
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ◆◆◆ 入 会 式 ◆◆◆ 

              

            石川恵美子さん １９６５年９月生まれ    

              勤務先 アクサ生命保険(株)大船渡営業所 

              すごく緊張しております。 

              分からない事だらけですが、皆さんと一緒にやっていきたいと思いますの

で、宜しくお願い致します。 

          

★ 会長の時間 浜田浩誠会長 

             「ありがとう」と「有難う」なぜ２つある？その意味と語源 

             ある機関の調べによると、「言われて嬉しい言葉は何ですか？」という問いに 

             対し回答は、1 位 ありがとう 57.2％ 2位 おはよう・こんにちは(あいさ 

             つ)26.4% 3位 大好きだよ 13.9% 4位 お疲れさま 13.7% 5位 気が利 

             くね 13.0% このような結果でした。 

             私もそんなにさわやかな人間（？）ではないので、ポンポンと気軽に「あり 

             がとう」と言えるわけではありません。（あ、でも、そこそこ言いますよ？） 

             この「ありがとう」という言葉、なぜ言うときにちょっと気持ちが構えてし 

まうのか、なぜ、言われるとうれしいのか？（この言葉を言われて怒る人は、絶ッッ対にいません。）とい

う風に考えると、「ありがとう」というこの言葉、何か不思議なパワーを持っているとしか思えませんよね。 

今回はこの、「ありがとう」という言葉の意味や語源について紹介していきます。 

「ありがとう」は室町時代から使われている言葉で現在、「ありがとう」とも表記したり、「有難う」とも表

記したりする感謝の気持ちを伝える言葉である。この”ARIGATOU”ですが、ひらがなの「ありがとう」は、

「有難う」を単にひらがな表記しただけで、言葉の意味や、役割もまったく同じです。 

ただ、「有難う」と漢字で書くと、この言葉の本来の意味が見えてきます。というのは、読んで字のごとく、 

つまり「滅多にないこと」という意味なのです。もともとこの言葉は、神や仏を褒めたたえ、賞賛する言葉

として使われていたのです。神が手助けしてくれて、自分のために、何か便宜を計ってくれる… 

それはまさに、「滅多にないこと」どころか、「あり得ないこと」もしくは「存在し得ないこと」です。 

そんなミラクルなことが起こったときに言う言葉こそ、本来の「ありがとう（有難う）」。そう言って、神を

賞賛する言葉だったのですね。 

ではこれがいつから「人」に対しても使われるようになったかというと、室町時代からだそうです。 

今では当たり前に人に対して使われる「ありがとう」も、室町時代までは、神のみに対して使われる言葉だ

ったのです。言葉の由来を辿ると日本人の精神性が見えてきます。 

「サンキュー」との違い：では、ここで世界に目を向けてみます。世界にも「ありがとう」と同じ意味を持

つ言葉がたくさんありますね。たとえば英語ではサンキューThank you スペイン語ではグラシアス Gracias 

フランス語ではメルシーMerci ドイツ語ではダンケ・シェーン Danke schön イタリア語ではグラッツィエ 

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

           ３月第２週例会 ２０１９年 ３月１４日（木）  

ソ ン グ ： 我等の生業        ボックス ： ２８，０００円（報告者 山口ひとみ会員） 

本日出席率 ： ５６．６０％ 前回修正後７３．５８％（ﾒ―ｸｱｯﾌﾟ１0名） (報告者 三田地大悟会員） 
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Grazie など。代表的な英語の「Thank you」を例に挙げて言うと、これは、「私はあなたに感謝する」とい

う言葉です。つまり、明らかに、人に対して感謝しています。 

一方、「ありがとう」という言葉は、前述したように、本来、神や仏が、あり得ないことを起こしてくれた

ときに使われた言葉。ですから、「ありがとう」というたびに、人を通して”神”にも感謝しているという

点で、日本の「ありがとう」は、他の国で使われている感謝を表す言葉とは、大きく異なるのです。 

照れくさいけど気軽に言おう大昔、こんな場面もあったかも知れませんね。 

喉がかわいたけど水がない→雨が降ってくれた→でももう動けない（どこかに水が溜まっていたとしても

そこまで行けない）→すると誰かが水を持ってきてくれた…こんなとき、神と人に、何の違いがあるでしょ

う？（水を持ってきてくれた人は、まさに”救いの神”でしょう。） 

室町時代から「ありがとう」という言葉を人に対しても使うようになったとのことですが、その日本人の美

しい精神に私は感心します。（たまたま室町時代ということですが、このときにそうならなくても、時間の

問題だったのかも知れませんね。） 

こうして言葉の意味や語源を知ってみると、なぜこの言葉にちょっと構えてしまうか？ 

なぜ言う時、照れ臭いのか？という謎も何となく解けてきましたね。でも、人に感謝を伝える言葉が、この

ような語源と機能を持つということは、日本人として誇りに思えることではないでしょうか？ 

だから、こうなりゃ、言ったもん勝ちですよ。言う回数が少なければ、余計に気持ちが構えてしまいます。 

「ありがとう」を、もっと気軽に言うようにすれば、もっともっと周りの人が喜んでくれて、自分のそばに

「ありがとう」がどんどんどんどん、あふれていくかも知れませんね。 

 …私も、今までの自分を改めることにします。 

           

 

◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

 １ ガバナー事務所より ハンブルグ国際大会について２件 

   ・ガバナーナイトの再募集 

     日 時 2019 年 6 月 1 日（土）18 時 30 分～ 

     参加費 10,000 円     締切り ３／３１    

   ・ゾーン別会議で議題となる 4 項目について成功事例の情報提供のお願い 

     １ クラブの活性化  

     ２ クラブ周年行事開催時のユニークなプログラム等 

     ３ ロータリアンに聞いてみたいこと 

     ４ その他 クラブ・地区内のホット情報   締切り３／１６ 

  ２ 国際ロータリーデーターサービス部より 

     ハンブルグ国際大会におけるクラブ信任状と投票代議員カードが届いています。 

  ３ 米山記念奨学会より 米山功労クラブ感謝状が届いています。７回目 

 

         

      ◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

             青少年奉仕委員会：IAC 活動報告 

 

            大船渡東高校食物文化科 2 年インターアクトクラブ部長の伊勢そらです。 

            同じく大船渡東高校食物文化科 2 年インターアクトクラブ副部長の大澤優里菜 

            です。 

             本日は、インターアクトクラブ活動報告の機会をいただきまして 

                                     ありがとうございます。 

今年度、4 月当初は少ない人数での活動スタートでしたが、1 年生の入部と、2,3 年生の途中入部があり、

3年生 10名、2 年生 8名、1 年生 5名の合計 24 名で活動をしてきました。 



 

 本校のインターアクトクラブは、第１登録の部活動をしながら、ボランティア活動などに参加したい生

徒が自主的に登録する部活動です。ですので、実際にはメインで活動している部活動の時間をやりくりし

ながらインターアクトクラブの活動を行っています。 

 実際に、私たちは華道部の活動と両立させています。他の生徒も、文化部や運動部とのかけもちで活動を

しています。 

 土日の活動は、午前中は第１登録の部活動、午後からインターアクトの活動に参加する、ということもあ

ります。 

 それでは、この１年間の活動報告を４月からインターアクトクラブが参加した活動を、写真を交えなが

ら説明したいと思います。 

 

５月の活動   

 ・5 月 5 日福祉の里で鯉のぼり子どものつどい：毎年大船渡西ロータリークラブの皆さんと一緒に活動し 

  ています。今年度はインターアクトクラブ１１名が参加しました。毎年、手作り鯉のぼりや伝承遊び、 

  バルーン遊び、綿あめやポップコーン、豚汁のコーナーのお手伝いをしています。小さい子どもたちと 

  触れ合うことのできる大変楽しい時間です。 

 ・5月 13 日：緑の募金活動：13 名が参加 今年度もデイリーポート新鮮館で大船渡市農林課の皆さんと 

  一緒に募金活動を行いました。 

   また、気仙沼ロータリークラブから義援金を頂きました。大切に活用させて頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の活動 

 6 月 19日：大船渡西ロータリークラブの皆さんとの合同の行事である、 

大船渡警察署前花壇整備を行いました。本校の農芸科学科の先生方の 

ご指導のもと、警察署前に本校の農芸科学科で育てた花を植えました。 

 

７月の活動 

 7 月 1 日：福祉の里で大船渡市のボランティアフェスティバル 16 名参加 

 毎年恒例なのですが、大船渡市地域婦人団体連絡協議会の皆さんに 

 浴衣の着付けをしていただき、茶屋のお手伝いをしました。 

  また、焼鳥の販売や、イベントのお手伝いなどを行いました。 

 

 

 

・7 月 5 日：カナダの高校生が来校し交流会 

 生徒会の生徒やバスケットボール部の生徒も一緒に参加して、 

 腕相撲やバスケットボールやゲームなどを通して交流を深めま 

 した。 

 

８月の活動 

・8 月 7 日「2018ー2019 年度国際ロータリー第 2520 地区インターアク 

 ト年次大会」：宮城県の常盤木学園高校で開催 2 名参加 

 大船渡西ロータリークラブから鈴木さんと三浦さん、藤丸さんに 

 引率していただきました。 

 岩手県と宮城県のそれぞれのインターアクトクラブ生徒と交流を 

 深め、多くの刺激を受けてきました。 来年度は岩手県で大会が行われます。 



 

・8 月 26 日 24 時間テレビの募金活動のお手伝い：サンリアで 9 名が参加。 

・8 月 29 日「国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール 

 岩手県大会」の運営 

  今年度、インターアクトクラブの 1,2 年生にとって非常に大きな 

 行事。平成 30 年度と 31年度の 2年間、本校は岩手県高等学校文化 

 連盟（通称高文連と呼びますが）の国際理解専門部のインターアク 

 ト委員会の事務局校を担当しこの会の運営も担当。 

  今年度は、花巻市にある岩手県立生涯学習推進センターで開催。 

 インターアクトクラブ 1,2 年生の 11 名が参加。今回は昨年度倍以上の 13 名の発表者がありました。 

私たちはそれぞれ、受付、進行や計測係、賞状授与の介添え係など、自分たちの役割を精一杯務め、無事 

に大会を終えることができました。 

 また、審査員の先生方が審査している間は元盛岡大学附属高等学校校長の小田隆博先生を講師にお招 

きして、「スタンドアップテイクアクション」という自分たちにできることからはじめよう！というテー 

マのもと、ワークショップを行いました。 

  大会を振り返り、反省点を来年度に生かしながらさらにスムーズな大会運営ができるようにしていき 

 たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

・９月の活動 

  模擬面接：本校３年生の就職希望者全員を対象に大船渡西ロータ 

  リークラブの皆さんに実施していただきました。本番さながらの 

  緊張感の中、長時間にわたって面接を実施していただきありがとう 

  ございました。お陰様で 3年生は全員進路が決定しています。 

 

・10 月の活動 

 「東南アジアに絵本を贈ろう」プロジェクトのお手伝： 

 10 月 18日、今年度で４回目の活動おはなしころりんの江刺さんに 

 ご指導いただき、絵本に東南アジアの言語が書かれたシールを貼り付 

 けるという作業を行いました。贈った本がどのように子供達に届き、 

 喜んでもらっている様子も紹介していただきました。 

 １時間ほどの作業でしたが、最後はそれぞれの本に作業した人の名前 

 を現地の言葉で書きました。 

 東高祭：10月末、本校を会場に例会を実施していただきました。 

 例年、インターアクトクラブのスペースでは、インターアクトクラブ 

 の活動の紹介を行っています。 

・11 月の活動 

 大船渡市長選挙 若い世代に投票をうながす活動 

 11 月 6 日「FM ねまらいん」で流す CMの録音 

 11 月 21日は、マイヤインター店で啓発活動を行いました。短い時間でしたが、市民の皆さんに投票に行 

 っていただくための活動に協力できました。 

 18 歳から選挙権がありますが、本校の 3 年生もかなりの高い割合で投票に行ったようです。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 定例会：11月末、ロータリアンの皆さんに来校いただきました。 

 

・12 月の活動 

 クリスマス献血の広報活動のお手伝い：12月 9 日、岩手県赤十字」 

  血液センターのお手伝い ７名参加 

 

 歳末助け合い募金活と大洋学園クリスマス会：12月 15 日 14 名参加 

  この活動も毎年大船渡西ロータリークラブの皆さんと一緒に活動 

 しています。生徒会と協力し、マイヤインター店とサンリアで実施 

 約 16 万円の募金が集まり、12 月 20 日山口さん、菅野さん、藤丸さん 

 と一緒に大船渡社会福祉協議会に届けました。 

 クリスマス会は三鉄を貸し切っていただき、ケーキを食べながら、 

ビンゴ大会やクイズ大会で盛り上がりました。 

 

・１月の活動 

 平成 30 年度岩手県国際交流活動研修会：11,12 日、滝沢市にある 

 国立岩手山青少年交流の家で行われました。インターアクトクラブ 

 からの参加はありませんでしたが、生徒会のメンバーが 2 名参加。  

 この 1 泊 2 日の大会には県内の高校からたくさんの生徒が参加します。 

 今回も、海外での活動報告などがあったそうです。それぞれの分科会 

 に分かれて意見を出し合い、発表し、参加生徒全員の交流など、楽 

 しく有意義な時間を過ごすことができました。 

 

・2 月の活動  

 三年生を送る会：2月 23日には大船渡西ロータリークラブの皆さんに 

 実施していただき、休石さんのお宅でたくさんおいしいお料理をいた 

 だきました。 

 3 年生の 10名を送り出し、残されたメンバーで、これまでの活動を 

継続しながら、皆で協力し、工夫できることや改善できるところを見つ 

け、取り組んでいきたいと思います。 

 

   活動報告は以上で終わります。 本日はご清聴ありがとうございました。 


