです。

例えばへ・ルキ・ は代表的な多国籍、多言語の国でフランス

語を話す人、オランタ・語を話す人、その両方を話す人が居

て、国勢調査の項目の中に「あなたの国籍はどちらで

すか ?」 という質問に続いて「あなたは何語をよく使

いますか ?」 という質問もあるようです。

また日本で何かを買おうとした時に “はたしてあそ

このお店で日本語が通じるだろうか ?"と いう心配は

全くもつていませんが、ヨーロッハやアシ・ア諸国ではアメリカで

平成 27年 12月 3日  天候 雨

も普段私の使つている言葉が通じるかどうかという心

配を持ちつつ生活をしているそうです。

日本語が世界的にどれほどの力を持つているかと

みてみますと、最も多く使われている言葉は断然、中

国語で約 13億人の人々が使用しています。人口と比例

する訳ですから次いで英語となりますが、日本語は6

位になるそうです。当然ドイツ語やフランス語、イタリア語など

より上位を占めていて大健間といつたところでしょう

か?しかし言葉はその使用者が多ければよいというも

のでもなく、言語の影響力を国民総生産額から計つて

みると、1位は英語、2位は,シア語で日本語は・ヽイツ語に

次いで第 4位ですがフランス語やスマイン語、中国語より上位

で、使用する人数からしても、日本語は世界に誇る事

が出来る大言語と言えると思います。

日本語の優れた特徴を外国人の日本語研究者は次

のように述べています。「日本人は日本語を自分自身の

状況、立場と相手のそれらを考えて見事に使い分けて

いて、まるで数か国語を操つているようだJと 。確か

に、よく聞く話ではありますが、英語で自分自身のこ

とを “I"と 表わしますが日本語では我、僕、俺、私

これは、“わたくし"と いう方、“わたし"と いう方

又あるいは “あたし'と いう方もいますが、その他に

も余とか朕等までを使い分けています。従つて会話を

開けばあるいは、文章を読めば、当事者が男か女か

大人か子供か、身分は ?職業は?等まで加えてその相

手まで推測できるという他の言語にはない、非常に特

異な特徴をあげる事が出来ます。

最後に、最近出会つた不思議な光景を申し上げます。
バスでの出来事です。子供を連れたお母さんとそのお

母さんらしき3人が乗ってきた時におばあさんらしき

人が明らかに年下の娘さんに「お母さん ,こ この席が

空いていますよJと 言いました。すると娘さんは 「お

ばあさん、こちらでも座れますので大文夫ですJと 答

えていましたが、どこかおかしいと思いました。いか

がでしようか?

《年次総会》

佐橋会長代行が議長となり20162017年度体制の理

2015-2016



事・役員の承認議案について議事進行されました。10

月 29日 に発表されていた候補者が会員の賛成多数に
より承認されました。

《会員卓話》

「SBC日 興証券の CSR活動について』

ています。障害者雇用の取り組みとして日興みらん榊

を設立、フラィント・サッカーの支援なども実施しています。

《スマイル報告》

神野 一成 君  今夜開催いたしますフイン会参加の

皆様へ 今夜はくろ麦で開催いたし
ます。おかげさまで参加者は 15人を

数えることができ御礼申し上げま

す。くろ麦はご存知の方も多数お見
えになると思いますが、静岡の蕎麦
屋の中では旨い蕎麦屋の一軒と思つ

ております。最後に鴨せいろの食ベ

放題があります。今まで一番召し上
がつた方は8枚です。ぜひチャレンシ・し

てください。今回はキリンピールの

大角さんのご協力を得、フインは全てキリ
ンセ・リツよりの寄贈となりました。大角

さん誠にありがとうございます。ご

案内状に記しましたが蕎表屋ですの

でワインク
｀
ラヌがございません。誠に申し

訳ありませんが蕎麦猪口でワインを召
し上がるという前代未開の事態にな
つた件お許しください。なお大角さ
んに感謝してスマイルをいたします。参
加された方で蕎麦屋のフイン会が成功
であつたとお感じの皆さんは次週スマ

イルをワイン代以下で結構ですのでお願
いいたします。

勝山 國太郎君  誕生日祝い有難うビざいました。
クラデ最年長会員となつて初めてのこ

とで些か緊張気味です。とりあえず

次期大村会長年度の 8月 には通算 40

年の皆出席が果たせるよう健康保持
に努めたく思つております。

長島 秀親 君   先日、結婚記念日にお花をいただ

きあ りがとうございました。また

本日は誕生日のお祝いをいただきあ
りがとうございます。感謝の気持ち
を込めてスマイルします。

高石 優子 君

今回,ま CSRレホート

2015が発行されたタ

イミンク
｀
であること、ま

た 00年から3年間、

経営企画部環境計画

室(CSR室の前身)の

立ち上げにはぼ一人
で関わりましたが、お話しする機会が少なくなってき
たこともあり、今回のテーマとしました。

【SRI(社会的責任投資)】

当社が環境に力を入れるきつかけとなったのが 99

年 日本で初めて投資信託に環境の視点を取 り入れた
「日興エコファンドJの取扱いを開始したことです。
いわゆる SRIファント・を日本で初めて取扱いを開始し

たことが評価され、UNEP(国 連環境計画)の「環境と接続
可能な発展に関する金融業界環境声明Jに 00年 3月 に

署名することになりました。その条件に「環境部門の部
署があること」という記載がありました。当時証券会社
にそういう部署はなく、急逮所属していた経営企画部
に環境計画室を設置、私がただ一人のスタッフで、副部長
が室長を兼務することとなり、監査法人と何をやるベ

きかを検討しました。証券会社で環境活動を行う理由
の一つは、会社のイメーシ

｀
アッフの広告宣伝です。

そのためニュースになることとの発想から 01年 4月 に

業界初の IS014001認 証を取得しました。
【環境への取り組み】
IS014001認 証取得は同業他社で真似するところが

無く、前例が無いことでありましたが「環境会計J「環境
方針」「ク・リーンltt入 J「 当社と環境のかかり図」など、大変
でしたがとてもやりがいがありました。

当時はサステナヒ・,ティレホート(持続可能性報告書)と 呼んで
おり監査法人 5人のコンサルを受け、業務を推進するしか
なかったので言われるがままそのような名前になりま
したが定着はしませんでした。活動はエコフ,夕・クツ2000

に業界唯―「日興■llファント・」フ
・―ス出展、日興ク

｀
リーンイ

^・

スター

ス・基金でwFへ 22件 4500万 円の寄付、制服廃止に伴
|ヽ アフリカマリヘ 2514箱分の寄贈等を行ないました。

電子交付サーヒ・スでは 1万名のお客様が年 4回の取引
残高報告書と2-3冊の目論見書をネットでご確認頂くこ
とにより印刷物が減り、およそ 8トン/年、立ち木およそ

約 160本分の紙の節約が可能となります。
ICS R活動】

環境から企業の存在意義に領域が広がっており、証

券会社としては投資家教育です。大学での講座提供や
子供向けに「家族で,クワク体験 DAYJ開催しています。社
会貢献活動として、全国 126支店での清掃活動や被災
地ホ・ランティアなども実施しています。最近関心が高い夕・イ
ツヽ・―ンティや女性活用の取り組みとして女性のためのキャリア

支援も実施しておリウエルカムハ・ッタ制度やメンター制度を始め

結婚記念日のお花をありがとうご

ざいます。いつも家内が楽しみにし
ております。
結婚記念日のお祝いありがとうご

ざいます。家内も喜んでいました。
でも花が届くまで20周 年を忘れてい

た私は家内から大目玉をくらいまし
た。感謗せ 反省を込めてスマイルします。

佐橋 徹 君

日中 義― 君

くクラブ会報グループからの連絡事項》

クラノ会議グループリーダー 鈴木寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化するJこ とを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致します。

く会報作成 :鳥屋原 昇>

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

12/3 54(48) 39 9

11/26 54(50) 35

11/19 54(50) 8 4 92 00“


