
第 2845回例会
(静岡市内 7ク ラブ合同例会 )

≪司 会≫  池上 直子 君 (静岡日本平 RC)

≪合 唱≫  「君が代」

「奉仕の理想」

≪BGM≫   宮川泰 &宮川由利子

「逢いたくて逢いたくて」

≪参加クラブ会長紹介 &出席報告≫

■参加クラブ会長

≪ホス トクラブ会長挨拶要旨≫

静岡日本平 RC 洞江 秀 会長

皆様 こんにちは。本 国は

静岡地区 7ク ラブの合同例

会です。私はホス トクラブ

の静岡 日本平ロータリーク

ラブで本年度会長 をしてお

ります洞江秀 と申します。

静岡 日本平クラブでは本

年度 「ロータ リーをもつと

平成 29年 2月 23日 天候 晴

楽 しむ」をテーマに してお りま して、毎週例会の時

に会長セ レク トミュージックと称 して、会長の独断

で好みの 1曲 を会員に無理矢理聴かせています。今

月はバ レンタイ ンデーがある月 とい うことで愛の

歌をセ レク トしてま して、本 日は園ま りさんが歌つ

た 「逢いた くて逢いた くてJです。私 としては園ま

りさんの原 曲を流そ うと思ったのですが、昼間か ら

ムー ドあ りす ぎなので、作曲者の宮川泰 さんがジャ

ズ風にピアノ演奏 したバーシ ョンを選択 してみま

した。

ところで、本 田 2月 23日 は重要な記念 日であるこ

とは皆 さん御承知のことと思います。静岡県民にと

っては富士山の 日ですが、 ロータリアンにとつて最

も重要な 日、 ロー タ リー クラブが誕生 した 日です。

1905年 の今 日、アメ リカ・シカゴで青年弁護士だ

ったポール・ハ リスが友人 3人 とともに世界初のロ

ー タ リー クラブ を設立 した とい うことです。毎年

2月 近辺に合同例会が開催 されているので、過去に

もロー タ リー設 立記念 日に開催 され た ことがあっ

たのか 15年前まで遡って調べま したが、あ りませ

んで した。実の ところ今回の合同例会の開催 日も会

場の都合でたまたま決まったことで、ロータ リー記

念 日に合 わせ よ うと意 図 したわけではなかつたの

ですが、当クラブがホス トで記念すべき 日に合同例

会が開催でき、 しかも会長挨拶までできるとは何 と

幸運なことか と喜んでお ります。 さらに 2月 23日

について言えば、来年、皇太子様が新天皇に御即位

されます と、再来年か らは本 国が天皇誕生 日の祝 日

になるわけで して、天皇誕生 日でロータ リー設立記

念 日で富士 山の 日とい う トリプル にお めでたい 日

になるわけです。その ときは祝 日なので合同例会は

できないですが・・・。

さて本 日の例会ですが、講師には柳家花緑師匠を

お願い してお ります。合同例会で落語家の方に講師

を務めていただ くのは、12年前に静岡中央クラブ さ

んがホス トクラブの時に柳家権太楼 師匠が講師 を

されて以来です。 ここ数年、落語 を取 り上げたアニ
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メが若い方々に人気 を呼んで、今、落語ブーム と言

われてお ります。落語 とい うものは、 日本独特の一

人芝居的な伝統話芸ですが、古典話の皮衣に時代に

応 じて噺家がア レンジを入れて噺をす るので、同 じ

話 を何度問いて も飽 きない とい う魅力があ ります。

また、本編に入 る前のマクラ噺は、時事ネ タや噺

家独 自の視点や経験などを笑いにくるんで、聴衆の

心 をつかんで しま うとい う点で魅力的な話 し方 の

見本だ と思います。本 国は、大いに笑つて、 日頃の

ス トレスを発散 していただきたい と思います。

≪講演要旨≫

「笑 う門には福来る」のか ?

柳家 花緑 師匠

■ 講師について
。本名 =小林 九 (こ ばや し きゅ う)

。昭和 46年 8月 2日   東京都豊島区生まれ
。昭和 62年 3月     祖父である五代 目柳家

小 さんに入門 「九太郎 J

・平成元年 9月     ニツロに昇進 して 「小緑 J

。平成 6年 3月     戦後最年少真打に昇進 し

て 「花緑 J

。出囃子 /お兼 ざらし

。現在、テ レビ・ ラジオ・舞台な ど、多方面で活躍

中 !静 岡市内では、毎年 2月 3日 の平澤寺星祭で

の豆まきや、駿府城公 園紅葉 山庭園・茶室で行 わ

れ る 「花緑の夢空間Jで もしられている。

講演内容

寄席文字の紹介・・・私の 「花緑」 とい う看板。

空白をなくす とい う文字で、満席を願 うもの。橘

流が手書きで書いてお ります。

今 日の演題は、私が四年かけて書き上げた本のタ

イ トルです。アマゾンで 2度 のベス トセラーを受

けました。筑波大学の村上和雄教授 (細胞学)に 協

力を得て、笑いが体にいい とい うことで、笑 うと

血糖値が下がることを書いてお ります。二時間落

語を聞くと血糖値が下がる。今 日落語を聞けると

思 うだけで血糖値が下がる。笑み筋を刺激するだ

けでも血糖値は下がるそ うです。また、笑いは体

温を上げ、免疫力を上げます。人間には 60兆個の

細胞があリー 日 8,000個 のがん細胞が出来、馬鹿

笑いは 2,000個 のがん細胞を死滅 させるとわか り

一 日四回笑えば、がん細胞は死滅する計算にな り

ます。

私は識字障害 とい う病気で、字の読み書きが苦手

注意欠陥で先生の話を聞いて られない多動性障害

であ り、多弁症です。よつて落語家は自分に合 う

仕事です。すぐに覚えてしゃべれます。

― 落語 「なぞのビットコインJ披露 ―

・落語家は税金を取られなかった商売でした。商売

として認められてなかつたとい うことです。それ

を先輩が税金の徴収を希望 したそ うです。歌舞伎

は千両役者 と言われるくらいお高い存在で、江戸

に千両 とい うお金が流通す る場所が、魚河岸・吉

原・歌舞伎なのだそ うです。

江戸時代 100軒あった寄席 も国立演芸場を入れて

も 5軒 とな りま した。落語協会 と落語芸術興行 の

ふたつがあ ります。来年の大河 ドラマでは ビー ト

たけ しさんが、古今亭志ん朝を演 じます。 のむ・

うつ 。か うの人で した。それが無 くな り、今では

コー ヒー を飲む、ゴル フを打つ、猫 を飼 うになっ

て しまいま した。 これが、いい芸人が育たな くな

った原因 ともいわれてお ります。

私は、平澤観音の平澤寺 に師匠の跡 を継 ぎ豆まき

と落語会に参加 させてもらつてお り30年 にな りま

す。私お酒が飲 めないのですが、その席で 「君は

人生を半分損 している。」 と言われ る時があ ります

が、その方 を見ても人生 を得 してい るようには見

えません。 と言 つて も酔 つ払いはチャー ミングで

好 きです。普段ま じめに仕事 を してい る人が、お

酒で崩壊す るのが好 きです。そのギャップが人間

の魅力 と思います。

― 落語 「親子酒J披露―

(会報作成 :花房 善之)


