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「多様性はロータリーの強みです。これ
は、職業分類が提案されたロータリー創
成期にさかのぼります。多彩な経歴や能力をもつ会
員が集まるクラブなら、ほかと比べてより優れた奉仕
活動が行えるだろうという、とてもシンプルな話です。
以降、ロータリーにおける多様性の概念は、より広義
の意味づけがされるようになりました。地域社会を真
に反映するクラブのほうが、より一層効果的に地域社
会に奉仕することができるということが分かってきたの
です。
今後も、多様性がロータリーにとって重要であり続ける
ことは一目瞭然です。今日優れた奉仕活動を行うた
めだけではなく、将来にわたって強力な団体であるた
めに、多様性は重要です。
多様性に関する喫緊（きっきん）の課題として、会員の
年齢層の問題が挙げられます。どのようなロータリー
イベントでも、参加者の年齢層を
見るとロータリーには持続可能
な将来がなさそうだということが
一目で分かります。会員数の記

例会の記録

録は更新され、常に新会員を獲得してはいますが、
今後何十年もロータリー活動を続けていけるような若
い会員は、そのうちのごく一握りでしかないのです。
先々、強力で有能なロータリーのリーダーシップチー
ムを確保するためには、今日、若く有能な会員を獲得
しなければなりません。
また、ロータリーの多様性を論じるのであれば、ジェン
ダーの問題も避けては通れません。わずか 30 年前
に女性がロータリーに入会できなかったというのは、
今では想像しがたいことです。それ以降ずいぶん改
善されてきたとはいえ、女性の入会を禁止するという
誤った規定の負の遺産は消えていません。あまりに多
くの人が男性しかロータリーに入れないといまだに思
っており、このことは公共イメージにも会員増強にも悪
影響を及ぼしています。今日、女性会員はわずか
21％強です。これは大きな前進ではありますが、男性
会員と同数の女性会員という、世界の男女バランスを
反映した、各クラブが目標とするべき到達点にはまだ
ほど遠いと言えます。
入会の動機は人によって違うかもしれませんが、ロー
タリアンでありつづけるのは、ロータリー会員であるこ
とに価値を見出し、ロータリーの奉仕活動が世界にと
って価値があると信じているからだと思います。世界
のあらゆる局面における
多様性を反映したクラブ
を築きあげることで、変化
をもたらすロータリーの
永劫に続く価値が築か
れるのです。
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行雲亭 朝呂里様
落語 『泥棒の噺』
（医療法人 狭山ヶ丘病院
理事長 守屋朝夫様）
笑いが健康にいいという事は皆さんよくご存じだと思
います。うつ病や認知症の予防、血圧を下げる、糖尿
病では血糖値が下がる、リウマチなどの痛みが軽くな
るなど色々な効果があり、これらは実際に学会でも発
表されている確かなことです。
最新の医学で分かったことが一つあり、ただ笑うので
はなく声に出して笑う事が非常に良いと言われていま
す。状況に寄らず笑えば健康になるそうです。状況に
寄らずというのはどういうことかと言うと、たとえ聞いた
落語がつまらなくても笑えば健康になるという事で、
みなさんもう立派な大人ですからその辺をわきまえ
て、お互い笑う事はプラスになりますので、あまり真剣
にならず３０分程度お付き合い頂きたいと思います。
今日ご披露しますのは「泥棒の話」です。泥棒と言っ
ても石川五右衛門やねずみ小僧といった立派な泥棒
は出てきませんで、せいぜいねずみ小僧の子分のひ
ざ小僧であるとか、石川五右衛門の子分の石川二右
衛門半（ﾆｴﾓﾝﾊﾝ）、石川無右衛門(ﾅｼｴﾓﾝ)というのが
せいぜいでして、無右衛門さんの本名は長十郎、生
まれは２０世紀というようなお噺を一席お付き合い願
いたいと思います。
・・・・・ お 噺 ・・・・・

最後に
狭山市はホンダの撤退で元気がなくなっていますが
少しでも狭山市を元気づけたいと思っておりますので
医者のくせにくだらない落語をやっているばかがいる
というような事で、また機会がありましたらお呼びくださ
い。

本日は行雲亭朝呂里様の素人とは思えない落語を
堪能させて頂きました。沢山の笑いを誘ってくださり、
会員一同免疫力も上がったように思います。是非また
楽しいお噺を聴かせてください。有難うございました。

益子君 明けましておめでとうございます。本年も宜し
くお願い致します。守屋朝夫様、落語楽し
みにしていました。宜しくお願い致します。
浜野君 本年も宜しくお願い致します。行雲亭朝呂里
様、落語楽しみにしてきました。宜しくお願
い致します。
浜野君 亡母にお香典を頂き有難うございます。91
で他界しましたが、10 月末まで農作業をし
ていました。良い人生だったと思います。
東 君 守屋朝夫先生こと「行雲亭朝呂里」師匠、楽
しみにしておりました！
江原君 新年明けましておめでとうございます。本
年も何卒宜しく御願い致します。また、今年
最初の外来卓話は狭山ヶ丘病院理事長、
守屋朝夫先生 行雲亭朝呂里様の落語を
聞かせていただけるとの事で楽しみにして
おります。宜しくお願い致します。
稲見君 明けましておめでとうございます。行雲亭朝
呂里さん、今日の時間楽しみにしていまし
た。
菊田君 新年おめでとうございます。本年もよろしく!!
栗原（憲）君 新年明けましておめでとうございます。
狭山ヶ丘病院理事長 守屋朝夫様ようこそ
お出で下さいました。
栗原（成）君 新年明けましておめでとうございます。
本年も楽しいロータリーになります様期待し
ています。
小島君 明けましておめでとうございます。本年も宜し
くお願い致します。新春初のロータリーに行
雲亭朝呂里様の寄席楽しみにしておりまし
た。
松浦君 狭山ヶ丘病院理事長 守屋朝夫様、本日の
落語楽しみにしていました。宜しくお願い致
します。
宮岡君 明けましておめでとうございます。今年は久
し振りに静かな正月を過ごしました。本年も
宜しくお願いします。
守屋君 新年おめでとうございます。今年もよろしく。
本日はたまたま息子の道楽で卓話の穴埋
めに落語をさせて頂くことになりました。全く
の素人ですが初笑いにして頂ければ幸い
です。
奥富君 守屋様、今日の卓話宜しくお願いします。
佐藤君 新年明けましておめでとうございます。今日
は狭山ヶ丘病院理事長 守屋朝夫様、楽し
みにしておりました。新春寄席大いに笑わ
せて頂きたいと思います。宜しくお願い致し
ます。
柴田君 行雲亭朝呂里様、私共ロータリークラブの講
演有難うございます。楽しみにしております。

清水君 守屋朝雄先生、本日はお忙しい中誠にあり
がとうございます。お噺楽しみにしておりま
す。
田端君 新年明けましておめでとうございます。本日
行雲亭朝呂里様のお話し楽しみにしており
ます。孫が今年７日に成人式を無事行う事
が出来た事、嬉しく感謝です。
高田君 明けましておめでとうございます。本年も宜し
くお願い致します。
会員誕生 奥富君（12 月） 東君
夫人誕生 栗原（憲）君 佐々木君 佐藤君 柴田君
清水君
結婚記念 佐藤君 古谷君 吉松君

◆次の例会
・１月 23 日（火）⇒ 例会変更
1 月 22 日（月）
市内２クラブ合同例会
18：30～ 新狭山ホテル
・１月 30 日（火） 12:30～
第二副ＳＡＡ ： 清水会員 田端会員
外来卓話
： 『座ってできるヨガ』
奥富様

