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皆さん、こんにちは。毎回「暑いですね」という掛け言葉を発するのが嫌になって
います。雨が欲しいところです。
本日はゲストスピーカーとして『三条語りの会』の長谷川トミエ様、水品桂子様、
米田博子様がいらしております。後程、昔話や伝説を語っていただきます。
また、新事務局の採用が決まり、先週の理事会、例会で報告させていただきました
宮口さんに例会の雰囲気を知っていただくため、本日出席いただいております。
さて、「三条の語りべ」から連想して、思い出したことが 2 つありました。
ときた ふ じ お

一つは、今月亡くなった俳優の常田富士男さん、民放テレビで放送されていました
『まんが日本昔ばなし』のアニメの声優として女優の市原悦子さんとペアで活躍され
ておりました。番組は 1975～1994（昭和 50～平成 6）年、童話を見る年齢では
なかったのでストーリーの記憶はありませんが、土曜夕方の放送でした。アニメです
ので声だけの出演ですが、常田さんは顔つき、姿とも番組にぴったりの方でした。
思い出したことの二つ目は、子どもの頃、親戚からもらった水沢謙一という郷土民
話の蒐集家が編集した『おばばの昔ばなし』という本です。昭和 40 年代に馬塲パス
トガバナーの野嶋出版から発行された立派な装丁の本でした。
「あったてんがの・・・」
という出だしで老婆が語るお話です。残念ながらこの本の内容の記憶もありません。
ネットで調べてみますと、編集者の「水沢謙一」
、この方は凄い方でした。この方の
名前は知らなくても、作品はよく知られています。
『さんまいのおふだ』という童話が
有名です。社員に「さんまいのおふだ」を知っているかと聞くと、30～40 代の大抵
出ヴ席
『まんが日本昔ばなし』を見て知っていました。
先々週の出席率
ィ ジ率タ ー の社員は、
出 席 率
道に迷った山寺の小僧さんを鬼婆さんがどこまでも、どこまでも追いかける怖い
話、便所の神様からもらった 3 枚のお札、和尚さんが小さな豆に変身した鬼婆をガリ
ガリかじって飲んで退治するストーリーです。
ただ社員の誰一人としてこの有名な童話の編集者が新潟県人とは知りませんでした。
水沢謙一（1910～1994）は、長岡の小学校の教諭、校長を勤めました。かつて
は 1 年の 3 分の 1 近くを雪に閉じ込められていた豪雪地帯新潟県中越地方は、日本
の中でも特に昔話が豊かな地域として知られていました。小学校の勤務の傍ら、週末
になると重いテープレコーダーを抱えて、“語り婆さ”を探して村々を訪ね歩いてい
ます。カセットテープ以前の大きなテープリールの録音機ではさぞかし重かったこと
でしょう。民俗学の分野である民話の調査を水沢がしたのは、主に 1950 年代から
80 年にかけて、だいたい百話以上語れるのを基準に、独りの話し手を繰り返し訪問
して、聞き取りしました。

『日本昔話事典』には、当時の記録で百話クラスの語り手が 43 名紹介されていて、そのうち 17 名が新潟県であ
り、16 名は水沢が発掘した語り手とありました。水沢の功績の偉大さがわかります。
皆さんも一度日本の民話の大家である新潟県人『水沢謙一』を検索してみて下さい。会長挨拶を終わります。あり
がとうございました。
出席率
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功績を讃えて
2008～09 年度ガバナー

馬塲 信彦 君
50 周年前夜祭特別表彰に間に
合わず本日の表彰となりました。

米山功労者表彰
第 3 回マルチプル

草野恒輔君

第 2 回マルチプル

第 27 回米山功労クラブ

銅冶康之君 荒澤威彦君

前年度末特別寄附金送金による
特別寄附累計額 27,198,203 円

永桶 俊一 幹事
長岡東ロータリークラブより「創立 60 周年記念式典・祝賀会」ご案内
［日 時］ 2018 年 10 月 27 日（土）13：10～17：30
［会 場］ ホテルニューオータニ長岡
［記念講演］三井文庫常務理事・文庫長、明治大学名誉教授
日本経営史研究所名誉会長
油井 常彦 先生
「歴史が語る『日本の経済』～その進化と試練～」

地区事務所より 「第 1 回ロータリー財団セミナー」開催のご案内
［日 時］
［会 場］
［出席義務者

2018 年 8 月 25 日（土）12：00～16：30
万代シルバーホテル
ロータリー財団委員長及び会長または幹事
※ 熊倉地区Ｒ財団委員（クラブＲ財団副委員長）、永桶幹事

出席予定

川瀬ガバナー事務所より 「2018-19 年度地区大会」 ご案内
❶ 地区大会第 1 日目「地区指導者育成セミナー及びＲＩ会長代理歓迎晩餐会」
［日 時］
［会 場］
［出席対象者］

2018 年 11 月 10 日（土） 13：00～19：00
燕三条ワシントンホテル
地区役員 会長 幹事 ロータリー財団委員長 米山奨学委員長

❷ 地区大会第 2 日目「本会議 ロータリー親睦交流会」
［日 時］
［会 場］
［記念講演］
［出席対象者］

2018 年 11 月 11 日（日） 9：30～17：45
燕三条地場産業振興センター
ミズノ（株）相談役会長、元東京 2020 オリンピック、パラリンピック招致委員会 CEO
水野 正人 氏
「ロータリーと東京 2020 大会レガシー」
当クラブは、コ・ホストクラブ となっております。
100%登録、全メンバーのご出席、ご協力をお願いいたします。

7 月 30 日 ￥ 7,000
今年度累計 ￥77 ,000
田 代 君
永 桶 君

坂 井 君

佐 藤 君

昨日は39℃を超える、有難くない日本一の
記録を頂戴しました。雨が欲しいところです。
三条もついに体温超えの気温になりました。
くれぐれも体調に気をつけていただきたい
と思います。
銅冶君、西巻君
ＢＯＸに協力いたします。
28日に会社の登山会で大源太山へ行きま
した。コースタイム8時間の上級コースです。 丸 山 ( 智 ) 君 7/29三条が暑さ全国一になりました。
皆様ご自愛下さい。
体重が２ｋｇは軽くなりました。
ＢＯＸご協力ありがとうございました。
暑中お見舞い申し上げます。

「『三条語りの会 とびら』
紹介」
三条語りの会 とびら
会 長
長谷川 トミエ様
三条語りの会 とびら
会の設立：平成 20 年
会 員 数：28 名（平成 30 年 4 月現在）
例
会：毎月第 2 火曜日午前 10 時～ 三条市立図書館にて
むかし、むかしの、お話です・・・
新潟県は昔話、伝説など民話の宝庫と言われています。ふるさと「三条の民話」も
たくさんあります。
『三条語りの会 とびら』は、昔話や伝説を語り伝える会です。
昔話や伝説・・・、そして物語や童話など・・・、人の思いや生き方、生活の知
恵が凝縮されており、人への思いやり、生きる力、勇気を与えてくれます。
聞いて楽しみ、語って楽しむ会です。
こんな活動をしています。
❍図書館を拠点に「語りの部屋」を開いています
❍子ども達には、保育園や児童館、学校からの依頼により、出向いて語ります
❍地域では、自治会・公民館活動・お茶の間サロン・老人会・いきいきセンター・施設等 依頼によりで出向い
語ります
✦子ども達は、世界の昔話・日本の昔話・童話など目を輝かせて聞きます。
“目と耳と心で聞きます”と、集
中力・想像力たくましく聞いています

✦高齢者は、ふるさとの昔話・伝説・歴史物などを喜ばれます。“懐かしさが、こみ上げてくる”と、涙と笑
いが入りまじります
平成 30 年度活動計画（抜粋）
7 月 10 日（火） 10：00～
7 月 28 日（木） 10：00～
7 月 30 日（月） 19：00～
7/25 8/1 8/8 午後

例会・語りの部屋
おはなしおはなし
嵐南公民館 夏休み地域事業
図書館主催 こわ～い話

図書館
図書館
嵐南公民館
図書館

8 月 7 日（火）

施餓鬼供養後イベント

乗福寺

10 周年記念事業
語りのひろば
例会・語りの部屋
長岡百話語り開府 400 年
一人暮らし高齢者昼食会
ボランティアまつり
新光お茶の間サロン
栄 公民館事業「いちい大学」

中央公民館

例会・語りの部屋

図書館

8/25

19：30～

8 月 18 日（土） 10：00～
9 月 10 日（火）
9 月 20 日（木）
9 月 28 日（金）
10 月 7 日（日）
10 月 23 日
（火）
11 月 6 日（火）

10：00～
10：00～
13：30～
10：00～
13：00～
14：00～

11 月 12 日
（火） 10：00～

「雲蝶さん」
水品 桂子 様

図書館
長岡アオーレ
いい湯らてい
福祉センター
新光集会所

馬方やまんば

農村環境改善
センター

「月の夜ざらし」
米田 博子 様

答えと解説

ひしゃく星
こわ～い話
やまたのおろち 山寺の化け物
くもの化け物 雷さまと飴
きつねの玉のとりあい
月の夜ざらし 白狗の碑
こんにゃくえんま 化けもん退治
若返りの酒 木のまた手紙
他

「白狗の碑」
長谷川トミエ様

先週の答えは「ロータリーアン」

男性ロータリアンの夫人のことを総称したのが「ロータリーアン」
。
1914 年、サンフランシスコのロータリアンたちがヒューストン大会に出席するために、
列車に乗りました。そのグループにいた唯一の女性が、H.J.ブルニエ氏のアン夫人。彼女は
人から名前を聞かれると「アン」と答えていました。そしていつしか男性たちは、皆、
「私
たちのロータリー・アン（Rotary Ann）
」と呼ぶようになりました。
ヒューストンに列車が着いた時、出迎えた多くのロータリアングループの中にガイ・ガ
ンディカー夫妻の姿がありました。偶然にもガンディカー夫人の名前も、アン。そんなこと
からヒューストン大会の会期中、陽気な
列席者はこの二人のアンを複数形で「ロ
ータリーアンズ」と呼んでいました。
そして大会の最後に、ある会員が「これ
ところで「ロータリーアン」って？ からロータリアンのご夫人方を総称して
ロータリアンズと呼ぼう」と提唱したの
このパズル、枠は埋まったのに、 です。
答えがおかしいと思って悩んだ方
ちなみに、ガンディカー氏は 1923もいらっしゃるのでは！？
24 年度の、ブルニエ氏は 1952-53 年
度の国際ロータリー会長を務めています。
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