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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1982 回例会
平成 31 年 1 月 28 日(月)
12：30～ 海南商工会議所４F
ゲスト卓話：司法書士
弥勒 多加志(みろく たかし) 様
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「四つのテスト」
３．ゲスト紹介 司法書士
弥勒 多加志(みろく たかし) 様
４．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 23 名
出席率 54.76 ％ 前回修正出席率 64.29 ％
５．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんにちは！
先ず始めに、ゲストの弥勒 多加
志 様、ようこそお越し下さいまし
た。確か一昨年もお越し頂いたか
と存じます。お忙しい中、本当に
有難うございます。本日もスピー
チ宜しくお願い申し上げます。
それから、テレビで観戦した方も多いと思います
が、テニス全豪オープン女子シングルス決勝で大阪
なおみ選手が激闘を制し優勝、世界ランキング 1 位
に輝きました。日本人として大変誇りに思いますが、
それを報じる新聞記事の中で、大阪選手は、今まで
強打で相手を圧倒出来ないと気が済まない性格だ
ったそうです。しかし昨年 11 月に父の祖国ハイチ
を訪ねた折、水をくむため何キロも歩く貧しい人々
を見て「物事が思い通りに運ばなくても受け入れよ
う」と云う思いに変わり、弱点だったメンタル面が
強くなった要因の一つになったそうです。
当クラブのフィリピン・セブ島への訪問も主に貧
困の支援ですが、以前、田岡さんご家族や入会して
間もない赤松さん、宇恵さんが訪問され、子供には
良い経験だった、又、ロータリーに対しての価値観
が変わったなど、其々に得るものがあったとお聞き
しております。今年度は 3 月 24 日～27 日迄、奥さ
んが子供さんの教育の為にと家族で初参加されま
す。折角ロータリーに入会したのですから、まだ参
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか
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幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

加されたことのない方は、「百聞は一見に如かず」
です。是非、参加して頂きたいと思います。
さて、本日は 1 月の定例理事会議事録の補足説明を
致します。
・2 月 24 日（日）ロータリーデー「クリーンアップ
作戦」についてですが、清掃後、西 RC と一緒に、
この会場で昼食をとる予定でしたが、当日会場が
使用出来ないとの事で只今検討中です。なお、ロ
ータリーのイメージ向上として新聞社 2 社（和歌
山新報、特報）と海南市市報、それからガバナー
月信へ掲載予定です。
・たんぽぽの会さんとの交流会についてですが、開
催日は 5 月 12 日（日）に例年通り浜の宮ビーチ
に於いて例会として開催する予定です。当日は、
全員参加の奉仕活動と言うことで 100％出席を目
指したいと思いますので、今から確り予定に入れ
ておいて頂きたいと思います。但し、たんぽぽの
会の要望もあり雨の場合は中止と致します。
・家族会ですが 5 月 26 日（日）に決定致しました。
行先は検討中ですが、大十バス 2 台押さえており
ますので、これも沢山のご家族にご参加を宜しく
お願い致します。
・クラブ戦略計画委員会会議についてですが、宮田
委員長さん始め 9 名で 1 月 24 日(木)に実施致し
ましたので、後日報告させて頂きます。
・新入会員の件ですが、かねてより、森脇 悦夫 様
の入会を書面で皆様にお諮りしておりましたが、
推薦人の花畑さんから推薦を取り下げたいとの
要望がございましたので、ご了承の程、お願い致
します。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山東南ＲＣ 2 月 13 日（水）→2 月 15 日（金）
18:30～ダイワロイネットホテル
（和歌山南ＲＣとの合同例会）
○休会のお知らせ
有田南ＲＣ
2 月 12 日（火）
○２月ロータリーレート
１＄＝１１０円
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７．委員会報告
○ My ROTARY のアカウント登録
寺下 卓 君
My ROTARY の登録が完了していない方の登録につ
いて、日本事務局に調べてもらい再度、登録をお願
いすることになりました。この 1 週間位にメールが
来ますので、必ず、確認し、登録してください。
８．ゲスト卓話
司法書士 弥勒 多加志(みろく たかし) 様
皆さん、今日は。本日は「落
語のお話し」をさせていただ
きます。私は子どものころか
ら落語に興味があり、よく落
語会へ聴きに行きました。特
に笑福亭 仁鶴（しょうふくて
いにかく）さんや桂 枝雀（か
つら しじゃく）さんが好きで、
瞬く間にファンになってしました。
それから、数年後、落語会の常連客となり、聴き
に行った時、打ち上げがあり、「君、飛び入りで出
てみないか」とお誘いがあり、初出演したのが切欠
で、以来、アマチュア落語家（弥勒亭 福福）とし
て活動するようになりました。
落語は、江戸時代に始まったと言われ、現在まで
伝承されている伝統的な話芸の一種です。最後に
「落ち」がつくことがひとつの特徴で、「落としば
なし」略して「はなし」ともいう。
「はなし」は「話」
または「噺」とも言われ、本来、お芝居です。大衆
のための芸能として発展してきました。そのため、
結構、伝統的な決まりがあり、上座と下座。順番、
出囃子、太鼓、鐘、三味線の場所などがあります。
また、話す方向と顔の向きも決まっています。入り
口は大体、向って左側で右側は家とかです。
そんなことで、私は、アマチュア噺家、弥勒亭 福
福として和歌山で活動してきました。そして、平成
21 年度の文化庁「地域人材の活用による文化活動支
援事業」の一環として、和歌山で子ども落語体験や
ワークショップを開くことで、ひょんな切欠で講師
を引き受けることになりました。半年間、小学生に
小話やしぐさなど落語のいろはを学んでもらい、そ
の集大成で発表会も開きました。
また、「笑う門には福来る！」和歌山で落語をこ
よなく愛し、落語好きの集い
紀州落語愛好会「おきらく
会」を結成しています。落語
の好きな人たち一緒に紀州
寄席を開くなど、活動してい
ます。
最近では寄せも沢山でき、
皆さんもご存知ですが、代表的な大阪の「天満天神
繁昌亭」。東京でもこれまで落語から遠い存在でし
たが、若い世代が高座に列をつくるなど、注目を集
めています。新宿末廣亭なども人気を集めています。
皆さんも機会があれば、足を運んでください。
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

９．閉会点鐘
次回例会 2019 年 2 月 4 日（月）
第 1983 回例会 19：00～ 海南商工会議所４F
夜間例会

お誕生日

結婚記念日お祝い

千賀 知起 君

福福さん、今日はよろしくお願
いします。
土井 元司 君
孫が成人式を迎えました。
深谷 政男 君
本日は弥勒さん、卓話ありがと
うございます。
山畑 弥生 君
弥勒様、今日はよろしくお願い
いたします。
中村 俊之 君
〃
田岡 郁敏 君
〃
魚谷 幸司 君
昨日の８○会に多数のご参加
頂きありがとうございました。
大江 久夫 君
昨日の８○会ゴルフ大会で優
勝しました。
寺下
卓 君
次回の８○会ゴルフコンペの
幹事に宇恵さんが決まりまし
た。
宇恵 久見 君
次回の８○会ゴルフコンペの
幹事をすることになりました
ので、宜しくお願いします。
楠部
均 君
昨日の８○会ゴルフコンペに
初めて参加致しました。これか
らも宜しくお願いします。
岸
友子 君
先週と先々週に日赤で白内障
の手術をしました。非常によく
見えるようになりました。
戦略計画委員会 残高

大江さん、優勝おめでとう！

2019-20 年度 RI テーマ
「ロータリーは世界をつなぐ」
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