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●司 会  岩井岩井岩井岩井    茂次茂次茂次茂次    副副副副 SAASAASAASAA 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱 「手に手つないで」 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介                                            渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

BASUKERBASUKERBASUKERBASUKER店主店主店主店主            松原松原松原松原    賢一郎賢一郎賢一郎賢一郎    様様様様（（（（芸名芸名芸名芸名：：：：まことまことまことまこと））））    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアン紹介紹介紹介紹介     長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    新睦委員長新睦委員長新睦委員長新睦委員長 

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC                                                            大久保大久保大久保大久保    公之公之公之公之    様様様様    

会長報告会長報告会長報告会長報告             渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長 

・2009－10 年度年次報告を回覧いたしますのでご一読願

います。 

・台北西門 RCよりクリスマスカードが送られてきました

ので回覧いたします。 

・RI 広報より会員 1 人 6 枚の RC ステッカーが配布され

ました。一般の人の目に付くところ（会社の車・会社の

扉等）に貼ってロータリーを知っていただきましょう。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                     鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事 

・本例会場での最後の例会です。年明けは 1 月 19 日が本

例会場での最初の例会になります。お間違えのないよう

にしてください。 

・お護摩を依頼された方は代金を事務局竹下さんまでお願

い致します。 

・事務局の年末年始休暇は 12月２８～1月 4日まで。 

 急用の方は、幹事の鈴木昇二までご連絡下さい。 

・19 日 RAC 年次大会、22 日年忘れ家族会と行事が続き

ます。お手伝いしていただける会員の皆様、宜しくお願

い致します。 

・JAPAN Xボールのチケットが事務局にございます。 

 希望の方は事務局まで。 

 

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告            岩﨑岩﨑岩﨑岩﨑    寛寛寛寛    出席委員長出席委員長出席委員長出席委員長  

メークアップメークアップメークアップメークアップ                    ございませんございませんございませんございません    

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート((((ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス) ) ) ) 竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

川崎川崎川崎川崎 RCRCRCRC    

大久保大久保大久保大久保    公之公之公之公之    様様様様    

お世話になります。 

矢野矢野矢野矢野    清久清久清久清久    会員会員会員会員    

野沢さん、昨日は大変ありがとうございました。 

早々に道場の皆に報告させていただきました。 

牛山牛山牛山牛山    裕子裕子裕子裕子    会員会員会員会員    

・19日の RA年次大会提唱クラブとしてホストクラブ川崎

大師 RACを応援しましょう。 

・松原様楽しみにしております。パフォーマンスもしてく

ださいますか。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

本日の卓話、松原賢一郎様楽しみにしています。 

景気良くなる笑いをして下さい。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    幹事幹事幹事幹事    

松原賢一郎様「大道芸と地域奉仕」楽しみにしています。 

竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    副会長副会長副会長副会長    

・本年最後の例会場での例会を楽しみたいと思います。 

・古西さん始め信徒課の皆様、1 年間ありがとうございま

す。感謝・感謝 

・RAC年次大会の成功を祈る。

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1841 回 64 59 36 23 61.01% 

1839 回 64 58 40 18 68.96% 

前々回の修正メークアップ   0名 修正出席率          68.96% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子佳子佳子佳子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    
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例会日例会日例会日例会日：：：：毎週毎週毎週毎週水曜日水曜日水曜日水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前神奈川県川崎市川崎区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８４１回（本年度 第２２回） 例会 平成２２年１２月１５日  －晴－ 
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本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

「「「「大道芸大道芸大道芸大道芸がががが町町町町おこしになるおおこしになるおおこしになるおおこしになるお話話話話」」」」宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします    

布野真治・中村眞治・大藪善一・坂東保則・鈴木幹久 

神田正彦・石渡利治・竹田正和・伊藤佳子  各会員 

                   合計 ￥31,000 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会新睦活動委員会                                        長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    委員長委員長委員長委員長    

・例会終了後に 22 日家族会の打合せを行ないますので宜

しくお願い致します。 

新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会新世代奉仕委員会                                    牛山牛山牛山牛山    裕子裕子裕子裕子    委員長委員長委員長委員長    

・19日 RA年次大会にまだ登録されていない方へのお願い

です。登録のみでもかまいませんのでお願い致します。 

・大会手伝いをしていただける方、例会終了後打合せを行

ないますので宜しくお願い致します。 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介             石川石川石川石川    庸会員庸会員庸会員庸会員 

 

 

 

 

 

昭和 51年 8月 19日 広島県福山市にて生まれる。 

現在 34歳。1998年バルーンモデリングに出会い感銘 

をうける。 

新宿歩行者天国にて大道芸をはじめ、同年東京から沖縄 

までをまわり修行する。 

1999年、富士ロックフェスティバルに初参加、現在の 

パフォーマンスの基礎ができる。 

2001年としまえんの王道大道芸大会にてグランプリを 

受賞。 

2003年石原都知事がつくりましたライセンスを取得 

   （ライセンス名：ヘブンアーティスト） 

2005年野毛の大道芸、2006年横浜大道芸に出演。 

2007年「ピージャムスタイル」設立、社長に 

昨年ライジングサンフェスティバルに出演 

マスコミ関係にも多くとりあげられテレビ、新聞、週刊紙 

等に出演・掲載されております。 

今日は、パフォーマンスを皆様の前で行っていただきます。 

卓話卓話卓話卓話                   松原松原松原松原    賢一郎賢一郎賢一郎賢一郎    様様様様    

卓話の前に 

ジャグリング・手品など多数披露していただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段は横浜を中心に行なっています。10年間続けていて 

今年初めて 10月末から 1ヶ月間仕事をしませんでした。 

なぜなら APECがあったからです。検問に必ず止められ 

荷物を確認されるともう大変です。 

・子供のころいじめられっ子 

・転校を機会に人気者になろうと思う 

 

・一部上場企業に就職、19歳で役職に 

・休みなしで働く→心が疲れる退職 

・彼女に養われ生活→大阪へ→彼女と別れる 

・ホームレス生活始まる 

・詩を書いて販売し生活→風船（キリン・ウサギ）を販売 

・東京へ→渋谷で風船だけで稼ぐ 

・大道芸の友達が出来る→風船より稼げる→大道芸に 

・・・全てお金儲けがより出来ることをしていた。 

・3年経ち大道芸が好きになり取組みかたが変わる 

 

優先順位 

昔はお金を稼ぐのが一番でしたが今は、 

１．自分が楽しむ ２．お客が楽しむ ３．稼ぎ 


