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■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　　長　安藤　公一

■斉　　唱　手に手つないで

　　　ＳＬ　佐藤　真吾

■出席報告

　 
■本日の欠席者
内田、二宮

■他クラブ出席者
二宮 (横浜鶴峰 RC)

田川（地区）

■ゲスト
渡辺　一雄殿

ナムフォン・ナラサワッドさん

（青少年交換留学生）

■皆出席者表彰
後藤　英則会員　　　　２年

■会長報告
　ほぼ 10 年ぶりの大型で強い台風 26 号の関

東地方接近 ( 上陸 ) に際し皆様方に置かれて

は特に大きな被害は無く、ご無事だったと了

解しております。天候の変化による被害は、

個人だけでなく企業にとっても大きなリスク

なのだと改めて思い知らされた次第です。一

方、経済の方は先週も申し上げた米国議会で

の予算通過の難航による、米国債償還不安か

ら不安定な展開は未だ解決しておらず予断を

許さない状況です。プロ野球のクライマック

スシリーズが始まり両リーグ共に３位のチー

ムが２位のチームを退けファイナルステージ

に駒を進めています。

　今日は川瀬さんご紹介の日本フィランスロ

ピー研究所所長渡辺一雄様からのお話を頂け

ます。楽しみです。また、その前に交換留学

生のナムフォンさんの近況報告を頂けます。

これも楽しみです。来日２ヶ月間で色々楽し

い時間を過ごされたことと思います。

　今週は、奉仕活動が目白押しで、10 月 17

日㈭の県立旭高校での職業人講話、、翌日から

２日間18日、19日はミューザ川崎で地区大会、

そしてその翌日 20 日㈰には旭ふれあい区民ま

つりが開催されます。連日となりますが、皆

様宜しくお願い致します。

○地区関係

１）10 月 10 日㈭国際奉仕委員長会議への田

川委員長のご参加お疲れ様でした。

２）11月 2日㈯に交換留学生オリエンテーショ

ンが開催されますが、その際にカウンセラー、

ホストファミリーの意見交換会も開催されま

す。後藤さん、漆原さん宜しくお願いします。

３）18 日㈮に出席率１位の表彰が地区大会で

行われます。クラブを代表して私が登壇して

参ります。

本日の出席率　90.0％

本日の出席数    27 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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○クラブ関係

１）R 財団奨学生の希望者からの申込があり

ましたので、本日例会終了後に面接を行う予

定です。

２）ラグビー早明戦（国立競技場）12 月 1 日

㈰ 14 時を一緒に観にいきませんか？ご興味の

ある方は、今月中に安藤公一までご連絡下さ

い。バックスタンド A 指定席￥2,500 を押さ

えています。

３）10 月 30 日㈬の例会は休会となります。

４）現在休会中の倉本さんは先々週ご退院さ

れ、ご自宅にて療養中です。お声もお元気な

様子でした。

　また、黒瀬さんは、未だ車椅子生活中で固

定電話を取るのに時間かかるため、携帯電話

080-5235-8191 にお願いしたいとのことでし

た。ヘルパーさんがいらっしゃるタイミング

でないと玄関を開けられないので、お見舞い

の際には、事前に連絡を取られた方が良いと

思います。

■幹事報告
例会変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラ

日時　10 月 25 日㈮夜間例会

　　　点鐘　19:00　

場所　三ツ境ライフ４Ｆ

　　　コミュニティーサロン

○横浜緑ロータリークラブ

日時　10 月 30 日㈬夜間移動例会

　　　点鐘　18:30

場所　フランス料理「半蔵屋」

■国際奉仕委員会　  　　　　　　田川　富男

国際委員長会議報告

　10 月 10 日新横浜ソシア 21 にて国際奉仕委

員長会議が開催されました。

　市川ガバナーはじめ金子地区国際奉仕委員

長及び各クラブの国際奉仕委員長 87 名が参加

され、今期の活動方針と 2590 地区における活

動アンケートの調査報告が発表されました。

　活動資金についてロータリー財団の地区補

助金とグローバル補助金を活用されたらとの

アドバイスをいただきました。又、各クラブ

(61 クラブ ) 活動アンケート結果は以下のと

おりです。

○本年度国際奉仕活動をしているクラブ

　(61 クラブ中 )

・している　　43 クラブ (相乗りを含む )

・していない　18 クラブ

○出来ない理由

・小規模クラブなので実施が難しい

・社会奉仕活動に重点を置きたい (復興支援 )

・情報が少なく、コネクションもない

・検討中

・近隣 RC を支援している

■社会奉仕委員会　  　　　　　　千葉　和裕

旭ふれあい区民まつり行事計画

１）集合時間

まつりの開催 10:00 ～ 15:00

車両による搬入予定時間が 8:30 迄と決められ

ている為、それに伴い社会奉仕委員 ( 田川、

福村、市川、新川、北澤 ) 及び復興支援委員

会の有志の方は 9：00 に集合し、掲示物の展示、

商品の陳列等を行う。

２）天候について

小雨決行　荒天の場合中止

当日の連絡先　安藤会長

(安藤 090-8746-6760)

３）服装

　先日のポロシャツを購入された方は着用願

います。帽子についても、一昨年誕生日プレ

ゼントとしてお配りした帽子がある方は着用

願い、無い方は黄色のロータリー帽子を用意

します。

４)その他

　当日は岩沼 RC より数名の雄志の方がお見え

になる予定です。

　親睦委員会の計らいで 16:00 より打ち上げ

が予定されております。多くの参加を希望し

たします。

　飲み放題・食べ放題一律￥5,000 －で、目

黒さんの２店目の店舗２階を貸切で行います

ので、ご家族もお誘いの上ご参加を！

■親睦委員会　　　　　　　　　  新川　　尚

「この指とまれ」企画　食事会のご案内

 中華街で美味しい中華料理を堪能しつつ親睦

を深めませんか。横浜中クラブ会員のお店で

特別料理を用意してお待ちしています！宜し

くご参加の程お願い致します。

日時　11 月 14 日㈭ 18:30 ～

場所　三和楼
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　　　横浜市中区山下町 190( 関帝廟通り )

会費　料理、飲み放題込　8,000 円

* 申込は新川までお願いします。

■雑誌委員会　　　　　　　            綿貫　守一

 ロータリーの友購読より

　本月はロータリーの職業奉仕米山月間に当

り、RI 会長は職業奉仕の基本的と題して本月

友誌にてメッセージされています。

　又、全国の地区ロータリーより諸々貴重な

投稿があります。改めてお目を通して頂きま

す様に。

横組み　８～ 14 ページ

縦組み　24 ～ 34 ページ

■ナムフォンさん　修学旅行報告

　10/1 ～ 10/4 まで沖縄に旭高校の修学旅行

で行きました。沖縄は暑かったです。たくさ

んのことをしました。とても楽しかったです。

１日目

　ひめゆり平和祈念資料館に行きました。ガ

マにはいりました。ちょっとこわかったです。

その日は旭高校の友達、わかなちゃんの誕生

日でした。わかなちゃんと同じ部屋でしたか

ら、みおちゃん、いちかちゃんと相談してサ

パライズでわかなちゃんの誕生パーティーを

ひらきました。みんなでケーキを食べました。

わかなちゃんは喜んでいました。

２日目

　さんしんを習いました。なだそうそうを弾

きました。じょうずに弾けませんでした。難

しかったです。それから沖縄ちゅらうみ水族

館に行きました。魚がたくさんいました。一

番おどろいたのはじんべいざめが大きかった

ことです。好きな魚は砂のなかからでたりは

いったりしている、にしきあなごがかわいく

ておもしろかったです。

　
　

　
　

　

　　　　
３日目

　海で snorkeling をして、きれいな色の魚

をたくさん見ました。沖縄の海はきれいでし

た。snorkeling がおわってから beach であそ

びました。おひるごはんを食べてからカヌー

をしました。それから dolphin show を見て、

dolphin にさわりました。dolphin はやわらく

てかわいかったです。それから banana boat

にのりました。excitng でたのしかったです。

４日目

　首里城公園に行きました。大きくてきれい

でした。首里城を見たあとは、自由行動で国

際通りでおみやげを買いました。おひるごは

んにお刺身定食を食べました。おいしかった

です。それからひこうきにのって羽田まで帰

りました。ひこうきにのっているあいだ、友

だちとたくさん話しをして楽しかったです。

　たのしい修学旅行を present してくれた

ロータリーのみなさん、ありがとうございま

した。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①渡辺一雄様ようこそおいで頂

きありがとうございます。卓話宜しくお願い

致します。②ナムフォンさんようこそ。

福村　　正／①日本フィランスロピー研究所

渡辺一雄様、ようこそおいで下さいました。

卓話よろしくお願いします。②交換留学生ナ

ムちゃんことナムフォンさんようこそ！剣道

やる？③先日、佐勘に泊ってきました。

安藤　達雄／渡辺さん本日の卓話よろしくお

願い致します。楽しみにしております。

吉原　則光／渡辺様、台風のあと、ご多用の

ところ卓話いただき有り難うございます。ユー

モラスな題名に大変楽しみに期待しておりま

す。

後藤　英則／やりました。皆出席２年です。

綿貫　守一／①渡辺様、卓話楽しみにしてお

ります。②会員の皆様には昨夜の台風で誠に

ご心労の事でありました事とお察し申します。

岡田　清七／台風も無事通過、わがやも大丈

夫でした。感謝です。

兵藤　哲夫／本日のスピーカー、渡辺さんを

お迎えして。楽しい話、楽しみにしてます。

tVk テレビ見ました。

五十嵐　正／渡辺様お久し振りです。前回の
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た。たまたま NHk なり毎日新聞が紹介して頂

きまして、今非常に売れております。本日何

冊かお持ちしましたが、あと１冊しか残って

いないということですので、もしご希望の方

がいらっしゃいましたら、また川瀬さんに言っ

てくださいませ。

　バケットリストのバケットというのはバケ

ツという意味です。私はアメリカの MIt に留

学している時にバケツのリストというのは何

だ？と聞いたら、バケツじゃないよ、バケッ

トというのは棺桶だというのです。どういう

意味だと聞いたら、日本ではいわゆるエンディ

ングノートとか言いますけれど、お葬式の時

に誰にスピーチしてもらうか、香典はどうす

るか、遺産はどうするかとか色々書くのをエ

ンディングノートと言いますけれど、バケッ

トリストはそうではございません。これから

どう生きるかという、もっと前向きな事でご

ざいます。

　私は現在 77.5 歳、男の平均寿命が 79.5 歳

でございますから、私の残りの人生はあと２

年間、その２年間をどう生きるか。今日旭ロー

タリーに来るか、台風が来たから家で酒飲ん

でゴロゴロするか、私の自由なのです。でも

今日は川瀬さんのご紹介ですし、私の大好き

な旭ロータリーですから、絶対行くと思って

ましたけれども、晴れて来ることが出来まし

た。いずれにしましてもこれからの人生、毎日、

毎日、毎日、みなさんも若い方もそうでしょ

うが、高齢者であればあるほど１分１秒が大

事でございます。

　皆様は、ロータリーを通じて社会貢献なさっ

ていることに対して、心から敬意を表してお

りますけれども、我々が今後どうやって生き

るかとうのは非常に大きな問題で、世界の老

人問題研究“ジェロントロジー”と言いますが、

ジェロントロジーのメンバーが日本に集まり

まして、日本が何でこんなに長生きするのか？

という調査と、もう一つは長生きしてどうな

るんだ？と。

　私は老人ホームの施設長をやっておりまし

たから覚えておりますが、ただ長生きしてい

るだけじゃ意味ございません。長生きして良

かったと言うには、日本人は世界最長ですか

　
　

　
卓話フィランスロピーよく覚えております。

本日も宜しくお願い致します。

増田嘉一郎／渡辺一雄様、卓話を楽しみにし

ています。

太田　勝典／松本さんのお子様ようこそ。

青木　邦弘／①渡辺様ようこそ。歌も聞きた

いです。②商大バザー受け付けております。

杉山　雅彦／すごい台風でした。皆様ご無事

の様で何よりです。我がエリアは泊まり込み

と早朝出勤で９ヶ店が無事９時に開店できま

した。

佐藤　真吾／①辺様、本日はようこそお越し

いただきました。卓話よろしくお願い致しま

す。②ナムフォンさんようこそ。

■卓話「ユーモアのある楽しい人生とは」
　　　　　　　     　　　　　渡邉　一雄殿

　皆様、こんにちは。ナムフォンさん、コッ

クンカー！私も前、香港にいたり居たり、タ

イに居ましたので日本語の上手なのにびっく

りしました。横浜旭ロータリークラブのお招

きでいらっしゃって、本当におめでとうござ

います。また皆様、本日は私を３回も呼んで

いただき光栄でございます。また大変な誇り

でございまして、本当に嬉しゅうございます。

　私の話“フィランソロピーの話”を今まで

聞いた方、ちょっとお手を挙げていただけま

すか？３人、５人、そうですか。そうすると

新しくメンバーが変わってらっしゃるのです

ね。私は変り者でございまして、昭和 11 年２

月 29 日、変な日に生まれまして、4 年に１回

しか誕生日が来ないのです。ですからまだ私

19 歳。でも今年 77 歳になりました。そこで

今川瀬さんからご紹介いただきました「77 歳

のバケットリスト」というのを今年書きまし
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ら、女性は 25 年間第１位、男性は第５位で

すけれど、１位の香港が 79.98 歳、日本が

79.56 歳ですからもう香港と変わりません。

香港の人口はたった 600 万です、日本が１億

3,000 万ですから、実質男の人も世界一でご

ざいます。その世界一の日本人が老後どう暮

らしていくか、どう楽しく暮らしているかと

いう調査にたくさん来ております。

　私は、この毎日新聞が紹介してくださいま

したように、フィランソロピー（社会貢献）

の研究をして、東大病院ににこにこボランティ

アを創ったり、あるいは日本福祉囲碁協会会

長をしたり、そして最後にこの落語のフィラ

ンソロピーに到達したわけでございます。結

局、人間に笑いというのは非常に大事だとい

うことで、日本笑い学会にも入っております。

　皆様ぜひ怖い顔なさらず笑っていただきた

い。今日私は、３回以上笑った方には１人

３万円ずつあげようかなぁと、お金持ちでし

たらそうしたいなぁという気持ちで参りまし

た。（笑）

　もうひとつお礼を申し上げたいのは、旭区

川合に今から 3 年前に“かわいの家”という

特別養護老人ホームをつくりました。色々と

皆様にお世話になりましたが、今 100 人ほど

入っております。施設長をやっておりました

けれども、実際今 300 人位の待機の方がいらっ

しゃいます。月に 8 万円位で食事も付いて暮

らせるのですから、あそこに入っているのは

幸せな方です。

　人気ある方がおりまして、ナゾナゾばあちゃ

んと言います。なんでも声をかけるのです。

「ちょっと、施設長施設長！」「なんですか？」

「あのね、ナゾナゾ言うよー！」「なんだい？」

と聞きましたら、「清少納言は眠る前何をして

いたか分りますか？」と言うのです。「そんな

こと知らないよ」と返すと「知らないの？清

少納言は枕の掃除（枕草子）」「おばあちゃん

すごいね！ざぶとん１枚！」と言うとおばあ

ちゃん嬉しそうな顔をしているのです。

　そこに駐車場があります。１番２番３番４

番５番６番７番８番９番とあるのですがいつ

も満車なんです。ところが９番だけ空いてい

る。「はい、施設長！なんで９番だけ空いてい

るのでしょうか？」「そんなことわからないよ」

「自動車は急に（９）に停まれない」そのナゾ

ナゾばあちゃんは人気者です。いつまでもユー

モアがある方は良いですよね、ただ同じナゾ

ナゾばかり、今の話は 100 回以上聞きました

よ。（笑）「おばあちゃん頭良いね」というと「施

設長頭悪いね」と合いの手を打つのです。

　ただ、日本人というのはユーモアがとても

分からない国民でして、私も香港に 10 年、ア

メリカに 10 年居て、色々と日本人のユーモ

アの無さを見てまいりましたが、実を言うと

日本人はおかしくても笑っちゃいけない、我

慢している節もある。冗談を言うのは失礼だ

という気持ちもありますけれども、アメリカ

人はこういう時に必ずユーモア、冗談の話を

するのです。例えば私が一番印象に残ってい

ますのは、MIt ビジネススクールの会計学の

授業、会計学なんて一番嫌な授業ですよ、つ

まらない授業。ただその授業が人気なのは、

授業の前に会計学の先生がユーモアのある話

をするのです。例えば、「今日はやっと台風

が過ぎていい天気だ、そこでゴルフに行っ

た。牧師が一番ティーで打ったら池にポチャ

ンと入ってしまった、そうしたら牧師が OH! 

SHIt ！（くそ！）と言ったのです。汚い言葉

で女性の前で言ってはいけない言葉に入って

いるのですが、その言葉を牧師が言ったら晴

れていた空が突然雲ってきて、雷が鳴り天か

ら『これ牧師！お前は牧師という聖職をやり

ながらどうしてそんな汚い言葉を使うのだ！

今度OH! SHIt! なんて言ったらお前を殺すぞ』

と。牧師は『神様、どうぞお許しください、

もう絶対言いませんから』と謝ります。そし

たら途端に晴れて、牧師も気分よくゴルフを

続けていたら、その日はとてもうまくいって、

最後のホールをボギーで回れば優勝というと

ころまで来て牧師が真剣に打ったら、なんと

森に入ってOB！思わず牧師がOH!SHIt!と言っ

てしまい、途端に青空が曇天になりましてザー

と雨が降って、ピカー！ドーン！と落ちたの

です。その雷に当たって死んじゃった、しか

し見たら死んだのは牧師ではなく牧師のパー

トナーだったのです、そしたら天から『OH! 

SHIt!』と声が聞こえてきた。（笑）これ分か
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たしまた。１万人に１人のリュウマチ性多発

筋痛症という病気でして、もう死ぬかと思う

位。一年間動けない病気をいたしました。そ

の時に助かったのが落語です。やはりユーモ

ア、テープ借りてきて毎日笑って過ごす、そ

れでやっと治ってまいりましてこうやって今

日立っております。一年間位、一時は本当に

歩けませんでした。そんな人生を送りまし

た。その時に落語というものの面白さを知り

ました。特に「オチ」が面白い。だから小噺

に「おじちゃん、僕落語知っているよ。」「坊

や落語知っているの、ふーん、やってごらん」

「昔々おじいちゃんとおばあちゃんがいまし

た。」どっかで聞いた話だな、「それで？」「お

じいちゃんとおばあちゃんが川へ行ってジャ

ブジャブジャブジャブと一日洗濯しました。

おしまい！」「何だい坊や、落語っていうのは

落ちる語、オチが無ければダメだよ。この話

はオチが無いでしょ。」「うん、オチが無いか

ら洗ってるの。」（笑）

　こういう小噺を覚えることによってだんだ

ん落語が入ってくるのです。私は昔から落語

が好きだったんですが、聞くのと話すのでは

大違いですね、今皆様にこうして話をしてい

るでしょ。普通は高座がありましてそこに紫

の座布団があり、チチキチンチキとお囃子が

ありそこへ私が「えー、三遊亭大王でござい

ます。馬鹿馬鹿しいお話で…」ということで

始まるわけです。今日はこんな形式でやって

おりますけれども、落語はなんて言いますか、

何もない。扇子と手ぬぐい、これだけしかな

い。扇子で時々字を書いたり、手拭いでご飯

を食べてみたり、色々使うわけでございます。

今日は動物病院の院長さんも来てらっしゃい

ますので、たまたま先週テレビで NHk が私の

落語「動物園」が放映されましたので、今日

はそれをやらしていただきたいと思います。

―こんちはー！あのー私ね、渡邊っていうん

ですけれどもね、あのー紹介で来たんですけ

れども、何か仕事あるんですか？

―あぁ、渡邊さんですか、聞いてますよ。私

園長の川瀬でございます。

―あそうですか

―当会社はですね、珍獣動物園と言いまして

りますか？５秒で分る人は正常、10 秒でわか

らない人は重病人。すぐ老人ホームに連れて

きたいと思いますけれども、こんなユーモア

な話をするのです。

　それから、私はこの例会が終わったら帰り

に横浜美術館に寄りまして、横山大観の美術

を見て帰ろうかなと満員電車の中で考えてま

いりましたが、この間も上野美術館で変なの

がいるんですよ。マツコ・デラックスみたい

にこんな太った女が来て「ちょちょちょっ

と！！美術員さん！この絵ね、絶対私知って

いるわよ！この絵ね、ルノワールでしょ。」「奥

様、これはフェルメールでございます。」「フェ

ルメール？おかしいわね、私絵には詳しいの。

じゃこれはマネでしょ。」「奥様、これはモネ

でございます。」「マネもモネも一字違いじゃ

ないの、そんな軽蔑した目で見ないで。じゃ

これは分かるわ。これ絶対ピカソでしょ。」「奥

様、それは鏡でございます。」（笑）

　皆さんこんな小噺を一つ一つ覚えておくと

面白いですね。例えば以前に九官鳥を飼って

いたのですけれど、九官鳥に「だあれ？」と

いう言葉を教えたんです。ある日家内と私が

買い物に出かけた時に新聞屋が入ってきたん

です。「新聞屋です！」そしたら九官鳥が「だ

あれ？」新聞屋がまた「新聞屋です！」「だあ

れ？」「新聞屋です！」「だあれ？」……新聞

屋、頭にきてしまったんです、それして暑かっ

たせいもあるでしょうが、玄関で倒れてしまっ

たんです、そこへ私達が帰ってきて、大きな

男が倒れているでしょ、だから「だあれ？」

と言ったら「新聞屋です」と九官鳥が言った

んです。（笑）

　まぁ話の枕でございますけれども、こんな

ことで皆さんも一つ二つ覚えておかれると良

いと思います。例えばお孫さんから「おじい

ちゃん、ねずみ捕ったよ！大きいでしょ」「な

んだ、ちっちゃいよ。」「大きいよ！」「小さい

よ！」「大きいよ！」「小さいよ！」と言って

いたら、なかでねずみがチュウと言ったんで

すね。（笑）わかるかな？私落語家になりまし

てこんな小噺を教えてもらいました。

　私は 70 歳になってから落語家を始めたの

ですが、実を言うと去年私は大きな病気をい
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ね、いわゆる珍獣ですから首の短いキリンと

かシマのないシマウマとか鼻の短い象とか…

―それは豚じゃないですか

―いや、象なんですよ。だから珍獣なんです。

珍獣を集めてお見せする営業をしている会社

なんです。

―へぇぇ、私それでやる仕事あるんですか？

―ありますあります、ところが動物園で一番

の人気の白いライオン、ホワイトライオン、

これが去年寒さで死んじゃったんですよ。人

気が一番ありましたからね、お客さん減っ

ちゃって困ってたんで、中の物とって着ぐる

みを作ってそこに入る人を探しているんです

よ。あなたライオンになったことありますか？

―ライオン！そんなのありませんよ！私ね、

頭が悪いんですよ。だから頭使う仕事とか、

それから体も弱いから、茶碗以上、重い荷物

を持つ仕事なんかもしたこと無いんですから。

だからそういう仕事は出来ないって言ってあ

るんですよ。

―心配いりません、動物の中に入るだけです

から、そんな頭を使うことや重い物を持つこ

となんてないですよ。

―あ、それと私一番嫌なのは、なんかみんな

の前で報告するとか、挨拶するとか、報告書

書くとか大っ嫌いなんですよ。

―そんな事しません、そんな、ライオンの中

に入るだけれすから、報告書とかそんな頭使

うことなんか全くありませんよ。

―あ、そうですか…。それと私ね、あのぅ、

朝が弱いんですよ。朝ボーっと２時間位して

いるんですよ、ですから 10 時位にぶらーっと

出勤してぶらぶらして、お昼を頂いて、昼寝

をしてそれで４時頃帰る、そういう仕事を探

しているんですよ。なかなか無いですけどね。

―そんな仕事中々無いけれど、この仕事あな

たにピッタリですよ。当園は 10 時開園４時閉

園ですから。あなた、ぶらーっとしてればい

いんですからあなたにぴったりですよ。

―え！いいんですか？朝 10 時で４時で帰って

いいんですか？

―いいんです、いいんですよ。

―へぇぇ、そりゃいいな。あ、それと園長さ

んね、私借金がありまして、あのう言いにく

いんですが、月給 100 万円ほど頂きたいんで

すが。

―100 万円！高いなぁ。まあでもいいや、当

園一番の人気のあるライオンだから、100 万

円あげましょう！

―くれるんですか！嬉しいなぁ！

―じゃ契約書にサインして頂けますか？

―あ、ちょちょちょっと待ってください、私

ねぇ来週小学校の同窓会がありましてね、そ

こに行くとですね、きっとみんなワァーっと

集まってきて、渡邊何の仕事しているんだ？

と、ライオンやってるって言ったらみんな馬

鹿にするでしょうなぁ、私は昔からナベバカ、

ナベバカと言われてたんだけど、この歳になっ

て馬鹿って言われるのは私のプライドに傷が

つくんですよ。ですから私、ちょっとそれが

気がかりで…。

―いや、そんなの心配いりませんよ、あなた

をね、部長にしてあげますよ。

―部長！？私 30 何年ヒラですから、部長なん

て雲の上の人ですよ。へぇ、部長にしてくれ

るんですか？

―いや、部長だけども、一応名刺には株式会

社珍獣動物園営業本部エンターテイメント事

業部ライオン担当部長っていうんです。部長っ

ていうけれども部下はいないんです。ライオ

ン部屋のです。そういう名刺を作ってあげま

すよ。

―あ、部下いないんですか。へぇ、でも部長

なんでしょ？

―ええ、部長ですよ。

―部長ならいいや、みんなビックリするだろ

うな。部長になったんだ！じゃ引き受けましょ

う！

―引き受けてくれますか、じゃあこれにサイ

ンしてください。…はい、これで決まりまし

た。じゃあ渡邊さん、今日からライオンですよ。

でね、ライオンはね、決まりが一つあるんで

す。いいですか、ライオンはね、猫族ですか

ら足を揃えましてね、右手で出た時には左肩

を下げて、いいですか、１．２．３、とこう見

るんですよ、こっち行く時は１．２．３、ピュッ

とこういう風に歩くんですよ。

―へぇ、これなら簡単だ。手を揃えて１．２．３、
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これでいいんですな？

―それでいい、それでいい、あんまりうまく

ないけれども、それでいいや。じゃこのライ

オンの皮を着て下さい。そうそう、それで檻

に入ってください。そうそう、頭下げてね。

はい、おしりも入れて、「ギー、ガシャ！」

―ちょっと川瀬さん！私怖いですよ！鍵かけ

ないでくださいよ！

―何言ってんですか、あなたもうライオンな

んだから、怖いのはお客さんなんだから、あ

なた 100 万円あげてるんだからちゃんとやっ

てくださいよ！

―分りましたぁ、ああ、川瀬さん！川瀬さん！

―何ですか？

―私あのぅ、お昼にタバコ吸いたいんですが、

どうでしょう？

―ダメですよ！ライオンがタバコなんか吸っ

たら！

―えぇ、困ったな。吸っちゃいけないんです

かぁ、でもやります。

―しっかりやってくださいよ！

―ああ、そうそう！川瀬さん！川瀬さん！川

瀬さん！

―何ですかうるさいなぁ。人が聞いたらばれ

ちゃいますよ！

―じゃ聞きますけどね、私お昼にビールを２

本ほど飲みたいんですよ。どうでしょう、ビー

ル２本用意して頂けませんか？

―ダメですよ！！お昼にビール飲んだらライ

オンはトラになるでしょ！

（うまい！座布団１枚！）

…なんて言いましてやっとライオンちゃん、

広場に出てきました。

―今日は子どもの日か、いっぱい来ている

なぁ。うわー、来ているなぁ。

―お母ちゃん、あの白い動物なあに？

―あれはホワイトライオンっていって、西洋

の猛獣なのよ。

―ふーん、このライオンに石投げちゃえ！

ピュー！

―痛！やったな、このガキ！おどかしてやれ！

ウゥゥ…ワン！

―お母ちゃん、今ライオン、ワン！って言っ

たよ。

―おかしいねぇ、時々中国にもそういうのい

るらしいけれど。おかしいね、ワンなんて。

―しまったぁ、川瀬さんに聞くの忘れちゃっ

た。まあいいや、黙ってよ。

…そしたらそこに蝶ネクタイをしたハンサム

なアナウンサーがやってまいりました。

―ちょっとすみません、ちょっとすみません、

えー皆様、今日はようこそ珍獣動物園にお越

しくださいました、本日は、左に見えますの

が人気ナンバーワン、西洋の猛獣のホワイト

ライオン！右に見えますのが東洋の超猛獣、

ブラックタイガーでございます。人もぺロっ

と食べちゃうようなものすごい猛獣でござい

ます。普通は黄色い色に黒い斑点があるので

すがこれ全身真っ黒でございますね、ライオ

ンも普通は茶色ですがこれは真っ白でござい

ます。大変な珍獣でございます。よくご覧く

ださいませ。

―うわぁ、あれがブラックタイガーか、怖い

顔しているなぁ。人間ぺロっと食べちゃうの

か、へぇぇ、でも檻があるから大丈夫だな。

…そうするとまた司会者がやってきまして、

―パンパカパンパンパーン！えー、ご来場の

皆様、ご来場の皆様、本日は珍獣動物園の初

日でございます。そこで初日のイベントとい

たしまして、そのブラックタイガーとホワイ

トライオンの一騎打ちをお見せいたします。

―冗談じゃない！！俺そんなこと聞いてない

よ！！俺 100 万円で命売ったみたいなもん

じゃないか、冗談じゃないよ！！

…そして司会者がサッと柵を開けますと、ブ

ラックタイガーがウワァァッっと入ってきま

した。

―ダメだ！来るんじゃないよ！！しっ！！

しっ！！神様神様！南無妙法蓮華経！南無妙

法蓮華経！アーメンソーメン冷ソーメン！

…と祈っておりますと、ブラックタイガーが

ライオンのところにウワァっとやってきて、、

―おい、驚くな。俺も 100 万円でたのまれた。

どうも失礼いたしました。

■次週の卓話
　10/30　休会
　11/6　クラブ協議会　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　週報担当　漆原恵利子
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平 成 2 5 年 ９ 月 度 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％ ％

11日 18日

100

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

千　葉　和　裕

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

黒　瀬　一　敏

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

29
28

４日

96.55

29
29 100

29
25 89.65

29
29 100

％

％

31
28 90.32

31
31 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

0

100

100

50

25

25

25

0

25

25

50

25

100

0

0

0

50

0

0

25

100

0

100

150

125

125

125

100

125

125

150

125

100

100

100

100

100

100

100

125

100

100

100

100

75

75

75

75

100

100

75

100

100

100

100

75

100

100

25

25

25

25

0

0

25

0

25

25

0

25

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

125

125

100

100

150

太　田　勝　典

大　谷　蓉　子

斎　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

綿　貫　守　一

矢　田　昭　一

山　崎　良　三

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

25日

％

％

29
27 93.10

29
29 100
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