
【出席報告】 会員数 46 名（出席免除 3 名）        

出席者 25 名 出席率 56.81% 

【ビジター】 渡邊 貞夫様（E クラブ） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 皆様、こんばんは。今日の卓話は、桂歌
丸さんのお弟子さんで落語家の、桂歌助師
匠です。「落語家の修行」と題してお話を伺
います。師匠は現在港南ライオンズクラブ
の会員です。又、以前逗子ロータリークラ
ブの所属されており、現在は神奈川 2780
ロータリーE クラブ会員の渡邊貞夫さんが
メイクアップで来られています。後程、歌

助師匠のご紹介をお願い致します。例会終了後、哉吉さんで師
匠との懇親の場うぃ設けたいと思います。回覧を回しますので、
参加希望の方は目を通して下さいますようお願いします。 
 来月 5 月 22 日（水）に、逗子文化プラザなぎさホールにお
いて、逗子・鎌倉・葉山駅前寄席が主催する「第 2 回駅前寄席
in 逗子文化プラザホール」が開催されます。市内在住の 65 歳
以上の方 500 名を無料招待し、桂歌助師匠・桂文治師匠が出
演されるほか、鎌倉ロータリークラブの石渡好行会員がマジッ
クを披露し、3 名での出演となります。逗子ロータリークラブ
でも後援をしております。入場料は明後日まで文化プラザや小
坪と沼間のコミュニティーセンターでお渡ししておりますので、
是非ご来場ください。 
 また、明日 19 日（金）には、逗子文化プラザさざなみホー
ルにて、「父、三浦雄一郎氏の思いとともに」と題して、逗子市
広報大使であり登山家の三浦豪太氏による南米大陸最高峰・ア
コンカグア登頂報告会が開催されます。アコンカグアはアルゼ
ンチンとチリの国境近くにあるアンデス山脈の山で、標高が
6961m 近くあるそうです。こちらも逗子ロータリークラブで
後援しております。行かれる方は宜しくお願い致します。入場
料は 1,000 円となっております。 
 そして、今晩は、㈱パブリックサービス社長・稲垣正さんの
入会式が行われます。菊池会員と三宅会員の推薦で、待望の新
会員を迎えることができ、とても嬉しく思います。話は変わり
ますが、先日 4 月 14 日（日）、相模原市のホテルセンチュリ
ー相模大野にて、相模原かめりあロータリークラブの認証伝達
式チャターナイトが開催されました。私と幹事、大野会長エレ
クトの 3 名で出席してまいりました。女性だけのクラブで、28
名の会員全員がお揃いの着物で出迎えて下さり、華やかさに驚
くほどでした。とにかくパワーのあるチャーターナイトで、女
性の底力を見たように思います。台湾の美仁ロータリークラブ
からも多数出席されていました。逗子ロータリークラブでも、
今後、女性会員を増やして行きたいと実感しました。残り 2 か
月で会員を 2 名ほど増やしたいと考えております。よろしくお
願いいたします。報告ですが、三宅会員が 20 日に退院との連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絡がありました。これで会長の時間を終わらせて頂きます。 

 

財団ニコニコ  松井 ＄20    桐ケ谷  ＄10 

米山ニコニコ  桐ケ谷         1,000 円 

会 長◆山本 由夫 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一 

副会長◆福嶋 謙之輔 

    鈴木 安之 

幹 事◆清水 惠子 

ＳＡＡ◆矢部 房男 

会計◆岡本 久 

直前会長◆村松 邦彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

山本会長の時間 

―2753 回 例会記録 2019 年 4 月 18 日― 

2018-2019 No.39 2019 年 4 月 25 日 

 

本日の進行（18:30） 
会員親睦会 
於：廣東飯店 
（横浜中華街） 

―次回のお知らせ― 
5 月 9 日（12:30） 

鈴木安之会員 
＆ 

松井一郎会員 

「四方山話」 

 

逗子ロータリークラブ Weekly Report 

清水幹事 到着物：ガバナー月信 4 月号 
週報：横須賀西 RC 
開催案内：・5/11（土）15：00～17：00 

 「青少年交換学生オリエンテーション」  
於：第一相澤ビル６F 

例会変更案内：・鎌倉 RC 4/30（火）休会 
      ・鎌倉大船 RC 4/25→5/6（月・祝）へ移 

動（初夏の家族移動例会）、5/2＆30 日休会 
      ・鎌倉中央 RC 5/6（月・祝）移動例会 
       15:00～ 「仁遊人」 
その他：・古墳便り第 40 号が届いています。 
    ・4/25（木）「横浜中華街 廣東飯店」での親睦会

の出欠連絡をお願します。皆様の出席をお待ちしてお
ります。 

    ・4/21（日）地区協議会が開催されます。10:30 交
流センター前集合、バスにて出発致します。対象の方
は、どうぞ宜しくお願いします。 

 

例会日 

第 1･2･4 木曜日 12:30 

第 3 木曜日  18:30 

第 5 木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

幹事報告 

ご入会おめでとうございます。 

新会員入会式 

46 名 
稲垣 正会員 

（㈱パブリックサ

ービス） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたくし桂歌助は、五人兄弟の三男坊。新潟県十日町市で育ち

ました。落語家になる前は実は学校の先生になろうと思いまし

て、授業に役立つには面白い話ができる方がいいと思いまして

落語を聞きに行き、その時に落語が病みつきになりダメもとで

大学 3 年の秋、いろんな師匠がいましたが一番優れているのは

歌丸師匠だと思い、関内の近くの家を探しあてまして門をたた

きました。噺家というのは三段階ありまして最初は【前座】で

師匠の身の回りのお世話を次に【独立】これが一番貧乏でござ

います、最後に【真打】になると師匠と呼ばれ寄席のとりをで

きる様になり、弟子を取ることが許される様にもなります。も

し噺家になりたい方がいましたら私に言ってください、今だと

１番弟子になれます。 

師匠、桂歌丸は『ほめる人は敵と思え、叱る人は味方と思え』

とつねに言い、決して弟子をほめない師匠でしたが、陰では愛

情をもって弟子を育ててくれました。 

そんな師匠との思い出を綴った『師匠 歌丸 背中を追い続け

た三十二年』の中からエピソードを１つ 

歌丸のかばん持ちとして出かけたときのこと。赤信号で歌丸が

足を止めたとき。 

「歌助あの信号は何色だ？」「赤です」「あれ赤か？ あれは青

だな。」 

何を言い出すのかと思ったが、師匠の言うことは絶対ですので 

「師匠すみません、青でした」と答えると「青だな。じゃあお

前渡りなさい」 

目の前を車がひっきりなしに通り過ぎていく交差点でここは渡

るべきか。躊躇しているうちに信号が青に変わり 

「いいかい、師匠の私のご無理ごもっともで聞くのは偉いけど、

こういうときは”わたしはかばん持ちなので師匠、おさきにど

うぞ”ぐらい言うもんだ」あの言葉は、初めて楽屋入りする弟

子へのはなむけだったと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡邊貞夫様…かながわ２７８０ロータリーE クラブ 

山本（由）君…桂歌助師匠卓話宜しく。渡邊元会員メイクアップ

でようこそ。稲垣正会員入会お目出とう。 

清水（惠）さん…歌助師匠よろしくお願いします。 

稲垣君…本日新入会の稲垣です。皆様よろしくお願い致します。 

鈴木（安）君…本日 12 時より「ヒルナンデス」4 チャンネルで

スズキヤが放映されました。 

山口君…先週休みました。ドイツ建設機械屋とイタリア観光旅行

して来ました。 

橘（武）君…歌丸師匠たっぷりと。 

矢部（光）君…桂歌助師匠をお迎えして！ 

湊屋君、横山君…落語のお話楽しみです。 

山科君、松田君、森澤君…桂歌助さんよろしくお願いします。 
矢部（房）君、藤吉君…桂歌助様卓話宜しくお願いします。 
村松君…暖かくなりました。落語の修行のお話し楽しみです。 
桐田君…僕も落語の人生を目指したいです。 
桐ケ谷君、岡本（一）君…桂歌助さんの卓話楽しみにしてい

ます。 
矢島君…稲垣様ご入会おめでとうございます。 
山本（三）さん…今日は藤吉一哉さんの誕生日です。 
徳永君…フレスコボールよろしくお願いします。 
中根君…娘が幼稚園に入園しました。 

【プロフィール】 

本名: 関口 昇         昭和 37 年 9 月  新潟県十日町市にて生まれる。 

師匠：（故 桂 歌丸氏）    得意ネタ：竹の水仙、金明竹 

芸歴：昭和 60 年 12 月   師匠歌丸に入門、歌児となる  

昭和 61 年 3 月    横浜三吉演芸場で初高座       昭和 61 年 5 月   前座になる  

平成  2 年 6 月    二ツ目に昇進、歌助に改名    平成 11 年 5 月   真打昇進 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥５２,０００   累計 ￥1,６０４,０0０ 
 

「落語の修行」        桂 歌助氏 

今回歌助師匠は４つの小噺を披露してくださりました。 

 

小噺① 「パンツ」 

 おかあさん       なぁに 

 パンツやぶれたよ    またかい 

 

小噺② 「ねずみ」 

 ねずみ捕まえた。大きいだろ そんなもん、ちいさいよ 

   おおきいよ            ちいさいよ 

   おおきいよ            ちいさいよ 

   と言っておりますと、中でねずみがちゅう 

 

小噺③ 「花咲かじいさん」 

ここ掘れわんわん。  

ぽちおよし、そんところは何にもでてきやしないよ 

ここ掘れわんわん。穴が大きくなっちまうよ。 

ここ掘れわんわん。やめないかって尻尾をひっぱったんで 

はなさんかじいさん。 

小噺④ 「漢字」 
先生質問があります。         なんだい？ 
顔って漢字はどう書くんですか？顔は左に彦と書いて右に頁だよ。 
じゃあ頭っはどうかくの？     頭は左に豆と書いて右に頁。 
そうじゃないよ、頭はこうやってかくんだよ。（頭を掻くしぐさ） 
                                担当：中根 

4/17（水）逗子 RC ゴルフコンペ開催 
優勝は初参加の岡本一朗会員、準優勝は石田会員、
3 位は桐田会員。おめでとうございました！ 3 月 4 月のお誕生のお祝い 

3 月・4 月の結婚記念日の

お祝い おめでとうござました 


