
◆司　　 　　会　 　玉置　正樹君

◆斉　　 　　唱　　 四つのテスト

◆ゲス ト紹介　　

慶応義塾大学 ・ 中部大学　名誉教授　小野　桂之介　様

ＭＢＡ卒業生　奥村　康祐　様　川本　哲也　様

都々逸お師匠様　家入　三津恵　様

都々逸のお仲間　上山　みさ子　様

阿部　美男様ご子息　名古屋葵ＲＣ　阿部　恵彦　様

名古屋名駅ＲＣ　パストガバナー　　 神野　重行　様

名古屋北ＲＣ　　 パスト会長　　　　 江崎　武人　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  朝倉　淳一　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加藤　慶人　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足立　 　満　様

名古屋名東ＲＣ　　　　　　　　　　　　 平　　 民三　様

名古屋守山ＲＣ　　　　　　　　　　　　 松崎美智子　様

名古屋錦ＲＣ　　　　　　　　　　　　　　　石井　弘子　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 近藤　歌子　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　紀子　様

　　　　　　　　　　　　

本日の例会 （第１８８０回）　　　１２／２３ （水）

次回の例会 （第１８８１回）　１／１３ （水）

第１８７９回例会記録   １２／１６ （水） 雪

◆職業奉仕月間卓話

国際ロータリー第２７６０地区　職業奉仕委員会　

　　　　　　　　　　　　　　　委員　香田　研二　君

◆地区委員報告　

国際ロータリー第２７６０地区　東名古屋分区

２０２１-２２年度ガバナー補佐　西脇　良一　君

出 席 報 告

会員数  　 ３４名　   前々回訂正　 　 １８７７例会

欠席会員数    ５名　   欠席会員      　　  ５名中

出席会員数       ２９名　     MAKE UP             １名

出席率 　　　 ８５.２９％　    出席率訂正    　 ８６.６７％

例 会 報 告

会長　遠藤　友彦

1. 本日は、会員の加藤あつこさんのご紹介で慶応義塾大学・中

   部大学名誉教授　小野桂之介様をお迎えしております。

   後ほど、 卓話をしていただきます。 よろしくお願い致します。

2. 本日は、ご逝去されました阿部　 美男君のご子息の阿部恵彦

   様がご訪問されております。

　　後ほど、ご挨拶をしていただきます。 よろしくお願い致します。

3. 来る１月１３日 （水） に開催されます、職場見学会の出欠のご

   提出は本日までとなっております。

暦の上では１２月７日が大雪ですが日本中に寒波襲来でまさに

大雪です。 都会の足もまさに混乱です。

本年目玉のGOTOトラベル、GOTOイートもコロナ禍の中では大シ

ョックです。 そんな中、今年の漢字が発表されました。

『密』 です。 清水寺貫主が大書されました。

愛知がコロナを克服する 『克』

名古屋が逆境にも進もうの 『進』

瀬戸は、 藤井聡太くんの将棋の 『将』 でした。

今日は、 加藤あつこさんの賓客の小野桂之介先生、 他 MBA

卒業生の奥村様、川本様、都々逸の師匠家入様、お仲間上山

様、ビジターパストガバナー神野様、パスト会長江崎様、地区副

幹事朝倉様、 加藤様、北 RC 足立様、名東ＲＣ平様、守山ＲＣ

松崎様、錦ＲＣ石井様、 近藤様、 金子様をお迎えしての賑々し

い会になりました。 早速、 都々逸をお聞きしましょう。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告

会長 ： 遠藤　友彦　　幹事 ： 渡邉　泰朗　　会報委員長 ： 塚本　隆　　題字 ： 遠藤　友彦

ロータリークラブ

２０２０～２０２１年度　No.１７
例会日 ： 毎週水曜日　１２ ： ３０～１３ ： ３０　創立 ： 昭和５６年３月４日　

例会場 ： 名古屋東急ホテル　中区栄４丁目６番８号　

事務局 ： 名古屋市中区栄４丁目６-３　岡崎ビル２Ｆ　

（０５２） ２５３-９０７５　　FAX （０５２） ２５３-９０７６　

E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp

～今までも、 これからも～
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遠藤　友彦君　　加島　　 光君　　岩田　滿治君　　渡邉　泰彬君

尾関　正一君　　平子　明資君　　近藤　　 朗君　　北村紀子さん

梶川　久雄君　　西村　　 努君　　西脇　良一君　　塚本　 　隆君

尾關實津成君　　杉浦　定文君　　梅村　　 篤君　　祖父江佳乃さん　　　

伊藤　晋一君　　玉置　正樹君　　石黒　　 勉君　　入江由希子さん

香田　研二君　　加藤　昌之君　　足立陽一郎君　 　加藤あつこさん　　　

柴山　利彌君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４２,０００円

ニ コ ボ ッ ク ス

阿部　美男様　ご子息　
　　　　　　　　名古屋葵ＲＣ　阿部　恵彦　様

慶応義塾大学 ・ 中部大学　
　　　　　　　　　　　名誉教授　小野　桂之介　様

７ ・ ７ ・ ７ ・ ５の短詩で庶民の生活を平易に表現する都々逸は、

もともと名古屋（熱田町）の民謡神戸節 （その囃子言葉から 「ど

どいつ節」 とも呼ばれた） が原型と言われる。

江戸時代の終わり頃この評判を伝え聞いた寄席芸人が自ら都

々逸坊扇歌と名乗って江戸の高座で唄って評判となり、 ここか

らを花街を中心として全国に広まった。

日々新しい歌を創作し三味線に乗せて唄うという独特の特長を

もつ都々逸だが、現在隆盛の短歌 ・ 俳句 ・ 川柳とは対照的に、

作る人も唄う人も少なくなり、 日本の文芸文化から消えてしまう

のではないかと危惧されている。

都々逸作品は、 詠まれている内容から、 色恋 ・ 艶もの、 滑稽

もの、 含蓄もの、 生活一般描写ものに分類される。

今回の卓話では、（下記のような） この 4 つの内容ジャンルそれ

ぞれの名作を紹介しながら、日本の文芸文化から忘れかけられ

ている都々逸の面白さを改めて認識していただくことを目的に

お話しした。

・ （色恋 ・ 艶） 花は口実お酒は手立て　酔ってしまえば出来心

・ （滑　稽） ぼけたごけたと仰いますが　貴方もともとその程度

・ （含　蓄） 気にせず使えば楽しい余命　残高知らない方がいい

・ （生活一般） も少し誰かに見せたい浴衣　祭囃子を引き返す

自分で作ったり唄ったりしないまでも、 寄席の色物番組、 ユー

チューブ、 お座敷に芸妓を呼んだ時など、 どんな形でもいいの

でぜひ都々逸を楽しんでいただきたいと願いながら。

会員誕生日
１２月１日 梶川　久雄君　　１２月２８日 河東　広樹君

配偶者誕生日
１２月２日 林　　　 功君　　１２月５日　 柴山　利彌君
１２月２２日 梶川　久雄君　

結婚記念日
１２月２５日 香田　研二君

加藤　あつこさん　 小野桂之介先生、 本日の卓話よろしくお願い

　　　　　　　　　　　　申し上げます。

松崎　美智子様　小野桂之介先生の都々逸を楽しみに参りました。

江崎　武人様　　　小野先生のお話を聞きに参りました。 名北ＲＣ

　　　　　　　　　　　　の皆様お久し振りです。

祖父江佳乃さん　 ２８日夜７ ： ３０頃ＣＢＣラジオに出演します。

　　　　　　　　　　　 お聞きいただけたらうれしいです。

梅村美知容さん　 明日のゴルフコンペ楽しみます。

宇佐美太郎君　　 無事帰国できて、 感謝です。

平子　明資君　   塚本　 　隆君　   足立陽一郎君　  杉浦　定文君　

玉置　正樹君　   岩田　滿治君　　  尾関　正一君　  梶川　久雄君

尾關實津成君　   加島　 　光君　　  梅村　 　篤君　  　近藤　　 朗君　

加藤　慶人様　  香田　研二君　   柴山　利彌君　  伊藤　晋一君

渡邉　泰彬君 　  西脇　良一君　   林　　　　功君　  加藤　昌之君

河東　広樹君　  石黒　 　勉君　　  朝倉　淳一様　  足立　 　満様  　 

宇都木　寧君　   入江由希子さん　　　　　　　    　　　　　

【パストガバナー神野様他並びに都々逸の皆様をお迎えして】

２０２０年も残すところわずかとなりましたが、皆様

のお力添えのおかげで業務を進めることができ

心より感謝しております。

来年は、より一層お役に立てるよう励む所存です

ので、 どうぞ宜しくお願いいたします。

事務局　市田　えみ

ご逝去された阿部　美男様のご子息の阿部　恵彦様にご挨拶を

していただきました。

卓　話

誕生日・結婚記念日

ご 挨 拶

ニ コ ボ ッ ク ス

「都々逸っていいなあ～失いたくない生活文芸～」


