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ヨシダ感光機材（株）
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【先週のメークアップ】
３／ ７ 三条北ＲＣへ
永桶栄資君
３／ ８ 三条ＲＣへ
船久保孝志君
３／ ９ 三条東ＲＣへ
坂本洋司君
３／１０ 吉田ＲＣへ
木原 崇君
３／１１ 中條 G 年度地区運営会議へ
会 長 挨 拶

飯山勝義君
鈴木 武君

西巻克郎君

天田

韮澤喜一郎君

匡君

大原義弘君

佐藤 栄祐 会長

御挨拶を申し上げます。
一週間が経ちますのが早すぎまして困っております。卑怯、未
練という言葉がございますが、人間性が段々と卑怯になって行く
ように感じられます。それはどうゆう事かと申しますと、話題に
事欠くものですから、やたら事件、事故の発生を望んでしまって
おります。いかんせん自身の教養の無さを痛感させられておりま
す。
先週、一週間は本当に良いお天気が続きまして、桜の開花予報
などテレビ等で流れまして、うきうきした気分になっておりまし
たら、今朝の雪・・・。普通タイヤに換えてしまいましたので車
が使えません。昨年も同様にこの１３～１４日は寒波でして、春
がたたらを踏んでいる状態でいる状態であります。
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ワールド・ベースボール・クラッシクの第２次リーグが始まりました。日本の初戦は、優勝候補のアメリカ
であります。イチローが先頭打者ホームランを打ち、ムードは良かったのですが、途中三塁走者のタッチアッ
プが早すぎたことで OUT となりました。この判定には何か草野球の臭いが致します。結果は４対３で、さよ
なら負けを致しました。想定内の結果だそうですが残念でなりません。メキシコ、韓国と続きます。一つも落
とせません。頑張って下さい。私、祈ってます。

幹

事
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船久保

孝志 幹事

●中條ガバナーエレクト事務所より ２００６～０７年度 地区協議会開催のご案内
日
時
２００６年 ５月 ７日（日） １０：００～１８：３０
会
場
ハミングプラザ ＶＩＰ三条
義務出席者
２００６～０７年度
地区役員 会長 幹事 クラブ奉仕 職業奉仕 社会奉仕 国際奉仕
ロータリー財団 米山奨学
各委員長
新会員（入会３年未満）
●三条ＲＣより ２００６～０７年度 市内４ＲＣ会長・幹事会開催のご案内
日
時
２００６年 ４月 ６日（木） １８：３０～
会
場
二 洲 楼

～３月
佐藤（栄）君

６日 ￥２１，０００

新世代奉仕

今年度累計￥８８５，０００～

本日のゲスト、石黒さんを歓迎して。水戸黄門 助さんだか格さんでしたかね。
米国の野球は草野球！
船久保君
住信・松下フィナンシャルサービス（株）石黒所長様、本日の卓話よろしくお願い致
します。
吉田（衛）君
本日卓話当番です。住信・松下フィナンシャルサービス（株）の石黒さんにお願いし
ました。どうぞお楽しみ下さい。
長谷川君
ドイツ、ケルンの見本市に参加して参りました。寒いドイツも雪に見舞われ、航空機
のダイヤが大混乱でした。帰国した日に東京で安達ご夫妻にバッタリ！ビックリ致し
ました。そんな意味で BOX へ。
永桶君
不景気払いに。久し振りのロータリーです。
吉田（秀）君
一昨日、１１日に谷さんのインタビューを受けました。谷さんご苦労様でした。
今日は、また寒くなりました。アツカンがおいしいことでしょう。
滝口君
「春眠暁を覚えず」というのに、夜中の２時に目が覚めた。木の芽がふくらむと興奮
するのかな？ 健康バンザイ！
田中（久）君
本日の卓話、石黒良一様ご苦労様です。楽しみにしております。
馬場（一）君
石黒様の卓話楽しみにしています。
相田君、大原君、岡村君、坂本君、田代君、田中（悌）君、西巻君、西野君、
野崎君、野水君、渡邉（久）君
ＢＯＸに協力致します。
安達君
皆様のご協力に感謝致します。

「大道芸に学ぶ営業実践哲学」

住信・松下フィナンシャルサービス（株）
新潟営業所所長

石黒

良一

様

香具師は商売の原点
聖徳太子の仏教伝来から１４００年に渉る今日まで、
日本の文化のほとんどは、この「香具師」から伝えら
れ、庶民文化の伝道者としてさまざまな影響を及ぼし
てきました。
香具師の『香』とは、伽羅（きゃら）などの焚きも
の、つまりお香のことであり、栴檀（せんだん）、珍皮
（ちんぴ）
、麝香（じゃこう）、線香など。『具』とは、
仏具（鈴、小木魚、仏画、経文等々）。
『師』とは、文
字通り先生であって「香具」について教える人。
当初は、香具師「こうぐし」であって「やし」とは言
わなかった。
仏教の普及により香具の供給が職業化され、高度の仏教知識を必要
とするこの商法は、当時の知識階級とも言うべき「武士」の領域であ
った。その後、時代とともに新商品（ネタ）の開発入手または、製作
に励み、商品（ネタ）の販売（バイ）に様々な工夫を凝らし販売（バ
イ）するようになった。中でも、現在でいう営業トークである「口上」
について様々なものがあり、営業に対する並々ならぬ工夫が伺われま
す。
「口上」とは、販売（バイ）する商品（ネタ）の説明で、この説明
を渡世上「啖呵」（タンカ）と言い、「啖呵売」（タンカバイ）なくし
て香具師の商売は成り立ちません。
現在、マニュアル化された営業が多くなっている中で、商売の原点ともいえる大道商いの口上を知り、見直す
のも面白いかと思っております。
〔主な大道芸・大道商い〕
がまの油売り
バナナの叩き売り
七色唐辛子
薬草売り
オイチニの薬売り
万円筆泣き売り

大道易学ろくま

物産あめ売り

キリのよいＲＣ
（創立順位）の巻
石井省三著
「ロータリークラブあれこれ集」より

日本で最初のＲＣはもちろん東京ＲＣ、大正１０年に世界で８５５番目のクラブとして誕生しましたが、
ここに、キリのよい創立 NO のクラブを紹介致しますと・・・

NO.1
東京RC
（東京）創立大正１０年
NO.500 東京町田RC （東京）創立昭和３７年
NO.1500 小山東RC
（栃木）創立昭和５５年

NO.100 青森RC
（青森）創立昭和２８年
NO.1000 東京世田谷西RC （東京）創立昭和４５年
（神奈川）
創立平成 ４年
NO.2000 茅ヶ崎RC

また、桐生西ＲＣ（群馬）は世界で１５，０００番目のクラブというラッキーナンバーのクラブです。
この他、ラッキーナンバーのＲＣをご紹介致しましょう。

NO.111
NO.777

上野RC
大泉RC

（三重）
（群馬）

NO.1111 大津西RC （滋賀）
NO.888 中之条RC （群馬）

NO.1234 阿久根RC （鹿児島）

因みに、三条南ＲＣはＮＯ．８７０、同じ日に承認を受けた 8 つ子の 7 番目です。
＊山形北ＲＣ（NO.865） 千歳ＲＣ（NO.866） 徳島東ＲＣ（NO.867） 昭和飯田川ＲＣ（秋田・NO.868） 魚津西ＲＣ
（NO.869） 砺波南ＲＣ（NO.871）が南クラブと同じ、昭和４３年 6 月２０日に RI 加盟承認を受けています。

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。
Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか
Ａ：８４歳
Ｑ２ あなたの趣味は何ですか
Ａ：読書・散歩
Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか
Ａ：３０歳
Ｑ４ その年になれたらどんな職業についていると思いますか Ａ：教員
Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか
Ａ：頭の毛が生えること
Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか
Ａ：ヨーロッパ旅行
Ｑ７ その他お話したいことはありますか
Ａ：ロータリーに入会し、多くの人に出逢えたことがなによりです。
どなたかおわかりになりましたか？
答えは 会員ギャラリー 「見て見て見て／フォトギャラリー」にあります。
また、プリント週報は次週週報に答えを掲載いたします。
【線画に戻る】

