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皆様こんばんは、先週の例会は、国際ロータリー 第 2660 地区 2018-2019 年度 山本 博史ガバナー
の公式訪問でした。例会終了後、会員の皆様から「非常にわかりやすい卓話でした」との言葉を頂きま
した。私も同感でございます。その際いくつかのクラブに対するお願いがありました。マイロータリー
への会員皆様の登録もその一つでした、これに関しましては、別途 お時間を頂き、ご説明とご登録を
お願いする事になります、宜しくお願い致します。
さて、次週の 11 月 3 日（土）と 4 日（日）「地車（だんじり）ｉｎ大阪城 2018」と題して第 2660 地
区 2018-2019 年度地区ロータリーデーが、大阪城にて開催されます。地区からのチラシは、掲示板に
ありますのでご確認ください。バリー・ラシン国際ロータリー会長は、
「ロータリーデー」を地区レベ
ルで開催する事を推奨されています。第 2660 地区は、大阪ロータリークラブと共催で「地車（だんじ
り）ｉｎ大阪城 2018」を開催されます、今年で 7 回目となります。具体的な活動は、ポリオ・プラス
の募金活動の呼びかけやポリオワクチンを届けるドキュメンタリーの VR 体験をテント内設置 VR の機
器を使って行いますが、その機器の使用説明及び誘導、来場者の写真撮影コーナーへの誘導等になり、
参加致しますとメークアップ・アテンダンスカードを発行するとの事です。
「地車（だんじり）ｉｎ大阪城 2018」の 2 日間のスケジュールは、3 日（土）が AM10:00 開場、10:30
地車 16 台巡行スタート（太陽の広場スタート～噴水～太陽の広場入場）11:50 全町パフォーマンス
12:20 当番町 大阪手打ち 午前が終了して、午後の巡行が 14:00 から、16:00 から提灯点灯、17:00
から地車囃子競演等のライブがあって、20:00 閉場。
4 日（日）も 10:00 から地車 32 台の巡行、12:05 パフォーマンス、午後の巡行は、14:30 から 15:50
まで。アイドルステージ等があり 17:00 閉場とのことです。アクセスは、ＪＲ環状線「大阪城公園駅」
又は環状線・地下鉄「森ノ宮駅」となっております。資料を回覧致しますので、皆様ご参加を宜しく
お願い致します。

＜お客様＞

今週は、ありません。

＜出席報告＞

西本 明文 出席担当

＜ロータリーソング＞

全会員

♪旅愁♪
会員数（内出席免除会員１名）

20 名

本日の出席者数

16 名

（内出席免除会員 ０名

名誉会員 0 名）

本日の出席率

84.21％

前々回 10 月 1 日の修正出席率

84.21％

＜ピアノ演奏＞

近藤 美里さん

１． My One And Only Love
２． 遠くへ行きたい

＜JTB 株式会社からのご挨拶＞
今年、出雲旅行を担当致しました JTB ですが、来年の伊勢神宮参拝も担当させて頂きます
ので、よろしくお願い致します。また、それ以外にもご旅行のご相談があれば、承ります
ので、よろしくお願い致します。また、もうすぐお正月が参ります。
「お節料理」のご要望
がありましたなら、何なりとお申し付けください。各種取り揃えておりますので、皆様の
ご期待に添えるものと考えています。
＜幹事報告＞

水島

洋 幹事

１．「大阪手をつなぐ育成会」の冊子を回覧致します。
２．(指名委員会)12 月 6 日に年次総会を開催いたしますので、公示致します。また、当日指名
委員会によりクラブ会長ノミニーを指名して頂きます。現在から 5 代前までの会長の皆様、
よろしくお願い致します。
３．事務局の勤務時間を、11 月の 3 週目(14 日)から 12 月末まで変更させて頂きますので、
よろしくお願い致します。
・毎週(水)(金)13 時～18 時 → 10 時～15 時
・木曜例会日は従来通り 13 時～21 時
４．第 2 四半期の会費振込期日が、10 月末日となっていますので、
未だの方はよろしくお願い致します。
５．11 月 3 日、4 日の「地区ロータリーデー」の詳細スケジュールを回覧致します。「ポリオ
撲滅の広報広場および募金活動」を実施予定です。・
【ロータリー財団表彰】
＊第 6 回マルチプルポールハリスフェロー

＜ファインセッション＞

柳原 健治 会員

西本

１．「お金持ち」の特性に関する、大層愉快な問題を出して頂きました。
ちなみに、今回は「14,622 円」集まりました。
皆様、有難うございました。

明文 副 SAA

〈本日の卓話〉
「上方落語の笑いとは」
柳原 健治 会員
お亡くなりになられた桂枝雀師匠は、
「上方落語の笑い」に付きまして、深い分析をされた結果そ
れは、
「緊張と緩和である。」ないしは、
「緊張の緩和である。」と結論されました。人間だれしも、
緊張感が急速に高まってきたときには、いわゆる「身構える」と言った状況に追い込まれてしまい
ます。でもその瞬間を超えたとき、
「なんてことのない結果」が待っていたとすれば、思わず笑って
しまうのではないでしょうか。
そこで、いくつかの例を挙げてご説明しますと、まず「住吉籠」という落語の中に、客待ちをし
てあぶれている駕籠舁きの前に、一人の「お侍さん」が登場します。そしていきなり二人に指を突
き出して「お籠が二丁じゃ！！」と叫ぶのであります。これを聞いて、注文がもらえたと大喜びの
籠屋は自分の所だけでは足りないので、もう一台の籠屋を呼んでくるよう相棒に命じます。さらに、
「お侍さん」が追っ被せるように、
「両掛けが二丁じゃ！！」と命じるのであります。これを聞いた
籠屋はさらに狂喜し、
「仲間を呼んでやれ～、早よ行け～」とさらに相棒に命じます。ところが一転
して、
「～そのようなお籠がこの街道をば、お通りにはならなんだか。」となって、籠屋は注文を貰
ったものとばかり喜んだのに、ただ単に「道を聞いてはるだけや。」という、残念な結果に終わって
しまいます。この落差で、我々も、一瞬にして大笑いをしてしまうのであります。
また、
「親子茶屋」という噺には、謹厳実直を絵に書いたような「親旦那」が、実は極道者の「若
旦那」の、二枚三枚も上手の極道であった、という筋立てで観客は思わず笑ってしまうのでありま
す。さらに、この親旦那が「年寄りの隠れ遊び」と称して、日ごろ遊びなれたお茶屋で芸者を大勢
呼んだ中に、小さな女の子が混じってやって来ます。彼女は、年はまだ七歳で、呼ばれて参加して
いる芸者の一人の妹という触れ込みであります。親旦那は、まだまだ小さい子供であることから、
お菓子などといった他愛もない物を欲しがるであろうと推察します。そこで、
「何でも欲しいものを
買ってやるから言うてみ。
」と、投げかけるのでありました。それに対する女の子の答えは、「ダイ
ヤモンドの指輪！！」でありました。この瞬間に、観客は「子供らしい答え(お饅頭や羊羹が欲しい)」
を期待していたのに、思わずごろっとひっくり返させられるのであります。また同時に、年端もゆ
かぬ少女の中に「強かな厚かましさ」を感じて、思わず笑ってしまうのであります。
さらに、
「七度狐」の中にあっては、主人公の登場人物である「喜六・清八」の二人連れが狐に騙
され、迷い込んだ山寺で、その寺の庵主さんから恐ろしい「陰々滅滅」たる幽霊の話を聞かされま
す。しかし、そのような魔性のモノもお灯明の明かりが消えなければ、出てこないといわれ「お留
守番」をする羽目になりました。しかしながら、誤ってお灯明皿に「醤油」(「油」を注さないとい
けないのに)を注してしまい、お灯明の明かりが消えてしまいます。舞台の裏手では、もの寂しい鐘
の音が「ゴーン」と響き渡ります。会場を覆う緊張感の中、その瞬間に「ねんねんヨ～」という幽
霊の声が響き渡ります。思わず「出た～」と、叫んでしまいますが。その瞬間に、
「清ヤン、今のは
ワイや～」という、喜六の声が聞こえてきます。なんと、これは幽霊の声色をまねて清八を誑かそ
うとした喜六の「たくらみ」だったのであります。これを聞いて、観客もこの意外な顛末に思わず
「大爆笑」してしまうのであります。
我々の日常にあっても、
「ギスギス」した状況が続くと精神的にも参ってしまうことが、多々ある
のではないでしょうか。こんな中でも、ふとした「笑い」が飛び出せば、気分も変わるというもの
ではないでしょうか。上方落語にあっては、その長い歴史を経て、人間社会の中にそのような「大
切な真理」が必要だということを、教えてくれている様に思えてなりません。

＜ＳＡＡ報告＞
＊スマイルボックス
西本明文会員
久しぶりの快晴。
黒川会員
柳原会員の落語を楽しみにしています。
西本詩子会員
御堂筋線の工事が急ピッチの様です。
コメント無し
山下会員 渡邊会員

岸上

和典

ＳＡＡ

＊ロータリー財団
藤田会長
今日は、快晴でした。
柳原会員
今日は、楽しい卓話です。うれしいよ～。
黒川会員
めっきり秋。
コメント無し
松田会員、山下会員
＊米山記念奨学会
柳原会員
釣りに行けず、忙しいです。
松田会員
柳原さん卓話楽しみです。
黒川会員
おカゼに注意！！
コメント無し
相原会員、山下会員、木下健治会員
＊メイプル基金
藤田会長
西本詩子会員
山本(友)会員
柳原会員
水本会員
水島会員
黒川会員
コメント無し

柳原会員卓話楽しみです。
山ボーシの紅葉が見事です。
卓話とても楽しみです。
あまり、面白くない話です。すいません。
柳原会員、楽しい卓話期待しています。
柳原会員、卓話よろしくお願いします。
ドラフト、阪神は近本。
西本明文会員、山下会員、渡邊会員、木下健治会員、野崎会員

＊ラオス基金
藤田会長
黒川会員
西本詩子会員
コメント無し

ラオスの話、加奈子さんにお願いしたいです。
ラオスは秋？
庭のかきねに真紅のバラが咲きました。
西本明文会員、西本明文会員、山下会員

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞
皆様には、卓話作成に当たりまして、大層暖かなご助力、ご示唆を頂きまして誠に有難うございま
した。約半年に一回の会報作成ですが、作ったときは何とか作成方法を覚えているのですが、数ヶ月
たてば、きれいさっぱり忘れてしまいます。その挙句に、古いフォーマットであったのでしょうか、
一生懸命に作成していたのに、何かの加減で一瞬にして全部が消えてしまったりもしました。
目の前が、真っ暗になるとはこの事かと思いました。
何とか、完了したようです。本当にありがとうございました。
（文責：柳原健治）

