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2014年 10月 26 日(日)第 1635回 

RI第 2640地区   地 区 大 会 

於：河内長野市文化会館 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 10月 17 日(金)第 1634回 

卓 話 「落語を 10倍楽しむ法」 

卓話者  山中 喜八郎 会員 

今週の歌「日も風も星も」 

「堺北 RCの歌」 

｢見上げてごらん夜の星を｣ 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  辻 秀和（ツジ ヒデカズ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.org/tsuji/ 

         E-mail ： tsuji2014-d2640@ivy.ocn.ne.jp 

会長：山ノ内修一  幹事：塩見 守 広報委員長：坂田兼則  編集者：中川澄 

 

2014年 10月 31日 第 1634号・第 1635号 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

本日の例会 

 

時間 

 

 2014年 10月 31 日(金)第 1636回 

     ガバナー公式訪問 

卓話  「ガバナーアドレス」 

卓話者  辻 秀和 RI2640地区ガバナー 

今週の歌「 奉仕の理想 」 

「 大きな古時計 」 

お客様の紹介 

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 2014年 11月 7 日(金)第 1637回 

卓 話 「ロータリー財団フォーラム」 

卓話者 ロータリー財団委員長 新井 茂文 

 

次回の例会 

 

時間 

 

 
 

2014－15 年度 国際ロータリーのテーマ 
「ロータリーに輝きを」 

Light Up Rotary 
国際ロータリー会長 ゲイリーC.K.ホァン（台湾・台北 RC） 

＜10月 26日(日)の出席報告＞ 
会 員 数           33 名 
出席会員            7 名 
欠席会員            26 名 
ビジター            0 名 
ゲスト           0 名      
9 月 19日(金)の出席率   81.81％ 

今週の歌  
「大きな古時計」 

 

大きなノッポの古時計 おじいさんの時計 
百年いつも動いていた ご自慢の時計さ 
おじいさんの生まれた朝に 
買ってきた時計さ  
いまはもう 動かない その時計 
 

百年休まずに チクタク チクタク 
おじいさんと一緒に チクタク チクタク 
いまはもう 動かない その時計 ＜10月 17日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           33 名 
出席会員           21 名 
欠席会員            12 名 
ビジター            0 名 
ゲスト           0 名      
9 月 12日(金)の出席率   78.78％ 

http://www.sakai-kita.jp/
http://www.rid2640g.org/tsuji/
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卓   話 
 

 

 

      「落語を 10倍楽しむ法」 

山中 喜八郎 会員 

 

落語の世界は、今はあまり良い商売ではありません。我々月亭一門でも、月亭八光師

匠等を見ますと、たいした芸がないのに、TV に出まくっていますが、現在落語協会に

登録しております人数180人のうち、落語で食べれているのは、10％ぐらいで、後はア

ルバイトで食いつないでいて、食べれていません。奥野さん所の、奥野晴明堂ホールの、

「おたび寄席」も何とかしてやりたいと言う、奥野さんの男気ではないかと思います。

こういう方に支えられて、全国の落語家達は、明日を夢見て、修行に励んでいます。落

語の本等を読まれますと、奥野晴明堂ホールが載っていて、全国的に有名ですよ。私は      

落語家の師匠連と飲みますが、上方落語の方なら皆さんよく知っておられる有名ホール

になっています。 

さて、落語っていつから、始まったか、誰から始まったか、ご承知ですか？此れを申

し上げますと、我が「笑いの創造科」もそうですが、全国組織の、「笑い学会」もほと

んど満点です。ご存知の方がいらっしゃいますれば、ささやかでありますが、商品を差

し上げたいと思います。どなたか？ 

私の周りでは、92歳のお婆さんでも、正解が出ます。如何ですか？ 

          落語が誕生したのは、16 世紀後半の戦国時代です。有名なのは、織田信長の側近で、

野間藤六と豊臣秀吉の側近で曽呂利新左衛門等が、とんちを利かせた、笑い話を伝えた

のが始まりと言われています。落語は、殿様や将軍様を楽しませる手段の一つとして誕

生しました。 

 

          其の落語を、民衆に伝えたのは、女性がお参りすると極楽往生できる寺として、あの

清少納言や和泉式部ともゆかりが深い、京都の誓願寺のお坊さん、安楽庵、策伝和尚で

す。仏の教えを分かりやすく伝える手段として、和尚は必ず最後に「オチ」のついた、

説法を考案したのです。この、説法が「落語」の原点となり、民衆の生活を浸透させる

きっかけとなりました。 

 

          その後、江戸時代に入り、落語家第一号が誕生します。第四代将軍と申しますので、

徳川家綱公の時代に、京都に「露の五郎兵衛」。落語で生計を」立てるようになった、

最初の落語家です。少し遅れてですが、大阪でも落語家が誕生します。「米沢彦八」で

す。彦八は落語だけではなく、当時の歌舞伎役者の物まねをしたり、小道具を使って、

動きを交えて、街頭で下ネタなど露骨な話も演じ、お客様に受ける事でしたら、何でも

やりました。芸達者な人で、コントの元祖を作り出した人物としても、知られています。

特に先月ありました、上方落語協会あげてのお祭り「彦八祭り」はあまりにも有名です。

天王寺の生國魂神社で毎年9月の第1土曜・日曜に行われます。 

 

          京都の露の五郎兵衛、大阪の米沢彦八。江戸でも大阪生まれの「鹿野武左衛門」と大

きく落語家達は、発展した寄席器ですが、この寄席の代金の集金制度に、江戸と上方で

は、違いが有ります。さて何でしょう？ 

（ANS）東京では、映画館の様に、初めに入場料を貰いましたが、上方では、最後に集

金人が入場料を集めて回るシステムでした。だから最後までお客さまを引きつけておく

必要があったのです。だから今も上方落語に共通する、「笑わせてナンボ」の芸風と、

まくらと言う本題に入る前の、短い笑い話から、「オチ」と呼ばれる、締めくくりまで、

兎に角上方落語は笑わせて、帰らさない芸が必要だったのです。対して江戸では、初め

からお金を頂いているので、ジックリ聞かせる芸風が主流となったのです。 
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江戸の末期に、上方落語は、二人の男の活躍により、一大ブームも巻き起こします。

さて、誰でしょう？今はこんな事を勉強しています。 

（ANS）桂米朝、文枝、ざこばに代表される、桂派の開祖、「初代文枝」です。そして、

鶴瓶の師匠の 6 代目松鶴の初代にあたる、笑福亭の第名跡、「初代笑福亭松鶴」この二

人に憧れて、江戸時代まで、70人ほどだったのが、明治に入るころには、142人迄急増

しました。多くの弟子達により、「桂」「笑福亭」は、巨大一門を築き、上方落語は、第

一次黄金期を迎えたのです。当時の入場料は、うどん1杯2銭の時代に、15銭、今のお

金に直すと、約4,000円でした。 

 

大正時代に入りますと、上方落語は、一人の天才落語家で第二次の黄金期を迎えます。

さて、誰でしょう？ 

（ANS）初代「桂春団治」です。当時男性が好んだ落語を、女性に目を向けさせた、最

初の落語家で、「後家殺し」の異名をとるほどに、寄席には、多くの女性ファンが詰め

かけました。 

初代「春団治」は、人気者の為に、何処の寄席に上がっても、最後の出番。 

いわゆる、「トリ」を務めました。このトリの語源、なぜトリと言うかは、ご存知です

か？ 

（ANS）最後の出演者が、取り分即ちお金の配分を決めていたので、取るの変形でトリ。

寄席の収益を一旦受け取り、出演落語家の取り分を決め配分していましたので、最後を

「トリ」と言う様になりました。 

 その後、大正から昭和にかけて、順風万帆であった、落語の第ニ期黄金期が一気に終

息する事件がおきます。さて何でしょう？ 

（ANS）漫才の出現です。エンタツ・アチャコ。ワカナ・一郎に代表される漫才が、落

語に変わり民衆の支持を得たのです。落語は漫才と違い、修行時間が長い事や、歌舞伎

の様に、世襲制を取らなかったので、後継者不足に陥り、明治、大正には200名くらい

いた上方落語協会は、わずか10数名までに激減しました。 

 

          上方落語を救った4人の若者 

この上方落語の窮地を救った、救いの神の4人の若者の出現です。後に、上方落語四天

王と呼ばれる事となる、4人でした。 

さあ、誰でしょう。 

「三代目 桂米朝」昭和22年に落語を独学で研究し、4代目桂米團治に入門 

「五代目 桂文枝」昭和 22 年大阪市交通局から、18 歳で、4 代目桂文枝に入門、女役

をさせると、日本一の芸の持ち主 

「三代目 桂春団治」二代目春団治を父に持ち、昭和 22 年に父春団治に入門 代書屋

等は、テープが擦り切れるぐらいに好きで、聞きました。 

「六代目 笑福亭松鶴」昭和 21 年父である 5 代目松鶴に入門。鶴瓶の師匠としても有

名。ダミ声有名。奥さんの事をあーちゃんと呼ぶ。 

戦後、ほぼ同時に上方落語の門をたたいた4人の若者は、互いをライバルにしのぎを削

る事で、昭和30年代に一時10数人に落ち込んだ上方落語協会は、第3期黄金期を迎え

る事になりました。その人気の裏には、血のにじむような、並々ならぬ苦労がありまし

た。 

そこで、4 人は、我先にと当時数人残っていた、ベテランの基に出かけ、時には東京

の落語家の元まで足を運び、ネタの継承に必死になって取り組み、寝てもさめても落語

の日々で、上方の目の肥えたファンの激しいヤジにもめげずに、少しでも、寄席の客を

取り戻したいとお寺や公民館等、どんな小さい所でも落語を披露した様です。上方だけ

にとどまらず、全国各地をファン獲得の為に歩いたそうです。そうした地道な努力と、

TV・ラジオの普及で4人は、入門から10年で、米朝・文枝・春団治・松鶴は東西きっ

ての人気者になり、後には「上方四天王」と呼ばれ上方落語の歴史に名をきざみました。 

 

          この四天王の活躍で、笑福亭仁鶴、桂三枝（文枝）等多くのスターが出る道筋になり、
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会長の時間 

上方落語は、昭和30年～40年にかけて、第三期黄金時代を迎える事となりました。 

 

          最後になりますが、落語の変遷の中で、先日「文珍・鶴瓶・南光三人会」に行きまし

た。その時に思いました。落語は少し変わっていっていると。 

         鶴瓶が演じたのは、「愛宕山」。芸者遊びの宴席を盛り上げる役、司会役を意味する「た

いこもち」の一八と茂八が大阪をおわれて、京都の祇園で、贔屓のお金持ちの旦那のお

供で、愛宕山に登る事になりました。その山頂での「カワラケ投げ」をして遊ぶ旦那は、

それでも飽き足らず、小判 20 枚を谷底に投げ出します。小判を拾ったものに上げると

言いだした旦那に対して、一八と茂八が取った行動を滑稽に描いたこの噺は、カワラケ

投げ、小判投げ、番傘を使ったダイナミックな動きがみどころの、落語の中でも有名な

噺のひとつです。」 

 三代目の米朝も得意とする噺のひとつです。師匠から教わった古典落語を完全にコピ

ーでまね、受け継ぐ者もいれば、鶴瓶の様に筋だけは継承しつつ、話の設定を変える、

ネタを練り直し自分流にアレンジを加える落語家もいます。 

          三代目米朝と鶴瓶の「愛宕山」をくらべてみると、米朝の愛宕山は、芸者と旦那が山

に登る際に、山道に「菜の花」や「蝶」が登場しますので、設定が「春」なのに対して、

鶴瓶の演じる「愛宕山」は、秋晴れの青空、紅葉が綺麗と設定が秋なのです。さらに、

米朝が演じる「愛宕山」の「たいこもち」の二人は、口八丁手八丁の二人は旦那をヨイ

ショしながら山を登るのに対して、鶴瓶の演じる「たいこもち」は全く旦那をヨイショ

しません。 

 この様に、演ずる人によって、全く違うのです。 

この妙味が分かれば落語はより10倍面白くなりま       

す。 

 有難う御座います。時間が来ました。次に落語の噺

をする時は、小道具や落語家の私が聞いた面白い話

を一杯聞かせます。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

             会長 山ノ内 修一 

 

先日のインフォーマルミーティングでは、中川会員、山崎会員に大変お世話に

なりました。ありがとうございました。また、池永会員の「旬鶏」でもお世話に

なりました。ありがとうございました。 

その時に聞いた話ですが、中川会員が先週１００キロを１６時間４５分で歩か

れたということです。私も歩きのプロですので（？）分かるのですが、驚異的な

スピードと体力です。勇気のある方はぜひチャレンジしてみてください。 

さて、来週の１０月２５日～２６日は地区大会です。地区の現状から２５日は

多少の混乱が予想されます。主な争点は何かと言えば、「ガバナーノミニーの選出           

方法」です。今は指名委員会がガバナーノミニーを選出していますが、このやり方   

に問題があると考えているのが「地区を正常化する会」で、こちらの案は RI 細則

（１３．０３０）に定める「郵便投票」で行なうべきというものです。 

選挙人会議の議案として提案していますが、ガバナーサイドが議案として取り上  

げるかどうか、決議にいたるかどうかは不明です。 

          そしてその次の週、１０月３１日は「ガバナー公式訪問」です。年に一度の公式訪    

問ですので、会員の皆様にはぜひ出席下さいますようお願い申し上げます。 

          いろんなことがあるにせよ、ガバナーをお迎えするにあたっては礼を尽くしたいと  

思いますので、会員各位のご協力をお願いします。 

 

↑おたび寄席 



 - 5 - 

委 員 会 報 告 
 

 

 

その他 

     「インフォーマルミーティング開催報告」 

直前幹事 中川 澄 

 

平成26年10月14日(火)18：30～山崎会員のお世話を頂きROUTE26にてインフォ

ーマルミーティング及び奥野会員と平野会員の歓迎会を行いました。20名のご参加を頂

いて有意義な時間を過ごせたと思います。各テーブルでロータリーについて色々お話し

されていました。その後一人ずつマイクを回す形で一言ずつ言葉を頂きました。お二人

への歓迎の言葉から自分の想い出話し等本当に楽しいインフォーマルミーティングいな

ったと思います。ご参加下さいました皆様有難うございました。 

 

親睦活動委員会 

     「会議報告」 

親睦活動委員長 徳田 稔 

 

日時 平成26年10月24日(金) 

場所 鳥焼き専門店 旬鶏 堺店 

時間 18：30～ 

議案 忘年家族例会について 

 

日時は12月21日(日)に行います。時間は18時開始で場所は上本町のシェラトン都ホテル

大阪で行います。その他会費・アトラクションの出演依頼・プログラム・サンタクロース      

のプレゼントと皆様へのお土産について担当者を決めて進めて行きます。１１月の中旬に

は正式な案内を出しますので、多数のご参加をお願いします。 

 

出席者 徳田・中田・木畑・山ノ内・中川・藤永・小西・笹山・畑中・塩見 計１０名 

 

社会奉仕委員会 

     児童養護施設 清心寮の子供達との 

     「ふれあいバーベキュー大会」 

        社会奉仕委員長 中田 学 

 

 平素は社会奉仕委員会の活動にご協力いただきましてありがとうございます。 

 さて、昨年に引き続きまして 児童養護施設 清心寮の子供達を招いて、バーべキュ

ー大会を開催致します。 

 食欲の秋、大いに食べて、小学生の子供達と遊んで、楽しいひとときを過ごしていた

だければと思います。 

 多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

記 

            日 時  ２０１４年１１月８日（土） 午前１１時から午後１時３０分頃 

 場 所 大泉緑地 野外炉 バーベキュー施設 

                堺市北区金岡町128 ℡：072-259-8600 

            会 費    ３，０００円 

 備 考 
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Ｓ Ａ Ａ 報 告 

          ①雨天等中止の場合は、午前１０時位までに連絡致します。 

          ②バーベキュー施設は、午後２時完全撤収のため後片付けにご協力をお願い致します。  

 ③駐車は第３駐車場が比較的近いです。       

以上 

 

その他 

       「2014-15年国際ロータリー第 2640地区地区大会報告」 

幹事 塩見 守 

大会第１日目 

日時：10月25日(土) 

場所：スターゲイトホテル関西エアポートホテル 

14：00 辻ガバナーの点鐘で開会しました。RI 会長代理として台中西北ロータリークラブ

の洪博彦様がお越しくださいましたので、台湾国歌と日本国歌斉唱に始まり、ロータリー

ソング「奉仕の理想」を斉唱しました。続いて大会実行委員長とホストとクラブ会長とガ

バナーの挨拶があり、その後RI会長代理基調講演「一人一人がロータリーに輝きを」を      

RI会長代理洪博彦様に講演して頂きました。 

それから地区指導者育成セミナー「ロータリーの日常の知識」と米山学友ホームカミング

プログラム「ロータリー米山記念奨学会と私、そして韓日について想う」の講演を聞かせ

て頂きました。この日は今までお地区大会と違って選挙人会議がこの同じ時間で行われて

いましたので、本会議場の参加人数が少なくなっていました。 

16：30辻ガバナーの点鐘で閉会しました。 

 

大会２日目 

日時：10月26日(日) 

場所：河内長野市文化会館（ラブリーホール） 

開会前の9：30から歓迎演奏お和太鼓（倭太鼓飛龍）と歓迎アトラクションのバトントワ

リング（キャッツアイ）によって盛り上げて頂いた後に 10：00 辻ガバナーの点鐘で開会

しました。前日と同様に両国国歌斉唱と奉仕の理想斉唱をして開会の挨拶、歓迎の挨拶、

新入会員の紹介、物故会員に黙祷と続いて行ないました。その後辻ガバナーより挨拶と地

区現況報告があり、RI会長代理の挨拶とRI現況報告を聞かせて頂きました。 

それからインターアクト・ローターアクト・青少年交換学生・財団奨学生・米山記念奨学

生の紹介がありました。米山奨学金のクラブ表彰とゴルフ大会表彰の後に昼食交流会とな

り、この時間に元WBC・WBA・IBF世界ミニマム級チャンピオンの高山勝成選手のサイ

ン会が行われました。午後の部では、ロータリーモーメントダイジェストの発表を約３０

クラブの代表の方が１クラブ２分位でのお願いでしたが、ほとんどのクラブの方が時間を

オーバーして発表しておりました。皆さん素晴らしいロータリーの想い出話を語って下さ

いました。その後に前日の地区大会選挙人会議での決議報告が行われました。たくさんあ

りましたので、後日地区大会実行委員会よりメールが送られましたらご紹介します。 

最後にインターアクトとローターアクトと交換学生の合同で会場の参加者と共に大合唱を

しました。15：30辻ガバナーの点鐘で閉会しました。 

 

 

 

山ノ内修一会員 中川さん、先日のインフォーマルミーティングありがとうございました。 

中田 学会員 山崎会員先日はありがとうございました。 

中川 澄会員 山崎さん、池永さん、先日はありがとうございました。 

               先週100kmを16時間45分で歩きました。今週もがんばります。 

奥野圭作会員 先日のインフォ－マルミーティング、大変お世話になり、誠に有難うござ

いました。 
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幹 事 報 告 

塩見 守会員 最近飲み過ぎてます。迷惑ばかりかけて申し訳ございません。特に池永さ

んありがとうございます。 

合 計 １３，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 週報 

（２）他クラブ例会変更のお知らせ 

 ・堺フェニックスRC 

11月13日（木） ⇒ 11月9日（日） 

9：30～ 地区インターアクト行事『海外研修オリエンテーション』於：大阪初芝学園 北野田キャンパス    

11月20日（木）⇒ 同日18：00～ 

子ども発達支援センター・さんだ 支援ストラディヴァリウス チャリティーコンサート 

於：三田市総合文化センター 郷の音ホール  

・堺東南RC 

11月20日（木）⇒ 11月6日(日)  11：00～ 

秋の親睦家族例会  於：グルメ・ミュージック船ひまわり 

11月27日（木）⇒ 11月23日(日) 9：30～ 

 植栽奉仕活動   於：北野田駅前 ロータリー花壇 

 

                        

 

 

    

  

 

 

 

   

 

日時：平成26年10月26日10：00点鐘開会 

於：河内長野市文化会館（ラブリーホール） 

 


