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真治 会長 挨拶

本日は池袋ロータリークラブから小泉様と玉造ロータリークラブの茂木
様、ご来訪ありがとうございます。
「講談で学ぶロータリー」と言うことで、飯田正行委員長と職業奉仕委員
の皆様で企画をしていただきました。飯田正行委員長から、「講談で職業奉
仕を学ぶロータリーを学ぶと言う情報があるんだけど会長どうかな」とお
話をいただき、二つ返事で企画の方進めていただきました。今年会長の方
針の「ロータリーを考える」と言うことで、本日の企画と全くぴったり会っ
ているので、非常に自分もうれしく思います。非常に楽しみにして参りま
した。池袋 RC の小泉様の前半のお話も楽しみにしております。講談のほう
は直接はあまり聞いた事は無いですが、趣味の 1 つで、古典落語が大好き
なんです。高校卒業した頃から古典落語、自分は三遊亭円生が 1 番好きで、やはり古典落語の中でも講談の話がたくさん出
てきます。講談の成り立ちや、新しい時々を取り上げながら作っていくのが講談の 1 つの面白みだと言うことで話も聞いた
ことがあります。
本日はロータリーの講談を女性講談師の宝井琴鶴先生で聞けると言うことで、皆様もう一度ロータリーの勉強をして、ま
たもう一つロータリー活動に踏み込んでいければと思います。よろしくお願いします。

職業奉仕委員会

飯田
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私ども職業奉仕委員会の企画いたしました。本日の例会にご参加いただき
本当にありがとうございます。稲葉会長がロータリーを学ぶと言うことで
方針を立てられていますので、毎月会長が例会で大変わかりやすく例会の
ご説明をいただいているところではございますが、今日はちょっと趣向を
変えまして講談で皆様にロータリーを考えていただきたいと言うことで企
画しました。
今日お願いしてます宝井琴鶴先生は先月に新内と昇進されましてそこで
名前を 5 代目宝井琴鶴を襲名されました。今大変お忙しく新内の記念講演
会もあります。
宝井琴鶴先生は山内一豊の妻と言う昔からの古典から、今回お話しいた
だくポールハリスとロータリーとか世界のホンダ、本田宗一郎伝など新作までほんとに幅広い分野におきまして演目をお持
ちになっておられます。今日は池袋 RC の小泉先生が原作をされたと言うポールハリスとロータリーと言う演目をお話いた
だきます。まずは原作者の小泉先生から一言ご説明を頂きます。
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11 月：ロータリー財団月間
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ご挨拶

遠くにあって蕎麦屋とはこれいかに、近くにあっても豆腐屋と言う
がごとし、1 人で住んでいても仙人とはこれいかに、1 人で住んでいて
も住人と言うがごとし。日曜日に歌って歌謡曲とはこれいかに、火曜
日に使っていても日用品と言うがごとし、と言うような一説もござい
ますが、来年東京オリンピックでありますが、1964 年昭和 39 年 10
月 10 日土曜日午後 2 時摂氏 14 度東京国立競技場に起きましては第
16 回東京オリンピックの開会式を今や今やと大観衆 55,552 人の大観
衆が見守っております。ご来賓の方々はと申しますと、天皇皇后両陛
下、皇太子ご夫妻など皇族の方々、病を押して池田勇人内閣総理大臣、
高野一朗オリンピック担当省などの閣僚の面々、衆参両院議長ボラン
貞治 IOC 会長などのご来賓の方々が今まさに始まろうとしている開会
式を今か今かと待ち望んでおります。ロイヤルボックスを眺めれば天
皇陛下がお立ち遊ばされました。東京オリンピック開会式であります、
オリンピック開会式ファンファーレ。いよいよ各国選手団入場であり
ます。古関ゆうじ作曲に寄ります東京オリンピックマーチによりまし
て近代オリンピック発祥の地ギリシャを先頭にいよいよ入場行進であ
ります。ギリシャを先頭に ABC の順番で 97 カ国目が日本選手団の入
場であります。
と言う風な感じで講談がある訳で、この東京オリンピック入場行進は田辺一鶴という方が得意で、実は 97 カ国全部覚えないといけな
いのですが、今回は少し自信がないので飛ばしました。
講談っていうのはこんな形で行います。
さて今日のお題は、
「ポールハリスとロータリー」と言うことで、講談師見てきたように嘘を言う嘘を叩いてはじき出すとこういうこと
でありまして、講談師さんのお話は歴史的な事実もありますけども、
創作（フィクション）もあります、
本日のお話でロータリーに詳しい方、
「そこ違うんじゃないか」「そこは事実と違う」という事は野暮ですのでご了承ください。
池袋 RC 今年の 4 月 4 日、創立 60 周年で記念の講談をやろうとなりました。実は私、昨年度プログラム委員長やっていて、当時の琴管
さん（現、琴鶴さん）を呼んで御殿の講談をやったらいいと言う話になり、60 周年記念で開催しようとなりましたが、多忙で私が原作を
読んで原作を作って琴管さんが演ずることになりました。実は琴鶴さんが琴管さんの頃、私講談宝井講談修羅場宿と言うのに一応通って
おりまして、琴鶴さんの初心者コースを終了して琴鶴さんのお師匠の琴星さんのところで勉強して名取を取ろうということになっていて、
記念講演の時に会員の鈴木様がいらして、大変素晴らしいと感動していただいき、それがご縁で本日、琴鶴さんをお呼びしてと例会で講
談を行う流れにりました。
登場したら「待ってました」とか「たっぷり」とか、もっと喜ぶのはご祝儀ですが、そういう声かけをいただけましたら、益々張り切っ
て講談していただけるのではないのかと思います。
よろしくお願いします。

講談 「ロータリーとポールハリス」 女流講談師
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ただ今、小泉先生からもお話いただきましたが、つい先日までは宝
井琴環と名乗っていましたが、この度、10 月を持ちまして、真打
に昇進して 5 代目宝井琴鶴と申します。琴に鶴と書きます。
これは宝井一門に伝わる名跡の 1 つですが無事に襲名させていただ
き、いよいよこれから披露興行ファンの皆様方へのお披露目が始ま
るその真っ只中に先駆けて皆様方にお招きをいただいたと言うこの
ような晴れがましい機会をいただき、大変嬉しく思います。本日は
誠にありがとうございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げたく存じますが、さて、今日は
講談と申しましてもロータリークラブ様の物語を講談で聞いていた
だこうと言う、ちょっと変わった趣向であります。元来我々、講談
と申しますと戦国時代や家康の話、秀吉の話など、その辺が多いで
すね。それからもっと時代をさかのぼって源平盛衰記って言う硬派
なお話もあり、坂本龍馬伝とか歴史上の人物を扱うのが講談と言う訳でなのですが、本日は舞台を海外に移しまして、ロータリークラブ
の発症を講談でお聞きいただきます。昔から、講釈師見てきたような嘘をつくと言われましてですね、講談は歴史の物語をいたしますが、
大概は眉唾物だと言われていて、尤もらしい事を言うんだけれど、大体講談師の語ります四術と言うのは 4 つの術と書くと言われており
まして、10 のうち 4 くらいは本当のことを申し上げていますが、後の 6 と言うのは夢とロマンで膨らませてあるとその辺を承知してい
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ただかないと、これからロータリアンの皆様に物語をですね申し上げ、「いやそれ違うよ」などと言われますと、
「まぁ講談でございます
から」と言うのが言い訳でありますが、やっぱり話と言うのは面白おかしいほうがいい訳です。ですから多少の脚色は入っている訳で、
原作者が小泉先生です。まだ本舗で初公開いたしましてからわずかしか公開してないんですよ。本日は東京都内で 3 回位、本日初のつく
ば上陸と言うわけでして、実は福島のロータリークラブ様から「できたら教えてよ、そのうち頼むので」などと言われていますので、こ
の調子でだんだん北上して行けたら良いなと言うことも思っています。
ですから世の中にロータリアンの方が多くいても、聞いていただいた方はわずかです。
また講談と言うのは講座百編とも言われていて、大体 1 つの演目 100 回位は聞いていただきたい、お客様にとってはたまったもんじゃ
ないと思っているかもしれませんが、それぐらい講座の機会をいただきますと、ようやくこの話が練りこまれてくる、講座百編なんて言
葉もありますので。
講談ですからなんて言いましたが、少しばかり講談の講釈もしておきたいと思います。
本来ですね、講談と言うのは座って物語るようになっておりますが、昔々江戸時代の末期頃にはこうやって立ってやり、辻講釈と言っ
て街の辻辻に立って講釈師が申し上げているところ、お客様が、外で立って聞ているのはちょっとしんどいから座りたいよと言って、茣
蓙を敷いたりして、そのうちに雨の日も聞きたいからといって、小屋を建て、だんだん今の形態の寄席と言う形式が出来上がってきたと
の事ですが、本日は当初の立ったままのスタイルでお聞きいただきます。
通常は寄席等に来ると私も座っていて、講座の上に座布団 1 枚敷き、その上に正座をして、着物を着た人がおしゃべりをするというの
は講談も落語も同じスタイルなんですが、落語と講談の違いの質問をよくいただきます。我々はこの張り扇と言うこれをパンパン叩きな
がら話します。一番は話の盛り上がるところでこれを鳴らします。ちょっとやってみたいと思います。
カラス、かぁと、夜ガ開けて ( バン )…これで一晩経ちましたそういう合図です。
1 番とは限りませんあっと言う間に 300 年 ( バン、バン、バン ) これで 300 年と大変便利にできております張り扇と言う道具でございます。
〜まぁこんな具合に叩きまくるんですよね。それではいよいよ語ってまいりたいと思います。つくば学園ロータリークラブ様 34 周年、来
年が 35 周年と言うことでございますから 35 周年を記念いたしましてポールハリスとロータリーの一席を講談でお聞きいただきたく存じ
ます。

11 月 7 日分の「ニコニコボックス」
野球同好会一同

地区大会 2 試合勝って 2 試合とも負けなかったのですがじゃんけんで 2 回とも負けてしまいました

大野

治夫会員

皆さんの応援むなしく地区野球は第 4 位になってしまいました。でも負けはしませんでした。じゃんけんの練習しよう！

逆井

甚一郎会員

欠席が続きました

英博会員

先日は第 6 分区親睦野球大会お疲れ様でした。

大野
廣瀬
木村

治夫会員
貴之会員

来年に向けてじゃんけんの強化キャンプします

私は 2 回ともじゃんけんに勝って先攻を取ったのですけどね。
12 月 14 日はクリスマス例会ですよろしくお願いします

飲み過ぎと寝不足で参加してしまいあ、ばらの骨にひびが入ってしまいました。2 試合ありましたが

2 試合とも同点でじゃんけんで負けてしまいました。反省して飲みながらじゃんけんの練習したいと思います。
昨日、日経新聞に東郷会員の会社が大きく掲載されました。

塚田

陽威会員

高田

稔美会員

先日は野球お疲れ様でした。もう一度ゼロからやり直します。古本さんあまり気にしないでくださいね。

猪野

研一会員

開業して 13 年になりますが、今まで経験したことのない業務上トラブルに今週 2 回遭遇しました。

鈴木

昌実会員

6 分区ゴルフよろしくお願いします。

鶴田

一市様

中野

勝

また、今日このホテルでソロプテミストの創立 30 周年記念式典が開催。
わか家の家内も頑張ってやっています 。

古本

野堀

朝彦会員

雄樹会員
会員

分区のゴルフ頑張ってください。大分から応援しております

かろうじて事故にならずに済みましたが 2 度あることは 3 度ある気を引き締めて参りたいと思います。
妻の誕生日プレゼントありがとうございました。また先日の野球では最後にじゃんけんで負け大変申し訳ありませんでした。
次回はバッティングセンターには行かないでジャンケンを練習しておきます

「毎日 1000 円を」を行っています土浦クラブも例会ですが、奨学生の芝田さま、大堀会員その他良い人に会いに来ました。
今日は久しぶりにスタート前から参加できました。これからはできる限り早めに行きたいと思います。
結婚祝いありがとうございます。30 周年です思い出しました。

ボーイスカウトつくば第 3 団大野

治夫様

筑波学園ロータリーの皆様にはいつもお世話になっておりありがたく思っています。今後ともよろしくお願いします。
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プログラム予告
11 月 21 日

休会（11/3（日）へ振替の為）

11 月 27 日 19:00 〜 00:00 移動例会 ３クラブ合同夜例会 会場：ホテルグランド東雲
11 月 28 日

休会（11/27（水）へ振替の為）

12 月 05 日 11:00 〜 12:00 理事会

19-20 役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

12 月 05 日 12:30 〜 13:30 例会

会長挨拶

年次総会（次年度役員・理事発表）

12 月 12 日 12:30 〜 13:30 例会

新入会員卓話 「沖山哲夫会員」

12 月 14 日 18:00 〜 21:00 移動例会 「皆葉年度クリスマスパーティー」 会場：オークラフロンティアホテルつくば
12 月 19 日 12:30 〜 13:30 例会
12 月 26 日

新入会員卓話 「永井克人会員」

休会（12/14 へ振替の為）

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。
つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開
https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

公開 QR コード

非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区

京都山城ロータリークラブ
2019-20 年度

Ｒ I テーマ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/

マーク・ダニエル・マローニー

ロータリーは世界をつなぐ
2019-20 年度

中村

澄夫ガバナー

https://www.rotary.org/ja

地区スローガン

人、学びて更なる奉仕
つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

つくば学園ロータリークラブ

『ロータリーを考える』

〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室
電話 029-858-0100
FAX 029-858-0101

http://www.rid2820.jp/
４つのテスト
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

例会日：木曜日

１２：３０〜１３：３０

例会場：オークラフロンティアホテルつくば

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

