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中久木 一乘さん「コロナ禍のマジック講習会」 参加費 500 円（入会金 1000 円）
石渡
巧さん 「定年おやじのジタバタ記」 見学料 500 円
開催日と場所 （原則）
毎月第②木曜日 15：00～18：00
「」
4 月 8 日の参加者：辻内、町田、松永、中久木、常廣、
会場 船橋中央公民館 第 2 集会室
大塚、飯野、入江、植野、早瀬、長嶋 11 名

前回のロングスピーチ
「渋沢栄一の青春時代の転身」
入江清之さま
渋沢栄一は２０１４年から新１万円札の肖像とな
り、又現在放映中のＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」
の主人公となるなど今旬な人物です。天保１１年に
現深谷市の農家に生まれ、家業に従事し、尊王攘夷
志士に、一橋家家臣さらに幕臣に、欧州視察そして
大蔵官僚等を遍歴して、明治６年・３３歳の時に実
業界へ転身すると第一国立銀行(現みずほ銀行)に入
り、頭取に就くと５００以上の企業設立に関わり、
日本近代経済の父と呼ばれ、昭和３年に９１歳で大
往生した。ここでは逆境の中で転身を繰り返す波瀾万丈な青春時代の出来事に焦点を
絞った。
１.17 歳（1857 年・安政４年） 代官から屈辱を受け、武士を目指す。
代官が御用金用立てを命じた際に投げた侮辱的暴言は官尊民卑はびこる幕藩体制に
よるものと反発し、これが後の尊王攘夷志士になる切掛けになる。
２.２３歳（1863 年・文久３年） 倒幕計画の高崎城襲撃が中止となり、京へ出奔す
る。
尊王攘夷思想に傾注する従兄らと高崎城襲撃並びに横浜外国人居留地の異人殺戮計
画を立て倒幕を目指すも身内から杜撰な計画との批判で中止とする。郷里では代官の
目もあり、身を守るために従兄の渋沢喜作と京都へ出奔する。
３.24 歳（1864 年・元治元年） 農民から一橋家へ仕官、一橋慶喜に拝謁
一橋家の側用人の推挙で一橋家へ仕えると一橋家の兵員増員や財政強化を矢継ぎ早
に実行するが、これは栄一のこれまでの経験や商才によるもので、一橋慶喜はこれら
の改革を行う栄一の能力を高く評価して、頼もしく見守る。
４.２6 歳（1866 年・慶應 2 年） 徳川慶喜の１５代将軍就任に伴い、幕臣になる。
１４代将軍・徳川家茂の急逝で慶喜が１５代将軍になると一橋家家臣から幕臣に取り
立てられるが、倒幕の志を捨て幕府の家臣になるかで苦渋する。
５.27 歳（1867 年・慶應３年） 徳川昭武のパリ万国博使節団の随行員で欧州へ
幕臣問題で悩んでいる時パリ万国博覧会へ慶喜の名代で参列する徳川昭武の随行員
に慶喜の命で選ばれたとの知らせがあると、これで自分の人生が変わると歓喜する。
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パリ万博見学後、欧州各国を視察し、各国の先進的な産業・資本主義や独特な経済学
など経験ない文明にショックを受けて、日本は各国企業の基盤、仕組み、最新技術等
を見聞し、早急に受け入れる必要性を痛感した。
６.28 歳（1868 年・明治元年） 幕府崩壊の報で急遽帰国、慶喜と 2 年振りに面会
時代が明治に変わり、帰国すると直ちに静岡藩へ赴き、慶喜と２年振りの面会を果た
すが、変わられた慶喜の姿に悔しくて涙があふれ、愚痴を申し上げると今更詮無いこ
とと話題を代えられた。そしてこれからは自分の好きな道を行きなさいとの言葉を拝
受したが、旧恩に報いるために静岡藩に留まり、旧幕臣の生活を支える株式会社を起
こして、おそばで慶喜のお世話することと決めた。
７.29 歳（1869 年・明治２年） 明治新政府大隈重信の誘いで大蔵省へ
静岡藩で会社を起こし、いざこれからと云う時に明治新政府の大蔵省次官大隈重信の
誘いで大蔵省へ入り、日本の近代化のために数々の実績を残したが、大蔵大臣大久保
利通との確執で３３歳の時に退官した。その後実業界へ転身すると官僚時代に指導し
た第一国立銀行の頭取に就き、５００以上の企業設立に関わり、まさに開国から昭和
初期の激動時代に日本経済の基盤造りに尽力した。

3 分間スピーチダイジェスト
テーマ 「望み」、「エイプリルフール」
飯野 望：「さら川柳最新版ピックアップ」
世はキメツ 給料減って 俺自滅そば、子はキメツ 夫婦は亀裂 おうちそば、
休日は 息子キメツで 嫁きつめそば、を食べようとすると、ダイエット 時を戻そ
う そば食べる前。
お若いと 言われ マスクを外せない、 アイメイク 仕上げに マスク時短術と
色々隠してくれますが、
マスクでは ふさぎ切れない 妻のぐち。 自宅でも感染防止の為、 嫁との会話
画面にて、
グータッチ 妻は私に ノータッチ、あなたとは 要請なくいても ディスタンス
ぺいぺいは どこのパンダと そっと聞き！ながらの支払いです。
町田雅和：「望み」
以前この会のメンバーK さんから、定年退職の翌日から週 4 日料理当番を仰せつか
って実践しているという話を聞き、家に帰ってカミさんに話した。その話をカミさん
は覚えていて、今回何か「望み」ある？と聞いたら、間髪を入れず、週に 2 回料理当
番をやってほしいと言われてしまった。神の声なので逆らえない！みなさんもここで
聞いた話はよく吟味してから家族に伝えましょう。トホホ！
入江 清之：「大関復帰の望みを叶えた照ノ富士」
照ノ富士は先月春場所で近直３場所の勝ち星を３６勝として、大関復帰の望みを叶
えた。彼は２０１５年に大関昇進後両膝の手術により４場所全休で２０２０年序二段
に落ちると身体はブヨブヨに又全身は湿疹かぶれとなると、もう大関復帰を目指すだ
けと覚悟を決め四股、ウオーキング、ウエイト・トレーニングなどの基礎体力作りに
取り組むと昨年初場所に十両復帰し、更に先月春場所３度目の幕内優勝で綱取りに自
信を深めたようです。
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松永 成三郎：「誰にも来る老いと死」
人は誰しも健康長寿を願いますが、寿命は病気や環境、生活習慣等によりある程
度規制されます。それらを除くと、実はヒトの寿命は遺伝子学的に決まっているこ
とでもあります。それがテロミアいわゆる長寿遺伝子と言われるものです。このテ
ロミアは遺伝子の端にありますが、高齢になるに従いだんだんと小さくなり機能が
低下します。それが「老い」です。このテロミアを遺伝子学的にできるだけ縮まな
いようにして寿命を延ばすという実験が行われていて、マウスを使った動物実験で
はある程度成功していますが、倫理上その他の問題でヒトでは行われていません。
もしこれができて世の中が皆年寄りだらけになるとしたら、皆さんはどう思います
か？いろいろ考えるとやはりヒトその他の生物は適当に新陳代謝をした方がいいか
と愚考します。
植野 晏生：「東京の花見」
東京の花見を 20 年ちょっと定点観察しています。千鳥ヶ淵と小石川植物園です。
江戸時代の桜は吉野山・桜川の山桜です。これが突然枯れます。後を継いだのが上野
公園で見つけられたソメイヨシノです。学者による DNA 鑑定では母はエドヒガン、父
はオオシマザクラです。クローンなので寿命は 5~60 年説もありますが弘前では 120
年生きています。(染井村で作出されたという説が有力です。) 地球温暖化により、
東北では開花が早くなるが、(低温刺激がなくなるので)種子島や鹿児島では開花・満
開がなくなると予想されています。
長嶋 秀治：「望み」
聖火リレーが福島からスタートしました。二県目の栃木県のランナーに 104 才の箱
石しついさんがいました。現役の理容師さんです。東京で同業の男性と結婚し小さな
理容店を開きました。しかし太平洋戦争で夫が戦死したため、失意の中で故郷の栃木
に戻って理容店を開き 2 人の子供を育て、現在も現役で頑張っています。当日は夫の
遺影に見守ってくださいと手を合わせ、200ｍの区間を無事走りきり次のランナーに
聖火を渡し、役目を終えました。念願かなったしついさんのためにもオリンピックが
開催されますようせつに望みます。
早瀬 君子：「漫画本にカルチャーショック」
毎日の読書は欠かせない心の支えとなっているが、同じ一冊を読み合って語り合え
る相手が欲しいなあと願っていたら、元新聞記者という恰好の女性との出会いに恵ま
れた。私より年下ではあるが 70 代の彼女とお互いの推薦本を読み合って、読後感を
語り合うという長年の願いが叶って 1 年余りになる。先月、彼女が “ヤマザキマリ”
のエッセイに次いで漫画本「テルマエ・ロマエ」6 巻をドサッと持って来た。何しろ
小中学生の頃は “漫画は悪書” と言われていた時代だったから、
その後は全く漫画に触れることがなかった。率直に断るわけにも
いかず、いざ頁を開いてみると、紙面に溢れる絵と飛び交うよう
な台詞に唖然とし、散らばる台詞の文字を辿ることさえ儘ならな
かった。ストーリーにも興味が沸かず、やっと一巻を読み終えた
頃には疲労困憊、激しい拒否反応に逆らえず読むことを断念し
た。“読書” とは全く別物の “漫画” に愕然とし、予想外のカ
ルチャーショックに戸惑ってしまった。
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中久木 一乘 ：「望み」
望みとは、日本語大辞典では「そうありたい、そうなりたいこと」とあり、派生し
て特に名詞として、人名や、施設名、制度名等に使われます。ここでは、私のそうあ
りたいことをお話しする。それは「健康で旅立つこと」です。これが今後の人生で、
私のできる最高の社会貢献と信じています。
心身の健康法は沢山ありますが、結局は「今日も朝からニコニコ上機嫌」でいられ
るようにすることです。これを可能にするのは。健全な口です。口は動物的には栄養
を十分摂れる口。人間的にはコミュニケーションをとれる口。そして最重要なのが心
身のバランスを保持する（噛みあわせない！）口です。食べ物を噛んでも空を噛むこ
とのない口が重要です。何事にも感謝し、噛みしめ（歯ぎしりし）ない日常を過ごす
ことが私の望みです。
大塚 親雄：「望み」
日本資本主義の父と言われた渋沢栄一がブームになっている。それには三つの事が
考えられる。①大河ドラマ 青天を衝け。 ②新１万円札の図柄になる。 ③コロナ
禍において渋沢はどう考えたのだろうか。私も城山三郎＜著＞の雄気堂々（上、下巻）
を読んだり、文化フォーラムに出たりして少し齧った。そこで感じた事は
・渋沢栄一が関連した会社約５００社、社会事業団体約１００団体。これはすごい
・渋沢栄一の妻千代が明治 15 年にコレラで亡くなったとき徳川慶喜は香典として 100
円包んだ。今でいえば 200 万円である。それほどに慶喜は渋沢栄一にお世話になった
ということである。
・そして渋沢は怠惰な生活をしている者には厳しかった。真面目に働けと諭したとこ
ろがある。ノーベル賞候補にも 2 回挙がっている。 いろいろと挙げればきりが
ないが、渋沢は日本、世界の歴史勉強をするのが好きだった。
賢者は歴史に学ぶ、愚者は経験に学ぶ。このコロナ禍の時代政治家はこの渋沢栄一を
学んで欲しいと「望み」たくなるところである。

予告：6 月 「船橋ユーモアスピーチの会」
6 月 10 日（木）15 時～
船橋中央公民館第 8 集会室
ロングスピーチ
関岡 直樹さん「日本って、スゲーな！と見直す日本史」
稲葉 勝弘さん「コロナ禍に生きる」
スピーチテーマ 「壁」、「熱中」
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