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【式次第】 12:00～13:00 
1．司会進行   尾崎 由比子     会員 

2．開会点鐘   古山 真紀子    会長 

3． ロータリーソング        「奉仕の理想」 

4． ゲスト・ビジター紹介     清水 ミッシェル 会員 

5． ニコニコ報告    逸見 圭朗      会員                     

6． 会長挨拶             古山 真紀子    会長 

7． 米山奨学金授与        光行 順子      会員 

8． 「ロータリーの友」       古山 真紀子   会長 

9． 幹事報告            鷲澤 充代     幹事   

10 ．卓話               【右参照】  

 

本日お招き頂き、大変光栄です。 

本来なら講談師をお呼びし、親しんでもらえればと思った

が、今日は講談の歴史についてお話をさせていただく。 

歌人で有名な斎藤茂吉の研究を行っている。ビジネス倫

理を翻訳したものも執筆している。 

これまでに 30回以上ロータリーの友の川柳欄に掲載され

たことがある。 

ここで川柳を一句 「池袋フクロウ泣く町知恵の町」 

 

年に 2回、お江戸日本橋で素人ながらに 6月と 12日に

講談を発表する機会がある。 

日本橋茅場町 3丁目会館、宝井馬琴産が初めて 50年以

上歴史のある、素人が講談を習う塾。 

53回参加で初伝。その後 69回参加で名取に昇進。私も

来週ようやく名取になる。 

 

ロータリーと講談の関係、池袋 RC六十周年例会用にで

講談を書いた。「ポールハリスとロータリー」次は米山梅吉

でとの要望を受け、昨年 12月東京会館で「米山梅吉」を

ロータリー研修会で行なった。ガバナー補佐・パストガバ

ナーが 400名ぐらい参加した。 

 

落語との違い 

落語は座布団だけ、講談には釈台・張り扇・手ぬぐい 

講談師が儲けるのは夏の怪談話と冬の義士伝 

講談師 見てきたような嘘をつき、講釈師 扇で嘘を叩き

出し・・といわれている。 

 

水戸黄門は回遊していないが、講談師が広げた。史実と

違うことはご了解いただきたい。 

落語は落とし噺で下げがある。 

講談は一隻読み終わりで下げはない。連続ものが得意な

松之丞改め神田伯山。 

   

講談には 4つの流派がある。一龍齋派・田辺派・宝井派・

神田派  神田松鯉（しょうり）は人間国宝 

東京の講談の団体は日本講談協会・講談協会の 2つ。 

関西は人数が少ないのに団体が四つに分かれている。 

 

講談は女性の数が 50%を超えている。落語家の女性はま

だ少ない。 

 

講談のルーツ・・家康の御伽衆の中に高松包囲がおり、太

平記を読んだのが始まり・・と言われている。 

東日本橋の薬研掘不動院、元禄のころ活躍した講談の

祖、赤松清左衛門の碑がたっている。 

張扇供養は 12月に同じく薬研掘不動院で行なう。 

 

「子供向け親子で楽しむ講談ドリル」シリーズで出版してい

る。 

「なるにはブック」高校の進路指導部に置かれている、講

談師浪曲師になるにはも出版している。 

 

ジャンルは、義士伝・怪談・侠客伝（反社）・武芸もの（かた

き討ち）が戦後 GHQに睨まれた衰退した歴史がある。 

 

ジャンルは、義士伝・怪談・侠客伝（反社）・武芸もの（かた

き討ち）が戦後 GHQに睨まれた衰退した歴史がある。 

 

それまでは講談席の本牧亭が有名であった・・・ 

講談は道徳教育に資することがあると思っている。伝統芸

能、和芸を学ぶ。 

学校講談は言語活動・道徳教育・伝統文化に資する。 

文京学院大学 教授 

東京池袋ロータリークラブ 副会長 

 小泉 博明 様 
 

 「 講談と私 」 



今は俳句が盛んで俳句甲子園がある位。個人的には講談

甲子園を目指している。 

1月の末に目黒の小学校で講談の予定だったが、コロナ

の影響で出来なくなってしまった。 

 

盗賊ねずみ小僧・世話物・偉人伝・創作講談 

声出し大きくハキハキと・・・ストレス発散にもなる。 

 

 

講談の実演： 

「半鐘」 大きくハキハキ声を出すと気分すっきり！！ 

半鐘はじゃ～んじゃん、じゃ～んは火事が遠くにある時、

じゃんじゃんじゃんじゃんは近くにある時、ジャジャジャジ

ャジャーンは避難する時 

ジャジャジャジャーンはベートーベン 

 

「牡丹灯籠」 

おつゆと新三郎の一説・・・理性を思いっきり捨ててくださ

い。理性があると講談はできません。 

 

「人力車」口上 

さあさあ乗った乗った人力車だよ。乗ってもいいのが荷車・

乳母車・大八車に肩車。 

乗ってはいけないのが、口車。うちの家計は火の車。 

宛になるのは汽車に馬車に人力車。宛にならないのは藪

医者・芸者の猫なで声に易者の占いときたもんだ～・・・元

気よくやるのがよろしいでしょう。 

 

「水戸黄門」 助さん格さん懲らしめてやりなさい。両人「は

っと」答え、迎え来る郎党をまっこう梨割・唐竹割り・あるい

わ胴切り車切り、バッタバッタと片付ける。助さん格さんもう

いいでしょ。 

ええい静まれ静まれ～ この紋所が目に入らぬか。控えお

ろう。 

こちらにおわす方をどなたと心得る。恐れ多くも先の副将

軍水戸光圀公にあらせられるぞ～。御老公の御前である

ぞ、頭が高い。控えおろう～。ははーー 

 

人生楽ありゃ苦もあるさ～ ・・歌 あまり歌は歌っちゃだめ

なんですが・・・ 

 

「東京オリンピック 1964」・・・田辺一鶴さんの有名な講談を

アレンジしたもの。 

さて 1964年の世相といえば、2月にビートルズ「抱きしめ

たい」が全米ヒットチャート第 1位。 

3月ライシャワー駐日大使が少年に刺され負傷する。 

4月になると平凡パンチの創刊、ＯECDに参加する。6月

には新潟で大地震が起こる。10月には東海道新幹線の

開業。プロ野球日本シリーズは南海ホークスと阪神タイガ

ースの試合で阪神タイガース 4.3で南海が日本一となっ

た。11月には家庭用ビデオテープレコーダーを発売し

た、というのが 1964年、昭和 39年の世相であります。 

1週間のご無沙汰です。お口の恋人ロッテ提供、ロッテ歌

のアルバム。私、司会の玉置宏です 。さて当時の流行歌

といえば、ザ・ピーナッツの「恋のバカンス」都はるみ「アン

コ椿は恋の花」美空ひばり「やわら」マヒナスターズ「お座

敷小唄」 

そして何よりもヒットしたのが三波春夫の東京五輪音頭で

ありま～す。「こんにちは～ こんにちは～世界の国から」

間違いました。こちらは 1970年の大阪万博でした。 

東京五輪は違います。 ～歌～  「お客様は神様です」 

 

時は 1964年昭和 39年 10月 10日、土曜日午後 1時。

気温は摂氏 19°。昨夜依頼の雨なのに、世界中の青空

を東京に持ってきたような素晴らしい秋空の下、東京国立

競技場において第 18回近代オリンピック東京大会の開会

式であります。開会式の最大の演出家、それは人間でもな

く音楽でもなく、それは太陽です。開会式には天皇皇后両

陛下・皇太子夫妻・常陸宮夫妻などの皇族・病気療養中

であった池田勇人内閣総理大臣・河野一郎オリンピック担

当大臣などの閣僚、衆参両院議長・ボランテ―ジ国際オリ

ンピック委員会委員長及び各国の来賓が出席しておりま

す。・・・・天皇皇后両陛下がロイヤルボックスへ向かわれま

した。 

 

トランペットの演奏  

 

いよいよ古関裕而作曲、心をきたすオリンピックマーチの

演奏に乗って、7万 5000の大観衆の元、94の国と地域

の選手団 7060人の入場行進であります。先頭はオリンピ

ック発祥の国、オリンピックの心の故郷ギリシャ選手団であ

ります。 

続きまして、アフガニスタン・・・・94 ヶ国名の列挙 

 

いよいよ開催国、日本の選手団の入場であります。352人

の選手団。旗手は福井誠、宣誓は小野喬であります。日

本選手団のいでたちと申すならば、白のハットに深紅のブ

レザー 白のパンツを着用し、りりしく元気よく整然と行進

するのでありました。さてグランデージ国際オリンピック委

員会会長の挨拶に続きまして、天皇陛下より開会宣言が

行われました。 「第 18回近代オリンピックヤードを祝い、こ

こに東京大会の開会を宣言します。」 

坂井義則君の聖火ランナー 

 

94の国名も覚えていたが今日は下を向いてしまいまし

た。・・本物の講談は寄席で聞いて頂ければありがたいと

思います。 

 

質問： 

吉田会員：ありがとうございました。知らないことがたくさん

あった。落語と講談の違いなど・・一番インパクトがあった

のは声・・何か発生のトレーニングは行なっていますか 

 

最初に修羅場読みといって、みんなで大きな声を出す。発

声練習になるのかと思う。 

職業柄皆さんの前で話す機会が多いので、話すことに抵

抗はない。 

 

11． 今後の予定   古山 真紀子  会長  

 

小泉先生ありがとうございました。大変守備範囲が広く実

際に講談されている様子は。 

牡丹灯籠を聴いている時は思わずゾットした。水戸黄門も

リアルで見ていたので映像が浮かんだ。 

耳から場面を想像する、いいトレーニング。もともと人間が

話を味わっていたスタイルと感じる。その中で感動や驚き

を感じることが出来てとても面白かった。ありがとうございま

した。 

 

次回卓話者は国連に勤務されていた田中美樹子さん。保

谷ロータリークラブから国際関係の卓話者とのご縁がなっ

た事から、訪問したいとの打診があった。 



 

2日前のバレンタインにちなみ、チョコを用意している。皆

様 1つずつお持ちください。 

 

4月 6日の例会は移動例会で現地集合。 

 

 

12. 事務局連絡 

・小泉先生の書籍の件 

・6月の国際大会のパンフレットの件 

・来年版のロータリー手帳の予約開始の件 

・チョコレートもお持ち帰りください。 

 

 

13 ． 閉会点鐘    古山 真紀子 会長 

 

14． 写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 2日 

第 95回例会 

通常例会：元国際連合開発計画職員 

田中 美樹子 氏 

「イエメン内戦における人々」 

3月 16日 

第 96回例会 

通常例会：農研機構・生物系特定産

業技術研究支援センター 

乙武 充 氏 

「フードロス対策」 

4月 6日 

千代田 6クラブ 

合同例会 

開催時間： 12：30～13：30 

会場：帝国ホテル「孔雀東の間」 

創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018年 2月 26日 

認証式： 2018年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 


