2018（H30）年 6 月 14 日発行

★シニア大楽 ユーモアスピーチ船橋だより

主催：ＮＰＯシニア大楽
ユーモアスピーチ共和国・船橋支部
ジョークは暮らしの調味料・ユーモアは人生のかくし味
支 部 長：長嶋秀治 043-261-5832
146 回船橋ユーモアスピーチ
発 行 者：長嶋秀治
2018 年 6 月 14 日（木）
編集＆事務局：町田雅和
3 分間スピーチ
267-0066 千 葉 市 緑 区 あ す み が 丘
スピーチテーマ 「無理」、「ゆったり」
5-26-7
T/F 043-294-2911
ロングスピーチ
mac555new@ybb.ne.jp
「民謡の話」
佐藤 重剛さん
参加費 500 円（入会金 1000 円）
開催日と場所
「知って得する大賀ハスの話」大塚 親雄さん
毎月第②木曜日 14：00～16：30
5 月 10 日の参加者：山田、大塚、松本、田谷、中久木、 会場「ニッセイ・ライフプラザ船橋」
川田、松永、工藤、はらだま、石渡、飯野、中島、佐藤、 船橋市湊町 2-1-1 日生船橋ビル 1F
入江、稲葉、植野、町田、長嶋、田村、鈴木 20 名

ロングスピーチ

「カレーライス

こぼれ話」

工藤

文夫さん

〇カレールーの話をしようと思っていたら、昨年の集計で、
カレールーよりも、レトルトカレーの方が市場規模が大き
くなっていた。
（ルー456 億・レトルト 461 億・計 917 億）。
〇カレーの食頻度で、今まで一番高かったのはバブルの前
頃。（一人あたり 2 週間に 1 回）
〇日本人の好きなメニューでカレーはラーメンと並んで
ＮＯ3。（1 位 寿司 2 位唐揚げ）
〇カレーの木（実）は存在しない。（20～30 種のスパイ
スの集合体）
〇カレーが黄色いのはスパイスのターメリック（ウコン）が、著色作用が他に比べ強
烈なため）
〇バーモントカレーが売れたのは、逆転の発想の勝利。カレー＝辛いのイメージを打
破して、子供から大人まで、誰でもが好きになる味の開発に成功。昭和 38 年発売以
来、半世紀以上 55 年間トップブランドを維持。
〇ＣｏＣｏ壱番屋のカレーのルーのほとんどは、「ジャワカレー」といっしょ。
〇他 ねりわさびは高額品を除き、わさびは入っていない。柚子胡椒はコショウの代
わりに唐辛子が辛み成分で入っている。
ロングスピーチ

「初めての 変化朝顔栽培」

植野 晏生さん

☆朝顔の蔓は、右巻き～貝原益軒や牧野富太郎の論争、1956 文部省・学術用語集で定
義
「江戸の園芸」について、あちこちで講演している手前、
江戸で人気の植物を栽培する必要に迫られた。直近では春
蘭と小万年青を栽培した。
江戸三花といえば、花菖蒲・菊・朝顔。昨年、変化朝顔
についても初めて栽培を試みた。
変化朝顔についてのあらまし : 我が国への朝顔の伝播
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は 1200 年前中国から。ただし下剤として。江戸中期に備中松山で絞り朝顔(黒白江南
花)が発生。これが変化朝顔の始まり。
メンデル遺伝の法則が発表される 50 年前
に日本では既に変化朝顔が栽培されたことになる。
原種の朝顔
黒白江南花(絞り朝顔)

(例)牡丹出物系統栽培の模式図／「アサガオの栽培方法」九州大学 Web より
※

目指す特性(葉や花の出物)が発生する
確率は、 １／４ｎ (n=2→ 1／16)

初めての変化朝顔栽培を写真で紹介した。変化朝顔の栽培は忙しい。その割に花は地
味
（１）種の芽切り（２）浸水
（３）蒔き床
（４）小鉢上げ

(5)短日処理(6)本鉢上げ（7)(出物の)行灯仕立て (8)開花／(例)鶏足柳葉・采咲き

変化朝顔の研究／九州大学、東京変化朝顔研究会、
佐倉歴博・くらし植物苑など
おわりに 素晴らしい変化朝顔の例を
「花開く 江戸の園芸」 などから紹介した。
(了)
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3 分間スピーチダイジェスト

テーマ「心配」、「レンタル」

中久木 一乘：「心配」
当面の心配は、明日の世界禁煙デー記念シンポジウムの冒頭でわずか 50 秒でする
挨拶。そこで原稿作りました。
「皆様ようこそお出で下さいました。
『タバコ使用は病
気である』。それを聞いた日本人、ドンドンタバコをやめてます！。それでは困る麻
薬売り『ケムリじゃないよ、害は少ないよ』と、甘い言葉と素敵な賞品。誤解、曲解
かもし出し、変態タバコを売込み中。そうはさせじと 4 人の講師。どんな形に化けよ
うと、ニコチンは生きものの敵。 タバコの実態あばきます。御期待!御期たあ―い！
本日は御来場誠に有難うございました。」これで 50 秒。…心配は可能な準備をして、
あとはアキラメが肝腎。
さて、この世界禁煙デーの原名は「WORLD no TOBACCO DAY」即ちタバコの無い日。
これを「禁煙デー」と訳した悪知恵に「敬意」を表す。この WORLD no TOBACCO DAY
の 5 月 31 日に、私は某ロータリークラブで 25 分の卓話を頼まれた。こちらは逆に、
話がダレて失敗が心配。「しんぱい」と「しっぱい」は 一字違い！表裏一体。心配
し過ぎて、失敗しないように「こころを配りたい」と思います。
田谷正明：「心配」
根が生真面目で心配性。いつも心配のタネを持っていないと余計に心配の傾向もあ
りますが。５５歳で会社を辞めてずっとブラブラ気楽そうにしてますが、いつまでお
カネが続くのか心配してました。でも何とか７０まで生き長らえたのでもう死ぬまで
大丈夫かな、と家内に言いましたところ「今からが大変なんです。病気になって病院
通いをしておカネが必要になるのは今からです」と言われました。いつまで経っても
心配のタネは尽きません。
入江清之：「レンタル」
「レンタル」と「リース」は物を借りると云う意味では同じだが、契約期間や中途
解約等に違いがある。「レンタル」は個人がＣＤ、ＤＶＤや車等を一時的に或は短期
的に借りることで、これは中途解約が可。「レンタル」は一度位しか使わない物を買
うよりもコスト的にメリットあり。一方「リース」は法人等がコピー機や車両等を中・
長期間借りることで、これは中途解約が不可。リース料は必要経費で落とせるメリッ
トあり。もし、日本の結婚制度で「レンタル」か「リース」の選択ができるとしたら、
皆さんはどちらをチョイスされますか。老々介護目前の私は終身のリース契約を我が
妻に乞い願う
山田正國：「中華そば屋での話」
２週間ぐらい前の話 外出し丁度 昼食時間 ラーメンを食べようと思って 中
華そば屋さん 豚骨ラーメンと餃子の組み合わせサービスメニューを注文、 餃子は
何個？６個です。多いから３個にして、できません だってこちら高齢者 多いから
３個にしてくださいと頼んでいるのですよ そんなメニュー 用意してません、だっ
て６個の皿から ３個減らせばよいだけでしょう、でもお店のサービスメニューに無
いからできません、 単品メニューならできます。結局論争していても仕方ないラー
メンと餃子３個を単品でそれぞれ注文した。？？？？？
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町田雅和：「心配」
銭湯に入ったことがない子供が増えているそうです、湯上りに左手を腰に置く、正
しいコーヒー牛乳の飲み方などを知らない、継承されない。これって日本文化の破壊
ではないか？と大いに心配しています。昔、フォークグループのジローズが「戦争を
知らない子供達」という歌を歌ってヒットしました、今は戦争どころではなく「銭湯
を知らない子供達」になってしまったという話でした。
工藤文夫：「女房が心配している酒癖」
私の酒癖は色々ありますが、交通機関に関しては
〇ドアーの閉まる寸前に手・足を挟んで、電車を遅らせ、皆様にご迷惑をかけること
がある。
〇別路に帰宅する友人に対して、ホームから万歳三唱を大声で発声して、恥ずかしい
思いをさせる。（田谷さん、すみませんでした。）
〇乗車中、酔い覚ましにスポーツドリンクを飲む時に、誤って他人かけヒンシュクを
かう。
〇終電で寝過ごし、2 万以上のタクシー料金が家計を苦しめる。
松永成三郎：「北九州の旅」
唐津は虹の松原で有名ですが、明治時代から鉱山で栄えた所で由緒ある歴史的建造
物が多くあり興味深い。平戸は、島原半島と共に隠れ切支丹の地で、当時の古い教会
群が今年のユネスコ世界遺産として登録されました。古い仏教のお寺と丘の上の教会
が一つの視野に入ってくるのもちょっとした眺めです。それとは別に江戸時代から続
く平戸神楽の舞は素晴らしかったです。長崎は終日雨でした。グラバー園は一大観光
地として栄え、昔日の面影をなくしていたのが残念でした。
中島孝之：「心配」
ワールドカップの監督が突然ハリルホジッチ監督から西野さんに代わりました。６
月１９日には試合が始まるこの時期にです。理由は選手とのコミュニケーションが旨
くいってないというのが理由でした。協会は一度でも監督を呼んで注意したのでしょ
うかこれまでに６０人近い選手を呼んでいるのですから、最近呼ばれなくなった人は
不満が出ます。日本が予選で対戦する相手はコロンビア、セネガル、ポーランドと日
本より強い国ばかりです。私は予選通過はかなり難しいと思っています。ハリルホジ
ッチ監督は日本をアジアの代表にしてくれました。その彼に対して今回の協会の態度
に納得がいきません。ｗ杯の優勝監督を他国から呼んで勝った国はありません。西野
さんは日本で一番事績のある監督ですから、何とか予選を通って欲しいと願っていま
す。
飯野 望：「レンタル」
体重計を借りたいんだけど・・・
正直で、忖度のない 体重計があります。
ダイエットでヨガマット貸してください・・・・
ヨガマット いつしか 昼寝の敷布団
禁煙グッズありますか・・・・
禁煙し 其れでも家族に 煙たがれ
そんなに借りてお支払いは大丈夫ですか・・・・
瓜言葉 買って２倍に 返す妻
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植野晏生：「2019 年問題」
日経によると家庭の太陽光発電が試練を受け始める。余った電力を電力会社に高く
買ってもらえる 10 年間の期限が切れる。家庭の選択肢は 3 つ。1.何もせずに電力会
社に無償で電気を渡す。2.１/５程度の価格で売電を続ける。3.余った電力を蓄電池
にため、夜間に使ったり近隣で融通する(地産地消)。企業の動きは、1.パナソニック
ホームズ／仮想発電所の実証。2.京セラ／電気を電気自動車のバッテリーや小型蓄電
池にため夜間に利用する電力変換システムを開発、年内発売(電気の完全消費)。モデ
ルケースはドイツ。地域エネルギー公社が買い取り地域に再供給。既に売り上げは 15
兆円。国内電力シェアは約 4 割 (大手電力会社を凌ぐ規模) 。日本は戸建てが多く膨
大な面積の屋根、どう地産地消を促すか。再生エネルギーの枠組みを一歩進める必要
があると日経は言う。
長嶋秀治：「心配」
大リーグ、エンゼルスの大谷選手が順調に活躍している。オープン戦は低調で、打
撃について疑問を呈していたコラムニストは大谷宛に謝罪文を掲載したという。日本
流にいうと“頭を丸めろ”といいたい。4 月 2~8 日のア．リーグ週間 MVP、さらにア．
リーグの 4 月月間最優秀新人にも選ばれた。メジャーの公式サイトに投手大谷が打者
大谷と対戦したらどちらに軍配が上がるだろうかという記事も出たという。その記事
を読んで、私はどちらも勝て、どちらも負けるなと心配で夜も眠れない。

☆スピーチダイジェスト送付先（１週間以内に）mac555new@ybb.ne.jp
お願い
ロングスピーチのダイジェストはＡ４ １ページ以内
3 分間スピーチのダイジェストは 400 字以内を目安にして下さい
予告：7 月船橋ユーモアスピーチの会
7 月 12 日（木）１４時 ニッセイプラザ 1 階 会議室
ロングスピーチ 辻内 京子さん「楽しい 認知症予防」
入江 清之さん「西郷どん」
スピーチテーマ 「腹立ち」 「WC サッカー」
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