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本日の例会

前回の例会
2019 年 5 月 17 日（金）第 1839 回

2019 年 5 月 24 日（金）第 1840 回

時間

「第 3 回次年度のための

クラブアッセンブリー」
次年度各委員会委員長

卓

話 「開口神社のふとん太鼓」

卓話者 堺まつりふとん太鼓連合保存会
小田前 重久 様（芦原濱太鼓会）
紹介者

三上 尚嘉 会員

今週の歌 「日も風も星も」
「野に咲く花のように」

今週の歌 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」

お客様の紹介・出席報告・

「お嫁においで」

会長の時間・委員会報告・

お客様の紹介・出席報告・

幹事報告・ＳＡＡ報告

会長の時間・委員会報告・

〇皆出席表彰（５月度）

幹事報告・ＳＡＡ報告

澤井久和会員（第９回）
＜5 月 17 日(金)の出席報告＞
会 員 数
30 名
出席会員
22 名
欠席会員
8名
ゲスト
1名
ビジター
0名
4 月 12 日(金)の出席率
93.33％

今週の歌 「お嫁においで」
もしもこの舟で 君の幸せ見つけたら
すぐに帰るから 僕のお嫁においで
月もなく淋しい 闇い夜も僕にうたう

次回の例会

君の微笑み舟が見えたなら
ぬれた身体で駈けてこい

2019 年 5 月 31 日（金）第 1841 回
時間
「第 4 回クラブアッセンブリー」
各委員会委員長

珊瑚でこさえた紅い指輪あげよう

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ

「インスピレーションになろう」
国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC）
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「べ～らべ～らべらしょっしょい」は千歳楽から。

卓話の時間

堺のふとん太鼓が担がれているのを見られた方
が必ず耳にする言葉が「べ～らべ～らべらしょっ

「開口神社のふとん太鼓」

しょい」でありますが、意味を知られている方は

堺まつりふとん太鼓連合保存会

非常に少ないのが現状です。

小田前 重久 様

少し祭礼に詳しい方では「べ～ら」は、住吉大

(芦原濱太鼓会)

社の神輿を担ぐときの古くからの掛け声であると

紹介者：三上 尚嘉

認識されているようですが、実は「べ～ら」が今
の言葉になったのは比較的新しい部類の掛け声で

開口神社のふとん太鼓の歴史と

あります。

「べ～らべ～らべらしょっしょい」
の意味

「べ～ら」の起源は、永禄５年（1562）に宣教
師ルイス・フロイスが帰国後に記した「日本史」
という本に、住吉大社渡御神輿の掛け声としてア

開口神社に所属するふとん太鼓
は、現在では四基（芦原濱・大南戸

ルファベットで「センザイラク・バンザイラク」
と紹介しています。

川・新在家濱・大甲濱）でありますが、戦前の総

「千歳楽、万歳楽」とは、
「世の中楽しくなれ、楽

数は十三基と非常に多い数でありました。

であれ」という厳しい時代であった人々の願いの

「なぜ堺旧市街地と周辺地域という狭い市街地で

言葉です。そして、ここから「べ～らべ～らべら

これだけの数があったのか？」聞いた方の多くが

しょっしょい」への変化が始まります。

疑問に思う事でありますが、ここに旧市街地のふ

まず江戸時代において、
「千歳楽じゃい、万歳楽

とん太鼓の特殊性が理由となります。

じゃい」と後ろに「じゃい」が加わり、明治 42 年

堺市だけでなく、多くの地域のふとん太鼓や地車

の新聞記事では「世樂じゃ、萬歳樂じゃ」と、時

が各村単位での組織であり、現在では自治会所有

代と共に庶民が歌いやすく変化を続け、大正時代

である事が大半であるのですが、開口神社を含む

には「世樂じゃ、世樂じゃ」
（せ～らじゃ、せ～ら

堺旧市街地のふとん太鼓は各職業集団（今でいう

じゃ）と前を二回続けるようになります。

職業組合）がふとん太鼓を出していました。これ
を講（講組織）または講仲間といいます。

ここで分かるのが、
「千歳楽、万歳楽」から時代
と共に言葉が変化し、徐々に「べ～らべ～らべら

各職業集団の代表者（漁師仲間である芦原濱で

しょっしょい」に近づいているという事です。

は網元数件）が、ふとん太鼓を所有し、主催者と

ここから昭和に入り「べ～らじゃ、べ～らしょ

なり、祭りの資金を出して運航するといった形で

い」を経て「べ～らべ～らべらしょっしょい」に

ふとん太鼓は出されていました。

なるわけですが、元の言葉「千歳楽、万歳楽」の

現在でも大阪の天神祭りは、同じ講で出し物が

意味する意味である「幾千年の喜び、幾万年の楽

出されており、狭い地域に人口密度が高く様々な

しみ」
（世の中楽しくなれ、楽であれ）という平和

職業の人々が集まる都市部においての祭礼形態と

への願いの言

して古くから形作られたものであります。

葉は、今もな

今でも堺のふとん太鼓は自治会所有ではなく、

お受け継が

太鼓会を組織し、好きな者が集まり、独立採算で

れ、担ぎ手た

運営している所がほとんどで、運営資金的には自

ちの魂が籠っ

治会所有に比べて厳しい反面、好きな者の集団で

た掛け声とな

ある為、対応力に優れており過去様々な催しに参

り、堺の町に

加するといった身軽さを持っています。

毎年響き渡っ
ています。
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究極の事を言えば、公共の交通機関を利用しましょ

会長の時間

う！

会長 澤井 久和

ＳＡＡ報告

こんにちは！本日は会長の時間を
使わせて頂いて一つお詫びとお願い

澤井久和会員 歳をとるのがこわくなって来まし

があります。既に事務局からメール、
FAX で案内が届いたかと思いますが、

た。白内障と宣告されました。
北側一雄会員 仁徳陵等の世界文化遺産登録が確

白木会員の歓迎会のご案内です。

実となりました。堺北 RC の長年の

この度は、歓迎会開催の連絡、また実施が大変遅く

活動の成果です。心より感謝いたし

なりましたこと誠に申し訳ありませんでした。

ます。

急遽、白木会員の日程を確認し、今月 23 日に決定

三上尚嘉会員 今日はよろしくお願いします。祭の

させていただきました。本当に急な事で、会員の皆

ふとん太鼓の事を話していただき

様にはご迷惑お掛けしますが、ロータリーの会員の

ます。

皆様の寛大な心に甘えさせていただき、お許しくだ

塩見 守会員 小田前様、本日の卓話楽しみにして

さい。また当日にはお時間の許す限りご出席よろし

います。

くお願い申し上げます。

笹山悦夫会員 先週は突然の例会欠席失礼しまし

さて、最近車での事故が大変多くなっている様に

た。小田前様、卓話よろしくお願い

思われます。自分でも運転している時に、ヒヤッと

します。

することもあります。皆様もどうでしょうか？ドラ

平野祥之会員 小田前様、今日はようこそお越しく

イバーのちょっとした油断や交通ルール違反が、交

ださいました。ふとん太鼓のお話し、

通事故の原因になります。運転する上で重要な心構

楽しみにしています。

えをもっておく事が、事故を起こさない、事故に巻

合計１６，０００円

き込まれないコツです。
自動車などの運転の場合は、交通ルールを守るだけ

★米山特別寄付・・・濵口正義会員

ではなく、歩行者や自転車に注意を払い、細かい道
路状況に応じた安全運転が求められます。

幹 事 報 告

ここで初心に戻っていただき、交通事故を起こさな
いための、安全運転の心構えと心得の 10 ヶ条を思

（1）本日の配布物

い出して下さい。

・週報

１．人の命の尊さを覚える

・卓話資料

・ロータリーの友 5 月号

２．交通ルールを覚えて守る

（2）第 4 回アッセンブリー開催のご案内

３．運転は人格であらわれている

首題の件、下記の通り開催いたします。

４．集中して運転する

ご多用のところ恐れ入りますが、今年度 委員

５．心に余裕を持つ

会委員長・同好会代表世話人の皆様は、活動報

６．
「もしかして運転」を心がける

告書を 5 月 31 日(金)までに、事務局までご提

７．心の状態を平静に保つ

出下さい。また開催当日はお繰り合わせのうえ

８．私は運転が上手だという過信は禁物

ご出席下さいますようお願い致します。

９．服装と履物が重要

尚、ご都合の悪い場合は，副委員長・委員に

10．危険は油断の先に

ご連絡方お願い致します。

以上 10 ヶ条を頭の隅においていただき、事故を起

記

こさないよう気をつけて運転して下さい。

日 時

人生を楽しむためにも、又ロータリアンとしても！

令和元年５月３１日（金）
例 会（卓話の時間）
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（3）2019-2020 年度の会員各位名簿の校正お願い

5 月 17 月日例会風景

本日配布しました次年度会員名簿(案)をご確認
いただき、誤り・訂正等のある方は、その部分を
修正して下さい。又、携帯電話番号やメールアド
レスを追記したい、写真を変更したい等ございま
したら、書き添えてください。
修正なき場合は、原稿通りの印刷となりますので、
よくお目を通し下さいますようお願い致します。
ご覧頂きましたら署名の上、必ず 5 月 31 日（金）
迄に事務局までご返却下さい。

皆出席表彰（５月度） 澤井久和会員（第９回）

そ の 他
当クラブが後援しております花園大学同窓会(クラブ内通称 那須プロ)公開講演会のお知らせです。
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