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1．点鐘
2. ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」
3. 四つのテスト
職業奉仕委員会
4. 結婚・誕生祝い
5．お客様紹介

落語立川流
立川 らく人様
村田 席亭様

6. 会長卓話

吉澤 晴雄 会長
新年あけましておめでとうございます！今年も宜し
くお願い致します。皆さんは、お正月休みはどの様に
お過ごしになりましたでしょうか？私は年末 30 日から
頭痛が勃発して、元旦の昼頃まで頭痛との戦いでし

7. 幹事報告

た。

8. 委員会報告

今年の箱根駅伝では青山学院 5 連覇を東海大学

9. スマイル報告

が破り、初優勝という事でテレビ観戦していた人も多

10．卓話
落語「代書屋」
11. 出席報告

いと思います。また、1 月 7 日は昭和天皇が崩御（ほう
ぎょ）された日です。30 年前のこの日は、まだ、野村
證券に勤務していました。すでに天皇崩御の情報は

次回例会案内 平成 31 年 1 月 23 日
雑誌記事紹介：酒井新樹会員
ロータリーの目的
3 分間会員スピーチ：近藤慎悟会員
外部卓話「プロ卓球の世界」
T.T 彩たま(株) 柏原哲郎様

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス

入っていて、野村證券の情報網はすごいと思った記
憶があります。
さて、本日は平成 31 年最初の例会という事で、落
語家の「立川らく人」様をお呼びしての初笑いとさせ
て頂きました。私も実は中学校時代は落研いわゆる
落語研究クラブに入っておりまして、古典落語を勉強
した経験があります。中学生ですのでそんなに難しい
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落語はできませんですが、皆さんがご存知の「寿限

参加希望の方は、幹事までご連絡をお願いします。

無」や「饅頭怖い」辺りを一生懸命に覚えた記憶があ

（クラブより）

ります。文化祭では大喜利でなぞかけなんかをしまし

・八竹さんより、お年賀のお菓子を頂戴しました。あり

て、記憶にあるのが、お題が「車」。車と掛けまして編

がとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたし

み物ととく、その心は、「レースもできます」

ます。

ねずっちです(笑)おあとがよろしいようで！今年も
宜しくお願いします。

・せんげん台こども食堂さんより、事業報告とともに、
こども食堂新聞を頂きました。会員のレターボックスに
配布させて頂きましたので、ご参照下さい。

ガバナーエレクト挨拶

・本日、エレクトーン井谷さんに謝礼を支給させて頂
きます。
・鈴木英男会員に米山功労者第 5 回マルチプルの
感謝状が届いております。
・関会員ご令嬢ご結婚ということで、クラブより御祝い
金を支給させて頂きます。

米山功労者表彰
小林 操 ガバナーエレクト
新年あけましておめでとうございます。昨年はクラ
ブの方にはお世話になりました。
今週の日曜日 13 日から 20 日までアメリカのサン
ディエゴに行って来ます。会長から成田空港まで見
送りに行ってくれるという話を伺いましたが、家内が恥
ずかしいとの事なのでお気持ちだけ頂戴致します。
向こうに行って頑張ってきます。

鈴木 英男 会員

おめでとうございます！
幹事報告
結婚祝授与

中澤 伸浩 幹事
（地区より）
・第 31 回インターアクト協議会・韓国訪日団歓迎会の
ご案内が届いております。2/10(日)伊奈町の埼玉県
県民活動総合センターにて、午前 10 時より開会です。
ご案内を掲示させて頂きます。
（第 8 グループより）
・越谷中 RC より、第 16 回国際食文化交流会のご案
内が届いております。1/27(日)、おおたけ保育園にて、

関 雄二郎会員 ご令嬢様

12：00 例会点鐘、12:30 より食文化交流会開催です。

おめでとうございます！

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス

2018-2019

吉澤晴雄会長 提言

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
2

2018-2019 国際ロータリーテーマ
“インスピレーションになろう”

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

ＲＩ会長

結婚・誕生日祝い

バリー・ラシン

前は「河合浅治郎」までは何とかたどり着き、履歴書
は埋まって行く。
次は生年月日だ。男は「御大典の提灯行列の
日・・・・」なんて言うから昭和三年だが、どうも見てもそ
んなに若くない。よく聞くと揃いの法被で提灯行列を
した日だとか。年を聞くと数えの五十で、生まれた日
は秋の彼岸の中日の明けの日で、代書屋は男の生
年月日を割り出した。次の学歴は尋常小学校を卒業

（結婚祝い）

と思いきや二年で卒業だと。

江口 公晴 会員 ・ 松井 昭夫 会員

やっと職歴に取り掛かる。職歴と言っても分からない

川島 徹 会員

だろうと、「あんたが今までやってきた商売、仕事を全
部順番に言ってもらいましょう」に、男は「最初は提灯

（誕生祝い）

行列の明けの年、友達に巴焼きの機械を借りて、玉

青木 清 会員 ・ 松崎 義一 会員

造の駅前に店を借りようとしたが、家賃が高すぎて止

大熊 正行 会員 ・ 髙橋 忠克 会員

めといた」で、代書屋は「饅頭商を営む」と書き始めて

渡辺 裕介 会員

一行抹消だ。

おめでとうございます！

次はその年の十二月、平野町での露天商で売った
のは「へり止め」。着物の襟(えり）を止める襟止めでは

外部卓話

なく、下駄の歯の裏に打って歯が減るのをふせぐゴム
の「減り止め」というけったいな物で代書屋も初めての
珍物だ。「減り止めを商う」とも書けず、代書屋は「履
物付属品を販売す」とさすがプロの技だが、男は「十
二月で寒くて、一つも売れないのでアホらしくなって
二時間で止めた」だと。代書屋はまたかと呆れて、
「一行末梢、判をこっち貸しなはれ」と渋い顔だ。
代書屋は、稼いだ金でご飯を食べていた本職は何

落語立川流 立川 らく人 様

かと聞くと、男は「ガタロ」と答えた。「へり止め」以上に

落語「代書屋」 あらすじ

分からん商売に代書屋が「何でんねん、そのガタロ

「儲かった日も代書屋の同じ顔」、今日も陰気な顔

て？」と聞くと、男は「胸のとこまでのゴムの靴を履い

で店に座っている代書屋へ男が入ってくる。ジレキシ

て川へ入って金網で川底をすくって中から鉄骨の折

ョとか、ギレキショ（履歴書）なんてのを書いてくれと言

れたのやら、釘の曲がったやつやらをよって拾い集め

う。家に無いので隣の家に借りに行ったら家中探して

る商売だと言う。

くれたが見つからず、人に聞いたら代書屋へ行ったら
すぐに書いてくれると教わって来たという。

なるほどやっていることは分かったが、「ガタロ商を
営む」とは書けず、「河川に埋没 したる廃品を回収し

代書屋が就職するのかと聞くと、男は勤めに行くの

て生計を立つ」と苦心してひねり出した。男も「そういう

だと始めからかみ合わない。本籍・現住所・戸主で名

具合に書いてもろたら、この商売がぐっと引き立つ。"

越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス
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生計を立つ”なんてとこはすかっと気持ちがいい」な

・新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申

んて感心している。

し上げます。昨年は色々お世話になり、ありがとうござ

男は次に昭和十年十月十日、場所は大阪の飛田と
すらすらと言い出した。今度はまともな商売と期待し

いました。平成 31 年〇〇元年、より一層よろしくお願
い申し上げます。

た代書屋に、「松ちゃんと女郎を買いに行った日だ」

小林 操

と、抜け抜けと抜かした。またもや「一行抹消」となっ

・結婚記念、誠にありがとうございました。本年もよろし

た。

くお願いいたします。

これ以上聞いても何行も抹消になるのは必定、後は

松井 昭夫 江口 公晴 川島 徹

いい加減に書くからと言って、代書屋は念のため「賞

・明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願

罰」を聞く。罰はともかく、賞などあろうはずもないと思

い致します。誕生日祝いありがとうございます。

いきや、「大きな賞状もろて、新聞に写真入りで載っ
た」で、代書屋はびっくり。男は自慢気に、「一昨年の

大熊 正行 松崎 義一 渡辺 裕介
・12 月誕生祝ありがとうございます。

秋の新聞社主催の大食い大会で大きなボタ餅を八

会田 謙二

十六食べて優勝して賞状もろて新聞に写真入

・明けましておめでとうございます。新年に入り、始め

り・・・・・」、

ての例会は何かちがいます。心が引き締まる気がしま

代書屋 「そんなアホなこと書けるかいな」、おなじみ

す。よろしくお願い致します。年会費の納入もよろしく

の「代書屋」でございます。

お願いします。
黒田 幸英
・明けましておめでとうございます。今年 3 月で 82 歳
になりますが、まだ 82 歳です!! 今年もよろしく。
木村 二夫
・新年おめでとうございます。本年もロータリー活動を
よろしくお願い致します。
鈴木 英男 稲垣 勝三 太田 靖彦

新年初笑い！
楽しい落語をありがとうございました。

関森 初義 小林 光則 岡崎 勲
堀野 眞孝 佐藤 要 小宮山 大介
会田 謙二 本間 睦人 須賀 篤史
関 雄二郎 深野 秀樹 宮﨑 敏博
新沼 徹

・新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく
お願い致します。平成 31 年初めての例会です。よろ

出席報告
会員数

49 名

出席免除者

14 名

・本年もどうぞよろしくお願いします。立川様、落語楽

出席者

35 名

しみにしています。

欠席者

14 名

出席率

79.6%

しくお願い致します。
吉澤 晴雄

中澤 伸浩
越谷北ロータリークラブ
「ロータリー活動に全力投球」
ホームページアドレス
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