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●斉	 	 唱  
ロータリーソング「今日も楽し」 
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のお客様  
	 落語家	 立川平林様 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 春がもうそこに来ているような季節となってきました。今年

は花粉が昨年より多い予報もありますので、花粉症には十分気

をつけて頂きたいと思います。	 

	 先週の３月１４日、北陸新幹線の長野から金沢間が開業し、

東京〜金沢間の所要時間は２時間２８分となり、名古屋〜金沢間

の所要時間とほぼ同じになりました。この事により、今までの人

の流れが大きく変わることが予想されます。今まで金沢は中部圏エリアだという認識であっ

たのが、関東圏エリアとの結びつきも大きくなるわけです。地元では、これから地方創生を

進める起爆剤として期待されるところです。	 

	 ５０年前の今日、犬山市に明治村が開村されました。今や歴史遺産としての価値のある建

物も多く、ロケにも利用される事も多くなっています。そのわりに関心が少ない様な気がし

ます。まずは人に注目されるような仕掛けが必要かもしれません。	 

	 今日は落語家の立川平林さんに卓話をして頂きますが、落語の世界でもまず初めにお客様

に注目してもらうところから話を進めていきます。地方創生、地方活性化も落語家の修行か

ら始めた方がいいのかもしれません。また、付け加えますが、立川平林さんは安来節の平成

２６年度全国優勝者です。本日はよろしくお願い致します。	 

第２７２６回例会 平成２７年３月１８日(水) 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は２点ほどご報告させて頂きます。 
・	 刈谷 RCより例会変更のお知らせがございます。幹事報告書
に記載してございますので、お目通し下さい。 

・	 ４月１８日の家族例会ですが、ご欠席の皆様にメーキャップ

のご案内をさせて頂いております。受付にて掲載してござい

ますので、よろしくお願い致します。 
  
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
伊藤	 正幸君 少しいい事がありました。 
森田	 英治君	 自分自身の不注意で、ムチ打ち症になり、１ヶ月程出席できませんでした

が、今日から出させていただいております。よろしく。 
清澤	 聡之君	 先日、鈴木泰博君に大変お世話になりました。	 

竹中	 	 誠君	 緑化事業の権現公園植栽、お世話になりました。	 

粟津	 康之君	 本日１４時〜	 社会奉仕委員会の事業である植樹が権現公園で行なわれま

す。お忙しいとは存じますが、ご参加頂く皆様には大変感謝申し上げます。	 

黒田	 泰弘君	 本日の卓話の講師、立川平林さんをご紹介致します。 
 

	  卓 	 話  
 
「立川談志との思い出＆落語」  
落語家	 立川平林様 
 
講師プロフィール 
 
名	 	 前	 	 立川	 平林	 （ たてかわ	 ひらりん ） 
本	 	 名	 	 平林	 芳金	 （ ひらばやし	 よしかね ） 
生年月日 	  1973年 7月 25日 
出 身 地	 	 愛知県知多郡東浦町 

	 総会員数 68名 (内出席免除者 16名の内出席者 13名)出席者 57名 

	 出席対象者	 57／65名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 87.69％ 

	 欠席者 11名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

伊藤正幸幹事 

立川平林様 



略	 	 歴	 	 東浦中学校	 卒業 
	 	   	 	 	 日本福祉大付属高等学校	 卒業 
	 	 	 	 	 	 東洋大学文学部印度哲学科	 中退 
 
	 	 	 	 	 	 大学在学中から漫才・コントなどライブ活動を始め、劇団に入り 
	 	 	 	 	 	 芝居も勉強しました。 そして、いつのまにか落語にとりつかれる。 
	 	 	 	 	 	 ２００５年	 ３月	 立川談志	 に入門 
	 	 	 	 	 	 ２００７年	 ７月	 二つ目	 	 昇進 

談志没後は、談慶門下へ。 
 
芸	 	 事	 	 日本舞踊 若柳流 若柳穂 先生に師事 

かっぽれ・奴さん・梅は咲いたか・黒田節を伝授。 
正調安来節 安来節保存会会員 
一宇川勤 家元に師事 
安来節どじょうすくい 初段 取得 
平成 26年 安来節全国優勝大会 優勝 

 
振り込め詐欺、悪質商法、注意啓発落語を積極的に公演。 
平成 26年 10月 警視庁より感謝状を授与。 

 

 	 緑 化 事 業  
 
場所：権現公園 

 
	 

	 

次回例会案内	 
	 

平成２７年４月１日（水）	 クラブフォーラム  
地区広報委員会  委員長	 篭橋美久氏	 


