
 
 

 

《本日の例会》 
 

 
 
進 行   井河久昇 ＳＡＡ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長   

ソング  「我等の生業」｢四つのテスト｣ 

来訪者  本庄市立図書館 館長 大野 清 様 

 
 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 

  

皆様こんにちは。まず、本日

のお客様を御紹介します。本庄

市立図書館長の大野 清様です。

大野様には、のちほど｢本庄児玉

の方言｣というテーマで卓話をし

て下さることになっております。

私も以前よりこの辺では 

｢カ行｣の使い方がおかしいと思

っておりました。例えば『来(こ)ない』を『来

(き)ない』と言う使い方をする人が多いようです。

そうなりますと『夏は来ぬ』という歌は夏が来な

いということになってしまいます。この続きは大

野先生にお話しして頂くことにします。 

 月日の経つのは早いもので、今年も来週のクリ

スマス例会を残すのみとなりました。 

 先週、次年度の執行部の陣容もほぼ決まりまし

て、私としても安心してあと半年間会長を務める

ことが出来ると思います。これからも相変わらず

御指導・ご鞭撻をお願いします。 

  

 

 

 

 

来年になりますと、まず｢３クラブ合同新年会｣

が１月９日(連休明けの火曜日)に本庄南ロータリ

ークラブの当番で当埼玉グランドホテル本庄に於

いて７時点鐘の予定ですので、そのつもりで予定

をしておいて下さい。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

・下半期の会費につきまして、  
引き落としの方は来年の１月 
１８日(木)に引き落としをさ  

せて頂きたいと思っておりま     

すので、ご準備のほうを宜し 

くお願い致します。 

・本日卓話を頂きます大野様の    
書籍｢本庄地方の方言辞典｣が

事務局の机にございます。ご購

入を希望の方 は１冊８００円ですが１０００

円で２００円はニコニコＢＯＸに入れさせて頂

きますのでどうぞ宜しくご協力の程、お願いし

たいと思います。 
・｢学友会ニュース｣が届いています。 
・｢ハイライト米山第８２号｣が届いています。 
・子育て応援団『本庄びすけっと』より｢びすけっ

と通信｣が届いています。 
・本庄市ボランティアグループ連絡会より１２月

例会次第が届いています。 
・本庄市ボランティアセンターより｢第９号 Let’s!
ぼらんてぃあ｣が届いています。 

 
 
 
 
 

 

家族月間 
 

卓 話 
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＊次年度報告  岡崎正六 会長エレクト 

 皆様今日は。会長エレクトの

岡崎です。 
第１例会の総会にて役員エレク

ト・理事エレクトの選任にあた

りご協力有難う御座いました。 
 本日はクラブ細則によりまし

て１週間以内にＳＡＡチーフの

選任となっておりますので、先週の総会後、次年

度役員理事会にて次年度ＳＡＡチーフに田中 克会

員が全員一致にて選任されましたので発表致しま

す。田中 克会員、宜しくどうぞ１年間お願い致し

ます。 
 前回例会に、金子 弘会長ノミニーが欠席され

ましたので、本日改めてご挨拶と副幹事のご紹介

をお願い致します。 
 
 

挨 拶    金子 弘 会長ノミニー 
 私はノミニーをさせて頂くの

でありますが、私の推薦者であ

ります関口会員と幹事をさせて

頂いた時の会長であります小此

木昭二会員のお二方に会長ノミ

ニーをお受けする件について相

談させて頂きました。お二方か

ら｢そろそろ良いのではない

か。｣という有り難いお言葉を頂戴し、岡崎会長エ

レクトに喜んでノミニーにさせて頂きますとご返

事をさせて頂きました。是非、一生懸命やります

ので皆さん是非ともご協力の程、宜しくお願い致

します。 
 そして私の補佐役として、私のいたらない点を

すべてやって頂く茂木 聡副幹事です。宜しくお

願い致します。 
 
 
挨 拶       茂木 聡 副幹事 

本年度はＳＡＡでお世話になっ

ています。 
金子 弘会長年度の時に私に幹

事をというお話を受けました。私

などという者が・・・・ 
というかたちで大変恐縮してお話

したのですが、これもまた建設業

の常なのかなと思いまして喜んで

お受けさせて頂きました。本当に未熟者でござい

ますが、一先ず皆様にご指導を受けたいと思いま

すのでどうぞ宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
〔委員会報告〕 
 

★世界社会奉仕委員会      中島高夫  委員長 

 今年度も｢書き損じはがき｣の

回収を実施致しますので、会員

の皆様にはぜひご協力を宜しく

お願い致します。特に、年賀状

等の書き損じがございましたら

当委員会の方にお届け頂ければ

と思っております。 
また今日の早朝より、佐藤幹事はじめ数名の会

員、事務局員にお手伝い頂きまして、自治会等に

配布致します回覧と回収袋の区別の作業をし、本

庄市役所にお届けしました。１月末まで実施致し

ますのでどうぞご協力をお願いします。 
 
 
 
★親睦活動委員会        渋澤健司 委員 

 来週１２月２１日(木)クリス

マスパーティーがございます。

その会費の集金を本日させて頂

いておりますが、今日お忘れの

方は当日に集金致しますので宜

しくお願い致します。 

 又、パーティーの内容も大変

素晴らしい楽しみな企画を盛りたくさん用意して

おりますので 

皆様のご参加をお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



茂木 正 プログラム委員長 
 本日の卓話の講師を御紹介させ

て頂きます。本庄市立図書館 館

長の大野 清様です。昭和２５年

上里町生まれ、昭和４４年本庄市

役所に入所以来３７年公務一筋で

精勤されてまいりました。 

現在は、本庄市立図書館長とし

て勤務されておりますが、過日｢本庄地方の方言辞

典｣という本を出版されています。聞いて心地良い

言葉、ずっと以前に聞いてすでに使われなくなっ

ている方言など、懐かしいし、少しおかしい楽し

い本でした。この地方の地元の方言を大切にして

いきたいものです。それでは大野様宜しくお願い

致します。 
 

 

卓 話 
 

｢本庄児玉地方の方言｣ 
本庄市立図書館 館長  大野 清 様 

 

 

 
 

●あなたの本庄人度

・ ・ ・ ・

チェック【方言編】● 

言葉の意味がわかったらまず□にチェックを入れ

てみてください。 

  ＊ 問題    答え(意味)   例文等 

1. □イケバル (息ばる・力む ) 

2. □イッチメー(行ってしまえ！) 

｢おめーなんかどっかにイッチメー｣ 

3. □ウダル(暑くてのぼせる・茹
ゆだ

る) 

｢菜っ葉がゆだる｣ 

4. □エッカル (乗る・乗っかる ) 

｢自転車の後ろに乗る｣｢エッカッテくかい？｣   

5. □クッカク (噛み砕く  ) 

｢赤ん坊にセンベ、クッカイテやんな｣ 

6. □ゲッピ (最後尾   ) 

｢今年もかけっこでゲッピだった｣ 

7. □コショッパイ(塩辛い  ) 

「この漬物はコショペーなぁ」 

8. □ゾンゼール(我儘をいう  ) 

9. □タカッチョウシ(テンションが高い･大声だ) 

10. □ツルサル (吊り下がる   ) 

「鉄棒につる下がる」 

11．□ツンムグル( 潜り込む  ) 

「寒ミインで布団にツンムグッチまった」 

12. □デー(おやまああらびっくり) 

13. □ユッツケル(背中に背負いつける＝ 

おぶる・ショッツケル) 

「赤ちゃんを背中にユッツケル」 

14. □ヨジケル (よろける・よろよろする) 

15. □ドジグルウ(ひどい痛みにのた打ち回る) 

「すっげー痛そうにドジグルってたよ」 

16. □ナッカラ(いっぱい、かなり) 

「ナッカラ立派なかいじょうだいな」 

17. □ノクタル(這う＜蛇のように蛇行して進む 

状況をいう＞ ) 

18. □ノゾッコム(覗き込む  ) 

「部屋の中ノゾッコンでもだれもいない」 

19. □ハガム(はにかむ・はずかしがる)＝ 

ハガミッコ＝はずかしがりや 

20. □モーサッキ(いましがた  ) 

「モウサッキいたんだけどな」 

21. □ヤダン(いやよ、ヤーヨ ) 

女言葉で｢やだよ｣   

22. □ヤブケル(破れる) 

「そんなに暴れると障子がヤブケルよ」 

23. □ハットバス(殴る)＊ブットバス 

ハックラス 

24. □ハリメド(針の穴＝ハリメンド ) 

＊汚い話ですがケツメンドも同じ穴 

25. □ヒッチャバク(引き破る ) 

「友達の本をヒッチャバイちゃった」 

26. □ボッコレ(壊れたもの) 

例＝ボッコレ自転車・ボッコレ洗濯機 

27. □ブッカーサル( ぶつかる・重なる  ) 

「予定がブッカーサまったっい」 

28. □マット(もっと) 

「母ちゃん小遣いマットくんどい」 

29. □モコッカシ(向こう側) 

例＝川のもっこっかし･道のもこっかし 

30. □メール(見える) 

「こっからは遠くまでメーラいな」 

 



私の基準では↓ 

5 問正解…初心者(コレッチンベじゃあ本庄人 
ジャ、ナカンベヨ。マットがん

ばれ！) 
10 問正解…中級の下(まだまだ、本庄人にナッテ

ナカンベェ。ヨソのモンだ

んべ。) 
15 問正解…中級の中(アンタァ本庄人でも、ワケ

ーシのホウだんべな） 
20 問正解…中級の上(こんだけデキリャー、ハァ

ー､フントの本庄人だな） 
25 問正解…上 級(テーシタモンダ、オメーサン、

ザイはドケーラだい？） 
全問正解…最上級(テテテテェ!まーだこんなズェ 

デー本庄人がイタンカイナ） 
 

 
大野様と渋谷会長     大野様著作本 

 
 
 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
  

（順不同・敬省略） 
 
本日は本庄市立図書館長大野 清様、卓話をよろし

くお願いします。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
 

渋谷修身 加藤玄静 佐藤賀則 坂本雄一 

渋澤健司 茂木 聡 武井包光 小此木昭二 

松原幹男 下山正男 茂木 正 竹並栄一郎 

巴 高志 岡崎正六 橋本恒男 野村正行 

萩原達夫 中島高夫 田中 克 三宅健吉 

古瀬末雄 塚越 茂 沼田恵義 梅村孝雄 

岡芹正美 立石秀寿 
 

 

 

 

今年最後の昼の例会です。感染性胃腸炎が流行

中です。健康に気をつけましょう 
 

 （同文にてご投入頂きました） 
 

岩本英人 小此木利明 野澤章夫 

 

 

戸谷清一 

  明日から１５日、１８日、１９日の３日間市

議会生中継がありますのでよろしくお願いし

ます。 

 

戸谷 丈 

  美しい本庄をつくりましょう。今日からシル

クドームで県北美術展が始まりました。 

 

加藤玄静 

  職業奉仕の為、早退します。 

 

今泉憲治 

  出張のため早退させていただきます。 

 

著者より 

 

 

本日投入金額合計  ３４，８００円 
 

 

 

 

〔出席報告〕     山田喜一 委員 
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広聴広報委員会  岩本英人・笠原 勝・戸谷清一・岩堀 薫 
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