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天候 晴れ

国歌「君が代」
・例会後、理事役員会を 6 階の会場で開催いたしま

ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」 大小原

徹 会員

す。ご出席お願い致します。

≪ゲスト・ビジターの紹介≫

≪直前会長・幹事への記念品贈呈≫

卓話ゲスト：一流斎 春水 様(声優、講談師)
ゲスト：大久保 邦彦

吉野 貴美直前幹事

様

(web 企画湘南/藤沢 RC IT 管理担当)

≪会長報告≫
・大渋滞で遅れました。大小原さん、点鐘ありがと
うございます。
・九州地方豪雨義捐金のお願いが、ガバナーより参
りました。特別スマイルより会員数で拠出できる
よう、理事会で承認いただきますが、募金箱も用
意しました。ご協力いただける方は、よろしくお
願い致します。
≪幹事報告≫

1 年間、お疲れ様でした。

・8 月 12 日は、休会となっております。次回例会
は、8 月 19 日です。

記念品は、液晶カレンダー「時を刻みたいと思います」
とメッセージをいただきました。
（藤田直前かいちょうは、ご欠席の為後日贈呈予定）

（

）内は計算に用いた会員数

出席報告
＋数字は Zoom 出席者
メークアップ
例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

３１名

７２．０９％

会員数
７月１５日

４４（４３）名

３１名

１２名

７２．０９％

8 月５日

４４(４３)名

２５名２４＋〔１〕

１８名

５８．１４％

０名

≪スマイル報告≫
川上 彰久 会員
一龍斎さん、卓話よろしくお願い致します。
鈴木 大次 会員

足していた消毒ジェルやマスク、手袋など韓国にまつ
わる興業収入は、この時期 1 兆円を超えといわわれま
す。韓国がここに至るには、キム・デジュン大統領が
「一台の車を売るより、一本の映画を売ろう」という

一龍斎春水様、本日はありがとうございます。

スローガンを打ち出し、韓国映画振興会に 150 億円の

卓話楽しみにいたしております。

助成をしました。映画人の育成にも尽力し、アカデミ
ー賞受賞のポン・ジュノ監督もその一人です。

≪小話 3 分間スピーチ≫

韓国ドラマの特徴は、とにかくイケメンが美しく涙を

吉野 貴美 会員

流します。どぎまぎしながら、私も頷いてしまいます。
また限界が来ると必ず鼻血が出るという演出も分か
りやすいです。日本の感情表現では、ぐっと気持ちを
抑えますが、韓国ドラマでは、感情を爆発させて喧嘩
をする場面が沢山あります。キムチを浴びせるキムチ
びんたや、女性が男性の向う脛を蹴飛ばしたり、首が
折れるくらい肩を掴んで揺すり、詰め寄ったりします。
小道具を使い、感情を爆発させるのが韓国ドラマの魅
力の一つです。このように時間をかけて、芸能で経済
活動を成功している韓国と、二度目のマスクを配るの
に苦労している日本を比べ、私は、心の中でキムチび
んたをしています。

この度のコロナ禍、お医者様はもとより、経営者の方、
支店長様、皆様、対応に奔走なさっている間、美容室

≪委員会報告≫

の会話では、奥様お嬢様方は、アマゾンビデオやネッ

椋梨 地区青少年交換委員長

トフリックスに入会し、
「愛の不時着」というドラマ

地区青少年交換委員会報告です。例年行われます、

にはまっているのはご存じでしょうか。

帰国学生の報告会を 9 月 5 日に開催いたします。い

この第三次韓国ドラマブームについてお話いたしま

つもでしたら、帰国学生の晴れ舞台で多くの皆様に

す。自宅でステイホームを強いられていた 20 代～40

お越しいただけるようお知らせいたしますが、今回

代の女性達が見つけ、あっという間に火が着きました。

は、コロナの関係で参加制限があります。本人とご

これを見るために入会した人も多いそうです。

両親、カウンセラーと学校関係者に限らせていただ

第 1 次ブームのヨン様、
「冬のソナタ」から始まる体

きます。後日、DVD などを作成してクラブに皆様に

に悪い程の悲劇は、交通事故、記憶喪失、貧富の差別

ご紹介することになりましたので、ご了承ください。

などがセットになって、これでもかというほどの悲し

次年度の交換学生の募集を 11 月にいたしますが、

い物語でした。ところが最近のドラマは、脱キレイ、

今年度の派遣が中止となりましたので、次年度は募

脱愛憎なのだそうです。
「愛の不時着」は、韓国女性

集せず、前年度の合格者が 1 年遅れで派遣すること

が、竜巻にあい、パラグライダーで不時着したのが北

になりました。9 名の内、8 名が希望しております。

朝鮮。骨太の筋肉イケメン将校が、韓国に返してあげ

今年度は、募集自体がなくなりましたので、募集を

ようというドラマです。脱北者に徹底的に取材して描

検討していたお子様がいらっしゃいましたら、次の

いたという北朝鮮の日常も話題になっています。

募集は、次々年度となります。よろしくお願い致し

韓国にまつわるドラマを始め、キムチやチーズカッタ

ます。

ルビ、ズンドウブなどの韓国料理、K ポップスと呼ば

マスク止めを配布いたします。耳が痛くならないよ

れる音楽では、BTS というグループが大人気で、動画

うになっております。お使いください。

の再生回数が 1 億回、全米やヨーロッパのコンサート
ツアーのチケットは完売しているそうです。日本で不

≪卓話≫

「出会いに導かれて、
声優・講談師・カウンセラー」
声優・カウンセラー
一龍斎 春水 様
（紹介者：鈴木 大次 会員）

ません。作るしか無い。けれど歴史は元来男女が共に
作って来たものですし、語りの芸の素晴らしさを引き
継いだ上で作れば良いと思いました。そして出来上が
ったのが「中村久子伝」「金子みすゞの生涯」などで
す。中村久子さんは明治に生まれ、72 歳で亡くなるま
で両手両足の無い体で、常に前向きに生きた方です。
金子みすゞさんは、皆様良くご存知の詩人です。これ
らは男女共同参画や社会福祉関係の集まりで語らせ
ていただける様になりました。そんな中で起きたのが
東日本大震災。一年後の夏に自前ボランテイアで、岩
手県の釜石や大槌の仮設住宅へ行き、集会所などで講
談を語らせていただきました。けれどその時に感じた
のは「何の力にもなれない」と言う敗北感でした。涙
を流して聞いてくださった方もいらっしゃるし、良か
ったとも行ってもらえましたが、かえってこちらに気
を使っていただいていると言う気持ち。こう言う時に
大変な思いをされている方達のお役に立てる仕事を

こんにちは、藤沢小学校、藤が岡中学校、鎌倉高校と

していないと…。その時、師匠が言ってくださったの

地元藤沢で育った、声優・講談師の一龍斎春水です。

は「俺たちはとにかく自分の仕事を一生懸命にやる事

私は鎌高卒業の時、進路を決める際の選択肢が「声

しかない」でした。

優か、カウンセラーか」でした。当時心理学に進むに

自己肯定感の低いそんな時に出会ったのが、多くの

は大学を出て、その先は一室で待ち構え、訪れる人を

カウンセラーを育てている浮世満理子先生でした。政

待つという仕事場のイメージ。声優の方は鉄腕アトム

府に働きかけて、大学卒業資格が無くても、現場主義

やディズニーのアニメを観てのイメージでしたから、

の一般心理カウンセラー認定組織を作り、心に寄り添

18 歳の私は楽しそうな方を選びました。今の様に声優

うボランティア活動で、被災がある度にチームを作り

が憧れの仕事ではなく、声優って？と言う時代。ライ

駆け付けている女性。何と「宇宙戦艦ヤマトの森雪は、

バルが少なかったお陰様で幸運にも「宇宙戦艦ヤマト」

働く女性の目標」と明言する人でした。奇跡的な出会

の森雪役、
「銀河鉄道 999」のガラスのクレア役、「シ

いの人はファンの一人だったのです。そしてカウンセ

ティーハンター」の野上冴子役など順調すぎる歩みを

ラーという仕事は私にとって、１８歳の時に迷ったも

させていただきました。（セリフを一言ずつご披露）

う一つの仕事でもあります。人生の中で、やりたいと

しかし、夢が現実となる時、想像以上の現実と面と向

思ったことをやっておく。せっかく授かっている命を

かうことになります。それは自分の実力との葛藤、そ

全うできる様に務める言うのが私の価値観です。

の社会独特の体質への反発、自分の価値観の見直し。

2 年前から勉強を始め、資格も取得し、この夏から

40 歳で伝統話芸の講談と出会い、前座からの修行に入

LINE を使った SNS カウンセラーとして、いじめや

ることになりました。

DV 等々に関する心の相談役を「聴くプロ」として始

講談界で初めて人間国宝に認定された一龍斎貞水

めています。施設の子供達やユースと呼ばれる若者達

の惣領弟子となりました。その厳しさ故か、私の前に

の現状などを勉強していく中で、この地域に根ざした

兄弟子が誰も居なかったのです。講談と声優の仕事の

関わりができないかと思い始めています。

共通点は日本語で、声で表現すること。セリフもナレ

そしてこれ迄の仕事を生かして、地元に私の声を残

ーション部分もあります。違うのは、修羅場調子とい

す事も私の夢の一つに考える様になりました。その一

う独特の調子を身につけること。声優的な見地から言

つとしてこのコロナ禍の中で実行出来たのが、「ふじ

うと変な読み癖です。そして元来男の芸として成り立

さわ宿交流館」のホームページで、藤沢の昔話や民話

って来たので、女性の腹で語れる歴史的読み物があり

を聞いていただく事です。1 話 2 分位の話が 46 話も

聞ける様になっていますので是非聴いてください。そ

本日司会の鈴木会員より、一龍斎様のご紹介いただき

して、まだお願いしている段階なのですが、江ノ電で

ました。昨年度お越しいただく予定でしたが、コロナ

私の声のご案内をする事。これは鎌高卒業生としての

感染防止休会の為、野口会長年度になり、やっとお越

名誉としてボランティアでさせていただきたいと申

しいただくことができました。

し出ています。私の声や私の心が、この街に生きるこ
とが出来ること、それが今の私の夢です。
今日は自分のことばかり話させて頂きました。あり
がとうございました。

野口会長より謝辞

瀧澤先生は、Zoom 出席

「宇宙戦艦ヤマト」を始め、一龍斎様のお声でアニメ
を見た世代の会員も大勢！

本日のお食事

別紙で、一龍斎春水様のプロフィールをご紹介↓

