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会長の時間
8 月 9 日の例会後、大岩社会奉仕委員長、堤幹事と共に「高嶺の郷」へ赴き、来年 4 月 19 日に予
定しております社会奉仕プロジェクトの打合せをしてきました。当該施設の総務課長・村上明夫様と
看護師長・森川宏枝様にご対応いただき、施設見学もさせていただきました。すでに、地区補助金
（DG2087049）も 7 月 22 日付にて財団承認頂いており、いよいよプロジェクトが始動となります。
みなさまよろしくお願い致します。
本日は光本勇介さんの「実験思考」という本をご紹介します。一般的にこの装丁のビジネス書籍の
定価は大体 1,500 円くらいでしょう。しかし、この本は税抜定価たったの 390 円なのです。これは紙
代と製本工賃の原価だそうです。（ちなみに紙が不要な電子版は 0 円）
巻末に「価格自由」と書かれた QR コードがあり、読んだ人が価値を感じた分だけ携帯のアプリでお
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支払い下さいという「投げ銭」方式の本なのです。5 月にネットで話題となりましたが、著者の光本
さんはみなさんおそらくご存じないと思いますし、私も知りませんでしたが、ざっくりいいますとこ
こ数年に頭角を現した IT 系経営者の一人です。しかしこの本を読み進めていくほど、著者はまさに
「天才」だと感じました。IT を駆使した仕組みづくりやアプリのアイディアは驚愕のものばかりです。
何が驚愕かといえば、たとえば１年半前にリリースした「CASH」というソフトは、売りたい商品の
写真をスマホで撮影した瞬間に買い取り額が表示され即お金が振り込まれるという、狂ったようなス
マホアプリで、なんとリリース１日目に 3.6 億円が会社から消え資金が途絶えて一旦機能停止に。し
かしアイディアが買われて、その数か月後には DMM に即決 70 億円で譲渡した・・といった具合で
す。あふれ出てくるアイディアを、失敗を全く恐れずに正に「実験思考」でスマホ市場にリリースし
ていく様子が描かれているのですが、共通している事は「信用経済」の考え方が根底にあるという事
です。
例えば先程の「CASH」ですが、そもそも買取った品物が会社に送られてくる前にお金をばらまく
わけで、売ったユーザーが発送しなければ丸損です。もちろん様々なリスクヘッジをして最終的には
会社が儲かる仕組みになっているのですが、この考え方、ロータリー精神に通じるものがあると思い
ませんか？
IT の進歩とキャッシュレス化によって、“He profits most who serves best”といった概念や精神論
を速攻&即決で具現化できる時代に突入しつつある様です。
幹事報告
○ガバナー事務所より下記の書簡が届いております。
1．ポリオセミナーの案内
2019 年 10 月 14 日（月・祝）

神戸ポートピアホテルにて

2．第 2680 地区ローターアクト「2019－20 年度アクトの日」の案内
3．2018－19 新会員同期会 世話人会開催、世話人募集の案内
4．地区補助金プロジェクト見学訪問の案内
2019 年 9 月 8 日（日） 相生 RC
○上郡町教育長より上郡町文化祭に係る後援依頼
○佐用町交通安全対策委員会より委員会開催案内
2019 年 8 月 27 日（火）11 時より

佐用町役場にて

○上郡町より安全安心のまち住民大会の参加礼状が届いております。
各委員会報告
親睦活動委員会
8 月 11 日の髙見会員歓迎会に参加下さいました皆様有難うございました。
社会奉仕委員会
地区補助金プロジェクト開催は 4 月 19 日の日曜日です。9 月中にプロジェクト委員会を立ち上げ
て準備を進めていきたいと思います。脚本も作成中です。このプロジェクトに関係があります古正
様を 9 月 6 日にお呼びしてスピーチをして頂く予定です。宜しくお願いします。
審議事項
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特になし
本日のプログラム
≪スピーチ≫

この言葉の語源は何でしょう（その２）

この言葉はどこから生まれたのでしょう

深澤会員

1．おいど

2．おみおつけ

3．きぬかつぎ

4．おかか

6．おじや

7．だんな

8．からおけ

9．じゅばん

5．あおやぎ

「解答」
1．おいど

意味：「尻」（しり）

【語源】室町から江戸にかけて使われた女性語。座っているところの意の居処（いど）に「お」
をつけたもの。
2．おみおつけ

意味：味噌汁の丁寧語

【語源】漢字で書くと「御御御付け」。
「御付け」は女房詞で、飯に並べて付けるところから「汁
物」を指した。それに「御」が二つついた形。また、味噌の意の「御味」がついた形
とする説もある。
3．きぬかつぎ（衣被）

意味：里芋の子芋を皮ごとゆでたもの。

【語源】もとは「きぬかずき」で、高貴な女性が外出さる際に頭から被った衣。里芋の皮の様
子をこの衣に見立てた女房詞から。
4．おかか

意味：鰹節

【語源】「かつお」の「か」を繰り返した「かか」に、「お」をつけた女房詞から。
5．あおやぎ（青柳）

意味：ばか貝のむき身。

【語源】かつて、ばか貝が採れることで有名だった上総（千葉県）の青柳村に由来する。
ばか貝の名は、殻から足を出した様子がまるで馬鹿者が舌を出しているように見える
ことから。
6．おじや

意味：雑炊のこと。

【語源】江戸時代頃に使われた女性語。
「じや」はものが煮える音とも、
「じやじや」と煮るさ
まからともいう。
7．だんな「旦那」

意味：妻が夫のことを言う言葉。又、商家などで奉公人が主人を言う言葉。

【語源】サンスクリット語の Dana から。
8．カラオケ

意味：歌の伴奏曲だけをディスクなどで流し、それに合わせて歌う遊び。
1970 年代頃より。

【語源】日本語の「カラ（空）」と英語の orchestra(オーケストラ)との合成語。
9．ジュバン（襦袢）

意味：和装のための下着。

【語源】ポルトガル語の gibao から
ニコニコ箱・親睦箱
小林会長・・・お盆一日だけ休めました。
田村会員・・・お土産有難うございます。まだまだ暑いですが頑張って乗り切りたいです。
箸蔵会員・・・ようやく一息つけたような感じがします。
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来週からは少し運動が出来ればと思っています。
柳原会員・・・お久し振りです。
朝来会員・・・お盆も終わりましたが暑いですね。夏バテ気味です。
三浦会員・・・8／11 の歓迎会楽しかったです。大澤さん、その節は有難うございました。
深澤会員・・・つたないスピーチですみません。
石原会員・・・髙見会員歓迎会楽しく終了させて頂きました。有難うございました。
半田会員・・・本日と来週、例会早退します。すみません。
山本会員・・・昨日、姫路相生にて 35：37 の 72 で廻りました。自祝。
井口会員・・・早退します。深澤さんすみません。お土産有難うございます。
寺本会員・・・深澤さん、本日のスピーチ楽しみです。
池田会員・・・例会に寄せて。
髙見会員・・・皆様、歓迎会有難うございました。
谷脇会員・・・例会に寄せて。
ニコニコ箱
親
合
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