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2021-22年度 国際ロータリー会長 シェカール・メータ 

国際ロータリー第 2660地区 2021-22年度ガバナー 吉川秀隆  

4つのテスト 言行はこれに照らしてから 

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 

◆次回の例会プログラム◆ 
２０２１年 11 月 25日（木） 第 2496回例会 

   卓話： 上島 一彦 会員 
   「素晴らしい箕面！次世代のために！」 
   移動例会：千里阪急ホテル 仙寿の間 

◆前回例会◆ 

 2021年 11月 11日（第 2494回例会） 

  落語：桂弥壱様（担当 林たかみ会員） 

 

（出席報告）     

 会員数 28名 出席者 17名 

 出席率 68％   

 ゲスト 桂 弥壱 様 

     加藤仁哉 様（川西 RC） 

     阿部順子 様 

            
 

◆会長挨拶◆            浦  収 

 

本日は落語家の桂弥壱様をお迎えして落語を披露い

ただくということで、会場に立派な演壇が設置され驚

きました。例会中に落語をされた方は今までいらっし

ゃったのでしょうか？初めての試みなのではないでし

ょうか？ 

私と落語のつながりは、私は小学生の頃、両親が故

桂枝雀さんの落語が大好きで、家に枝雀さんの落語全

集のテープがありまして、私も小学生ながらそれを聞

いてケタケタ笑いながら、内容やセリフを覚えるぐら

い何度も聞いていました。特に「代書屋」や「池田の

鹿飼」が大好きで１００回以上聞いたのではないでし

ょうか？松本留五郎という天然ボケのキャラが最高で

した。 

また、8年前に箕面市からメキシコ旅行に行ったとき

に同行いただいた落語家の林家染太との現地交流も印

象的でした。メキシコの人にスペイン語で落語を披露

して大爆笑をさらっていました。またプライベートな

時間でも染太さんは笑い話の引き出しや、内容が豊富

で、プロの噺家さんの力量を肌で感じたことを覚えて

おります。そこで落語の歴史を調べてみました。 

 

＜落語のルーツ＞ 

1500 年代の室町時代末期～安土桃山時代に始まります。 

京都市中京区浄土宗誓願寺は「落語発祥の地」として

知られています。文人で茶人でもあった安楽庵策伝（あ

んらくあんさくでん）は、60 歳で清少納言や紫式部ゆ

かりの寺、誓願寺法主に就任し、大名の話し相手であ

る御伽衆（おとぎしゅう）を務めて、豊臣秀吉の前で

滑稽話を披露して大変喜ばれていたとも伝えられてい

ます。策伝は「落語の祖」と呼ばれ、教訓的でオチの

ある笑い話を説教に含ませていました。この策伝が書

いた笑話集「醒睡笑（せいすいしょう）」古典落語の元

になっていると言われています。 

 

＜落語の歴史＞ 

落語家の誕生 

江戸時代の元禄期、落ちのある滑稽話「落とし噺」を

京都の四条河原や北野などの大通りで話して聞かせる

「噺家」と呼ばれる人がいました。噺家は台に座って

聴衆に向かって話して聞かせ、ゴザに座った聴衆から

銭貨を得るという木戸銭のスタイルが確立しました。 

この中で噺家として有名になった大阪の「米沢彦八」、

京都の「霧の五郎兵衛」、江戸の「鹿野武左衛門」など

が活躍し、寄席が誕生していきます。 

◆今週の例会プログラム◆ 
２０２１年 11 月 18日（木） 第 2495回例会 

   卓話： 前田 建司 会員 

     『コロナ禍だから出来たこと』 
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＜寄席の誕生＞ 

18 世紀後半には、料理屋の 2 階などに噺家を集めて席

料をとる寄席の原型が確立されます。 

江戸落語は 19世紀、江戸落語が最盛期を迎えます。江

戸市中には125席もの寄席があったと言われています。

老中水野忠邦の天保の改革によって「風俗取締令」が

発せられ、江戸の寄席は一時期 15 軒まで減少します。

が水野の失脚により、禁令がゆるむと１７０軒に増加

しました。 

現代は落語ブームと言われ、そのブームを支えている

のは女性ファンです。 

イケメン落語家が大人気で、イケメン落語家ランキン

グ 2年連続 1位「春風亭昇々」 

二代目星の王子様「三遊亭王楽」元暴走族という異色

の経歴「瀧川鯉斗」などです。 

こんな若手イケメン落語家の方々が、ツイッターで女

性ファンたちに騒がれる時代です。昨今の落語ブーム

で居酒屋やカフェ、なんと都電の中など、さまざまな

場所で落語会が行われています。 

私もこの機会に変わらない日本の伝統芸能である落語

について改めて触れてみたく存じます。 

 

◆幹事報告◆             山本 貴雄 

・11月例会予定 

   18日 卓話 前田会員 例会場  

    25日 移動例会 職業奉仕委員長 上島会員 

                          千里阪急ホテル 

 ・1/13 鈴木豪様、3/17 島津ゆう子様を講師に迎え、移

動例会開催 

 ・山根ひとみ会員を親睦活動委員とする 

 

  

◆SＡＡ報告◆        ＳＡＡ  庄司 修二 

ニコニコ 

西脇 悟会員：桂弥壱様ようこそ。楽しみにしています 

上島一彦会員：2 人目の孫が誕生です。上島朋也（ともや） 

です 

庄司修二会員：桂弥壱さん（林会員）卓話よろしく 

芝野弘三郎会員：弥壱さん、よろしくお願いします  

前田建司会員：先週は仕事の為お休み、急にすみません。 

本日は弥壱さま、宜しくお願い致します 

黄堂泰昌会員、木村知也会員、浦収会員、山本貴雄会員、

山根ひとみ会員、河野優作会員、高橋太朗会員、 

加藤よしや様（川西 RC） 

米山奨学会 

河野優作会員、黄堂泰昌会員、浦収会員、上島一彦会員 

高橋太朗会員、山根ひとみ会員、芝野弘三郎会員、 

前田建司会員、庄司修二会員 

ロータリー財団 

片山秀樹会員：落語、楽しみにしています 

川端崇且会員、庄司修二会員、前田建司会員、浦収会員

芝野弘三郎会員、山根ひとみ会員、高橋太朗会員、 

山本貴雄会員、西脇悟会員、河野優作会員 

ポリオ 

庄司修二会員、山根ひとみ会員、浦収会員、木村知也会

員 

 

◆委員会報告◆ 

国際奉仕委員会            委員長 西宮富夫 

 

『箕面 RCの国際奉仕に関する提案 

＝I serve の国際奉仕も We serve

の国際奉仕も推奨』 

 

先日、Qs モールのトイレのタブ

レットで WaterAidJapan が提供す

る「水と衛生（トイレ）」の映像を

見ました。場所が場所だけに説得力があり、

WaterAidJapan への個人の寄付の方が余程国際奉仕ら

しいと感じました。つまり、この団体は寄付を世界の

「水とトイレ」の改善事業に使うから、個人の寄付が

国際奉仕の意味を持ってしまうと感じました。 

このような国際団体への個人の寄付はその国際団体

の特定の活動に直接使われるので立派な個人の国際奉

仕というべき。つまり、I serveの国際奉仕。勿論、純

粋に個人名で寄付し、純粋に個人の国際奉仕とするこ

ともできますが、「ロータリアン+会員名」で寄付する

ことで、寄付はロータリアンの I serve の国際奉仕と

いう性格が強くなると思います。ロータリアンとして

行う職業奉仕と同じ感覚かと思います。意識してする

か、自然体でするかの違いかと思います。 

一方、クラブの国際奉仕は現状ではクラブが行う国

際奉仕プロジェクトという意味が強い。勿論、地区が

推奨する国際奉仕プロジェクトは「補助金を出してロ

ータリーの練習をしてもらう」という意味からどうし

ても We serveの国際奉仕になる。しかし、クラブが行

うロータリーの国際奉仕は、国際団体（例えば WaterAid）

の国際奉仕活動に比べてやや見劣りするという点も見
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落とせない。 

以上の通り I serve（個人）の国際奉仕と We serve

（クラブ）の国際奉仕があることがわかります。箕面

RCとしては、I serveの国際奉仕（寄付）も、We serve

の国際奉仕（奉仕プロジェクト）も国際奉仕と認識す

べきと考えます。したがって、箕面 RCの国際奉仕委員

会の仕事は、ロータリアンとして個人的に国際団体に

寄付する国際奉仕をするか、クラブとして国際奉仕プ

ロジェクトをするかを決めることと言えます。 

以上 

 

☆落語ご披露 桂弥壱様☆  

 

本日の例会では、林たかみ会員のご紹介で、落語家  

桂弥壱様にお越しいただき、落語を披露していただき

ました。いつもの例会場が寄席に！ 

桂 弥壱様、楽しい時間をありがとうございました。 

是非また例会にお越しくださいませ！☆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆ 桂 弥壱（かつら やいち）☆☆ 

 

本名 渡邉晧太郎（わたなべこうたろう）  

1991 年 2 月 吹田市生まれ  

箕面市立南小学校、箕面市立第三中学校卒業し、その

後、川西市に転居、川西緑台高校卒業、甲南大学中退 

2017 年 11 月 桂米朝一門 桂吉弥に入門                

2020 年 11 月 3 年間の内弟子を卒業 

 

昨年より、米朝事務所所属の落語家として歩き始め 5 年

目を迎える。現在、天満天神繁昌亭、神戸新開地喜楽館、

動楽亭などの寄席を中心に、独自で企画した勉強会なども

開催。 

 

今年 8 月 22 日、箕面市立文化芸能劇場の杮落し公演

で開催された「米朝一門会」では、箕面に縁のある落語家

として前座で出演 

 

5 年前、桂吉弥の弟子入りを志願するきっかけとなったの

が地元・ みつなかホールでの「かわにし寄席 米朝一門会」                      

5 年後の今月、11 月 26 日（金）念願叶って「かわにし寄

席」の高座に上がる  

 

 

【桂弥壱 出演情報】 


