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NO.38

　皆さん、こんにちは。今月はＲＣの世界大会がカナダ
で開催されます。残念ながら沼津ＲＣからは諸般の事情
で出席できません。便利になったグーグルマップで検索
して旅をお楽しみください。今日は燦々ぬまづ大使でもあ
る三遊亭朝橘師匠に「落語の魅力」と題して他では聞くこ
とのできない卓話をいただきます。ありがとうございます。
朝橘師匠のようにコミュニケーションがスムーズにでき
れば難しい問題も落語にして笑い飛ばせるのかもしれま
せんが、最近はトラブルの多い相続問題を落語にされる
「相続落語」を演じる行政書士もいらっしゃいます。私の
生業ですとリスク管理ですので「防災落語」、あるいは「予
防落語」となるのでしょう。これができればお客様にとっ
て耳の痛い話をやんわりお伝えできそうですが、芸がな
いので、今日は少し煙ったいお話になるのかもしれませ
んが「あるべき姿」現状をお伝えしようと思います。
　今、火災保険も地震保険も値上げしています。政府の
地震調査委員会は1/9、南海トラフでマグニチュード8～
9級の大地震が今後30年以内に起きる確率を70％程度
から引き上げて70～80％となったことを発表しました。
被害総額が最大で220兆円で死者・行方不明者が32.3
万人、住宅全壊戸数238.6万棟で東日本大震災の20
倍とも言われています。最近の報道では被害総額は20
年で国家予算の12倍、約1,200兆円という話もあります。
南海トラフ巨大地震が起こらないほうが良いのは当然で
すが、これ以外にも首都直下型地震など日本が地震大
国なのはご周知のとおりです。家具の固定や防災用品、
備蓄を備えて、保険に入ることも忘れないで、災害を乗
り越えていきましょう。オチはございませんが「お後がよろ
しいようで…」。

ゲスト  三遊亭朝橘師匠

ビジター  久松　　但君（沼津西）

他ＲＣ出席  野際君（6.11沼津柿田川）、渡邊（洋）君
（6.12沼津北）

欠席者（6名）
原田君、木村君、森藤君、大熊君、
野際君、勝呂君
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6月22日（金）
　正副会長・幹事退任挨拶

配偶者誕生日　楠木　温子様（公一君）
　　　　　　村上ひろこ様（綾一君）

6月29日（金）　裁量休会
7月6日（金）
　正副会長・幹事就任挨拶、第1回クラブ協議会
　（30分延長・ガバナー補佐期首訪問）

落語の魅力
 三遊亭朝橘師匠

卓話 

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

第3回クラブ協議会 ❸
会員維持増強 リーダー　實石　　学

　会員の状況は期首45名から始まり4名入会、4名
退会で、増減0名の45名です。企業の転勤異動に
関しての退会会員が4名、後任者入会が3名、新会
員1名の合計入会者4名ということです。期首から
色々な情報を各会員から提供していただき、勧誘活
動もしてきましたがなかなか入会まで至らず現在の
状況となっています。引き続き、いただいております
情報をもとに勧誘を続けていきたいと考えておりま
すが、退会者も出ないようにこの両輪で残りの期間
を頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
会員選考・Ｒ情報　年度始めに事業計画案を作成
しスタートしましたが、上半期には入会者がなく無
職、下半期には1月に野口君、4月に原田君・木村君・
小川君の入会があり、職務にありつけました。
会員増強　7/22地区会員増強・維持セミナーに吉
野会長と出席してまいりました。8月の会員増強・
拡大月間の例会にてセミナーの報告と「友リスト」の
アンケートをとらせていただき会員増強のお願いを
させていただきました。現在会員45名ということで
目標にしていた純増4名には届いていません。残り
少ない期間ですが会員の皆様からの情報をもとに
勧誘していきたいと思いますので引き続きご協力を
お願いいたします。
職業分類　職業分類については会員減少による空
白が目立っています。多くの職業の方々に入会して
いただきできるだけ空白を埋められるよう今後も努
力してまいります。ご不明な点がありましたら、遠慮
なくご連絡ください。よろしくお願いいたします。

会員維持増強 リーダー　實石　　学

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…6/25（月）は例会場変更
 ＠志ほ川 18:30～
　新　富　士…6/26（火）は6/23（土）期末例会
 ＠伊豆長岡ホテルサンバレー
　長　　　泉…6/27（水）はクラブフォーラム
　沼　津　西…6/28（木）は夜間例会
　富士山吉原…6/28（木）は夜間例会
 会長幹事慰労会
２ ．6/16（土）インターアクト提唱クラブ委員長・
顧問先生連絡会議 ⇒村上君　1名出席予定

服部君…東先生にお世話になりました。
石川（三）君…先週はサスヨ水産さんにお世話にな
りました。色々ありがとうございました。
三好君…三遊亭朝橘師匠、本日はよろしくお願いし
ます。落語でなくトークですが楽しみにしています。
向坂君…本日共済研修のため早退いたします。
渡邉（真）君…6/13（水）Ｃテーブル会楽しかったで
す。さすよ亭ご利用ありがとうございました。
吉野君…本日は三遊亭朝橘師匠に例会にご足労い
ただき幸せです。ありがとうございます。

　落語というのは何百年もの歴史があり、古典として
継承されてきた演目を幾多の落語家が何度も高座
にかけている。それなのに何故、落語というものは
何度でも笑える、楽しめるのか。
　それはつまり、「演者の数だけ落語がある」という
ことである。演者の個性・好みや技量など、様々な
理由によって同じ演目でも違ってくる。その違い・
個性が味であり、何度も落語を楽しめる一因となっ
ている。
 「何をやるかではなく、誰がやるか」
 「芸は人なり」
　また、落語家は「マクラ」と称して本題の落語の前
に話をする。これはお客様の興味を引く、聴く体勢
を作るという大事な作業である。また、演者として
はお客様の好み、雰囲気を探る時間でもある。
　マクラを作る上で私が注目しているのが、「笑い
とはステータスの上下動である」ということ。
　己のステータス、社会的な地位のようなもの、自
己評価ではなく周りからどう見られるか。それを客観
的に把握、分析することが肝心である。ステータス
の上下動とはドリフのコントにおけるいかりや長介
さんと他四人の関係が分かりやすい。笑点などでも
そういった要素が常にある。
　自分がその場においてどう見られるかという相対
的な位置関係を把握できると笑いをとる、話を楽しく
聴いてもらうことができる。

　6/17（日）親睦ゴルフコンペが富士小山ゴルフク
ラブにて開催されました。心配された天気も崩れる
ことなく、17名の参加者がさわやかな汗を流しまし
た。結果は、優勝 内山義郎様、2位 三好君、3位 
森藤君、ベスグロ 三好君でした。参加された皆様、
お疲れ様でした。

参加者　三好君、森藤君、原田君、吉野君、塚
本君、村上君、渡邉（真）君、小川君、實石君、
野口君、大村君、髙地君、木村君、大友君、峯
尾君、内山義郎様、森藤真以様

沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催

ロータリーの標語　超我の奉仕
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　皆さん、こんにちは。今月はＲＣの世界大会がカナダ
で開催されます。残念ながら沼津ＲＣからは諸般の事情
で出席できません。便利になったグーグルマップで検索
して旅をお楽しみください。今日は燦々ぬまづ大使でもあ
る三遊亭朝橘師匠に「落語の魅力」と題して他では聞くこ
とのできない卓話をいただきます。ありがとうございます。
朝橘師匠のようにコミュニケーションがスムーズにでき
れば難しい問題も落語にして笑い飛ばせるのかもしれま
せんが、最近はトラブルの多い相続問題を落語にされる
「相続落語」を演じる行政書士もいらっしゃいます。私の
生業ですとリスク管理ですので「防災落語」、あるいは「予
防落語」となるのでしょう。これができればお客様にとっ
て耳の痛い話をやんわりお伝えできそうですが、芸がな
いので、今日は少し煙ったいお話になるのかもしれませ
んが「あるべき姿」現状をお伝えしようと思います。
　今、火災保険も地震保険も値上げしています。政府の
地震調査委員会は1/9、南海トラフでマグニチュード8～
9級の大地震が今後30年以内に起きる確率を70％程度
から引き上げて70～80％となったことを発表しました。
被害総額が最大で220兆円で死者・行方不明者が32.3
万人、住宅全壊戸数238.6万棟で東日本大震災の20
倍とも言われています。最近の報道では被害総額は20
年で国家予算の12倍、約1,200兆円という話もあります。
南海トラフ巨大地震が起こらないほうが良いのは当然で
すが、これ以外にも首都直下型地震など日本が地震大
国なのはご周知のとおりです。家具の固定や防災用品、
備蓄を備えて、保険に入ることも忘れないで、災害を乗
り越えていきましょう。オチはございませんが「お後がよろ
しいようで…」。

ゲスト  三遊亭朝橘師匠

ビジター  久松　　但君（沼津西）

他ＲＣ出席  野際君（6.11沼津柿田川）、渡邊（洋）君
（6.12沼津北）

欠席者（6名）
原田君、木村君、森藤君、大熊君、
野際君、勝呂君
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6月22日（金）
　正副会長・幹事退任挨拶

配偶者誕生日　楠木　温子様（公一君）
　　　　　　村上ひろこ様（綾一君）

6月29日（金）　裁量休会
7月6日（金）
　正副会長・幹事就任挨拶、第1回クラブ協議会
　（30分延長・ガバナー補佐期首訪問）

落語の魅力
 三遊亭朝橘師匠

卓話 

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

第3回クラブ協議会 ❸
会員維持増強 リーダー　實石　　学

　会員の状況は期首45名から始まり4名入会、4名
退会で、増減0名の45名です。企業の転勤異動に
関しての退会会員が4名、後任者入会が3名、新会
員1名の合計入会者4名ということです。期首から
色々な情報を各会員から提供していただき、勧誘活
動もしてきましたがなかなか入会まで至らず現在の
状況となっています。引き続き、いただいております
情報をもとに勧誘を続けていきたいと考えておりま
すが、退会者も出ないようにこの両輪で残りの期間
を頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
会員選考・Ｒ情報　年度始めに事業計画案を作成
しスタートしましたが、上半期には入会者がなく無
職、下半期には1月に野口君、4月に原田君・木村君・
小川君の入会があり、職務にありつけました。
会員増強　7/22地区会員増強・維持セミナーに吉
野会長と出席してまいりました。8月の会員増強・
拡大月間の例会にてセミナーの報告と「友リスト」の
アンケートをとらせていただき会員増強のお願いを
させていただきました。現在会員45名ということで
目標にしていた純増4名には届いていません。残り
少ない期間ですが会員の皆様からの情報をもとに
勧誘していきたいと思いますので引き続きご協力を
お願いいたします。
職業分類　職業分類については会員減少による空
白が目立っています。多くの職業の方々に入会して
いただきできるだけ空白を埋められるよう今後も努
力してまいります。ご不明な点がありましたら、遠慮
なくご連絡ください。よろしくお願いいたします。

会員維持増強 リーダー　實石　　学

１ ．例会変更のお知らせ
　富　士　宮…6/25（月）は例会場変更
 ＠志ほ川 18:30～
　新　富　士…6/26（火）は6/23（土）期末例会
 ＠伊豆長岡ホテルサンバレー
　長　　　泉…6/27（水）はクラブフォーラム
　沼　津　西…6/28（木）は夜間例会
　富士山吉原…6/28（木）は夜間例会
 会長幹事慰労会
２ ．6/16（土）インターアクト提唱クラブ委員長・
顧問先生連絡会議 ⇒村上君　1名出席予定

服部君…東先生にお世話になりました。
石川（三）君…先週はサスヨ水産さんにお世話にな
りました。色々ありがとうございました。
三好君…三遊亭朝橘師匠、本日はよろしくお願いし
ます。落語でなくトークですが楽しみにしています。
向坂君…本日共済研修のため早退いたします。
渡邉（真）君…6/13（水）Ｃテーブル会楽しかったで
す。さすよ亭ご利用ありがとうございました。
吉野君…本日は三遊亭朝橘師匠に例会にご足労い
ただき幸せです。ありがとうございます。

　落語というのは何百年もの歴史があり、古典として
継承されてきた演目を幾多の落語家が何度も高座
にかけている。それなのに何故、落語というものは
何度でも笑える、楽しめるのか。
　それはつまり、「演者の数だけ落語がある」という
ことである。演者の個性・好みや技量など、様々な
理由によって同じ演目でも違ってくる。その違い・
個性が味であり、何度も落語を楽しめる一因となっ
ている。
 「何をやるかではなく、誰がやるか」
 「芸は人なり」
　また、落語家は「マクラ」と称して本題の落語の前
に話をする。これはお客様の興味を引く、聴く体勢
を作るという大事な作業である。また、演者として
はお客様の好み、雰囲気を探る時間でもある。
　マクラを作る上で私が注目しているのが、「笑い
とはステータスの上下動である」ということ。
　己のステータス、社会的な地位のようなもの、自
己評価ではなく周りからどう見られるか。それを客観
的に把握、分析することが肝心である。ステータス
の上下動とはドリフのコントにおけるいかりや長介
さんと他四人の関係が分かりやすい。笑点などでも
そういった要素が常にある。
　自分がその場においてどう見られるかという相対
的な位置関係を把握できると笑いをとる、話を楽しく
聴いてもらうことができる。

　6/17（日）親睦ゴルフコンペが富士小山ゴルフク
ラブにて開催されました。心配された天気も崩れる
ことなく、17名の参加者がさわやかな汗を流しまし
た。結果は、優勝 内山義郎様、2位 三好君、3位 
森藤君、ベスグロ 三好君でした。参加された皆様、
お疲れ様でした。

参加者　三好君、森藤君、原田君、吉野君、塚
本君、村上君、渡邉（真）君、小川君、實石君、
野口君、大村君、髙地君、木村君、大友君、峯
尾君、内山義郎様、森藤真以様

沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催

ロータリーの標語　超我の奉仕


