
出席報告

会員誕生日 西嶋､辻､中田､新藤､寒川

配偶者誕生日 津村サツキ(寛司）

結婚記念日 多屋平､白井､中田､新藤､松田､寺前､

伊賀､畑地

皆 出 席 阪本(10年）新井(26年）長野(27年）

☆桂三歩さん､ようこそいらっしゃいました。卓話楽し

みにしています。････････････伊賀､横田､濵口､柏木

☆マルチプル･ポール･ハリス･フェローピン頂きました。

･･･････････････････････････････････････････白井

☆ロータリーゴルフ優勝しました。パープレイで廻れ

たのですごくうれしいです。取り切り戦も頑張りま

す。･････････････････････････････････････福本雅

☆ゴルフ同好会の7月の三谷昌平会長杯取り切り戦が近

づいてきた。まだ参加資格がない。残されているチャ

ンスはあと1回。新藤さん､共に頑張ろう。･････中松

☆ロータリーゴルフ欠席しました。･････････････柴田

☆ちょっと良い事がありました。･････････････三前洋

お 祝 い

ニコニコ箱

第2917回 第2918回 第2919回

会員数 84名 84名 85名

出席規定免除会員数 10名 10名 10名

出席計算会員数 83名 83名 83名

出席者 58名 54名 66名

出席率 70.73％ 66.66％ 79.52％

メイクアップ 13名 13名

修正出席率 85.54％ 80.72％
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国際ロータリーテーマ

「こころの中をみつめよう
博愛を広げるために」

-Reach within to Embrace
Humanity-

カルヤン・バネルジー
ＲＩ会長

大澤徳平ガバナー

例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀伊田辺ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

会 長 伊賀 久記
幹 事 福本 雅彦
会報委員長 柏木 壽夫
http://tanabe-rc.com/

承 認 昭和28年3月2日
事務所 〒646-0031

田辺市湊1073-63
ＴＥＬ 0739-24-2002
ＦＡＸ 0739-26-0264
ｍａｉｌ tanabe-rc@helen.ocn.ne.jp

４つのテスト (FOUR WAY TEST)

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

●司会者
伊賀久記会長

●ソング
君が代

笑って笑ってロータリアン

●ゲスト
桂 三 歩 様

●ビジター
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☆長男が結婚しました。･･･････････････････････廣本

☆2人目がこの3月に片付きましたが､まだ別れていない

ようです。･･･････････････････････････････植田芳

☆先月4月29日紀三井寺(海南)のテニスコートで熟年の

西日本ソフトテニス大会があり､残念ながら準決勝で

敗れ3位に終わりました。････････････････････荷稲

☆ゴールデンウィークに行って来ました。大峯奥駈。

3日目に返り討ちに遭いました。･･････････････阪本

お知らせ

会長報告
・本日臨時理事会を行い､田辺市出身阪本直也選手ロ

ンドンオリンピック出場激励会実行委員会へ､激励

金1万円を拠出する事を承認しました。

・1月に承認されていました社会保険紀南病院院長赤

木秀治氏について､ご報告致します。赤木氏は､田辺

RCクラブ細則第11条第1節ないし第5節の適正な手続

きを経て､すでに会費を納められ､田辺RCの正会員に

選ばれています。ただ､赤木氏のお仕事の関係上､未

だ入会式の日程が未定で､現在調整中です。決まり

次第あらためてご報告致します。

・4月28日に､和歌山RC創立75周年記念式典及び祝賀会

が行われ福本幹事と私の2名､出席致しました。

・白井浩会員がマルチプル･ポール･ハリス･フェロー

になられました。ロータリー財団よりピンが届いて

いますのでお渡しします。

・多屋平彦会員が第5回マルチプル米山功労者になら

れました。米山記念奨学会より感謝状が届いていま

すので､お渡しします。

新会員卓話

岩本 浩典 会員

社会保険紀南病院

臨床検査技師

石水 弘子 様「ＳＬやまぐち号-津和野駅-」
撮影 横田達夫会員
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只今ご紹介に預かりました、地

元出身落語家の桂三歩です。私は

この田辺ロータリークラブの例会

で卓話させて頂くのが幼い頃からの夢でございました。

落語と漫才では同じ笑芸でも違いがあります。簡単

に言いますと一人で座って語るのが落語で、二人以上

で立って喋るのが漫才です。何より違うのが、気の合っ

たもん同志がコンビを組みＴＶ局や演芸関係者の目に

留まり、おもしろくて、お客さんをぎょうさん集め、

お金が稼げ、人気者になったりすれば、それはプロの

漫才師なのですが、落語家はそうではありません。ど

れだけ面白かったり、上手でも、師匠に付かなければ

プロにはなれません。逆に言えば入門さえ許されれば

例え下手であろうが面白なかろうが落語家なのです。

落語家の歴史はおよそ３００年と言われています。

現在、東京で５００人、大阪で２００人程度ですが、

終戦直後わずか１０数人で上方落語は滅んだと言われ

る中、松福亭松鶴、桂米朝、桂文枝、桂春団治、いわ

ゆる上方落語四天王と称された師匠方初め先人のお蔭

で現在の大所帯となった訳です・・・。という様な事

を、今から約１０年前呼んで頂いた田辺ロータリーク

ラブ例会の卓話でお話しさせて

貰いました。

そして今日５月１０日現在、

ロータリークラブさんにも新会

員が入られたように、我が上方

落語協会員も２５０人を超えま

した。この間落語家を取り巻く

『落語と私』

環境は大きく変わりました。一番は何と言っても６０

年振りに大阪に出来た定席(毎日やっている)の落語専

門寄席小屋、天満天神繁昌亭が挙げられます。今まで

なんばグランド花月や角座等が有りましたが、漫才中

心で落語家は一人か二人しか出演出来ませんでした。

私の師匠桂三枝が協会会

長に就任され、一般の方々

に御寄付を頂き、先人から

の悲願である落語家定席小

屋が平成１８年９月に復活

したのです。お客様にも沢

山お越し頂き、我々演者も

お客様に喜んでもらえるよ

う張り切っております。それ以外にもＮＨＫ朝ドラ

「ちりとてちん」に代表される様な落語を扱ったドラ

マや映画があり、より身近に感じられた事もあったと

思います。

そんな中ここ数年(三平、米団治、春蝶等)続いてき

た落語界の襲名でも一番とも言える「文枝」という江

戸時代から続く大名跡を師匠三枝が継がれます。全国

５０公演近くの皮切りとしてこの７月１６日、お笑い

の殿堂ＮＧＫで始まります。この演芸史に残る大イベ

ントで、いの一番に落語をさせて貰うのが当日前座を

務める私、桂三歩です。

円歌、歌丸、春団治、

松の助、仁鶴、ざこば、

染丸、文珍、きん枝と

そうそうたる大御所方

に混じっての出演です。

田辺の皆様、是非ご注目を！！

委員会報告

野球部 新井康司会員
・5月12日より､いよいよ練習が始まります。場所は新

庄別館グランドで午後3時～6時まで行います。よろ

しくお願いします。

60周年記念委員会 植田英明60周年幹事
・本日例会終了後､60周年記念委員会を行います。60

周年記念委員会の各委員長の方と総務委員会委員の

方はよろしくお願いします。

桂 三 歩 様

幹事報告
・地区よりRI第2640地区ローターアクト地区大会のご

案内が届いていますので回覧します。

・JCニュース､ザ･ロータリアン、近隣クラブの会報が

届いておりますので回覧します。

順位 氏名 グロス ハンディ ネット

優勝 福本 雅彦 ７２ ８ ６４

２位 長井 保夫 ８３ １１ ７２

３位 白井 浩 ８５ １０ ７５

ロータリーゴルフ５月例会成績
５月６日(参加12名) 白浜ＧＣ

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №3-新藤 №6-白井 №8-津村西嶋 №15-福本
№18-津村

※次回は６月１０日（日）９:０３スタート 白浜ＧＣ

※４クラブゴルフコンペ(ホスト-田辺東RC)

・5月13日(日) 参加-合計29名 ラビーム白浜

田辺-9名 田辺東-17名 はまゆう-1名 白浜-2名

＜４クラブ対抗入賞者＞

団体戦は､田辺東クラブが優勝､2位田辺クラブ｡

戦力となった選手は、廣本､渡部の各氏

準優勝-廣本喜､4位-渡部､5位-長野､13位-山本､

16位-津村､17位-畑地､19位-野村､20位-瀬戸､

23位-榎本､

ニアピン賞-№11-瀬戸
・次回ホストクラブ 白浜RC 2012年秋季


