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10 月 14 日の参加者：中久木、常廣、入江、工藤、原田、

大塚、松永、稲葉、佐々木、長井、飯野、脇田、山中、

東條、町田、植野、長嶋          17 名 

 

前回のロングスピーチ                  

「頭の体操」 
町田 雅和さま 

 

頭の体操は千葉大の教授、多湖輝さんによっ

て 1996 年に発行された「パズルで脳ミソを鍛

えよう」という本です。シリーズ 23 集で合計

1200万部も売れた超ベストセラーです。 

総数 2000 問の中から 100 問をセレクトした

「頭の体操ベスト」が最近発売されましたが、

今日は私が選んだ超厳選 9 問をお持ちしまし

た。船橋ユーモアに参加されている方は、皆さ

ん頭が柔らかいと思いますので挑戦してみて

下さい。 

（会報誌にはそのうち４問を掲載します。解答は最終ページにあります） 

 

１：次にあげる 4種類の妖精、水の妖精、花の妖精、木の妖精、森の妖精のうち、 

いそうでいないものはどれでしょう？ 

 

２：古葉たばこ店、肉の紀伊国屋、喫茶五月庵、〇〇畳店 さて畳店の名前は？ 

 

３：4人が飲み会をしています。さて、この飲み会を仕切っているのは誰？ 

  a: オダギリジョー b: 波留 c: ねずっち d: DAIGO 

 

４：この中で、絶対ヌードにならない人は？ 

 a: 上沼恵美子 b: カトリーヌ・ドヌーブ c: 和田アキ子 d: 温水洋一 

 

 

 

 

 

 

 
主催：ＮＰＯシニア大楽 

ユーモアスピーチ共和国・船橋支部 

支 部 長：長嶋秀治 043-261-5832 

発 行 者：長嶋秀治 

編集＆事務局：町田雅和 

267-0066 千葉市緑区あすみが丘  

5-26-7  T/F 043-294-2911 

mac555new@ybb.ne.jp 

参加費 500 円（入会金 1000 円） 

見学料 500 円 

開催日と場所 （原則） 

毎月第②木曜日 15：00～18：00 

会場 船橋中央公民館 第 9 集会室 

5 階 

ジョークは暮らしの調味料・ユーモアは人生のかくし味 

180 回船橋ユーモアスピーチ 

2021 年 11 月 11 日（木）3 分間スピーチ 

 スピーチテーマ 「今までにない×××」、 

「願い」 

ロングスピーチ  

  工藤 文夫さん 「曲紹介に纏
まつ

わる話」 

  常廣 貫次郎さん「むかし話」 

 

「」 
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前回のロングスピーチ                  

「山の雑記帳から～自然現象～」 
長嶋 秀治さま 

 

山登りをしていると平地では経験できない珍しい

自然現象に接したり自然の雄大さを感じたりするこ

とが多くあります。その中で特に印象に残っている

光景を紹介します。 

１．珍しい自然現象 

（１）ブロッケン（現象）（の（妖）怪） 日本語 

  御来迎（ごらいごう） 

名前の由来：（広辞苑）ドイツ中部、ハルツ山 

脈のブロッケン山で多く見られるのでいう 

   御来迎：（広辞苑） 

   高山の日の出・日没時に、前面に霧がたちこめる時、陽光を背に立つと、自分 

の影が霧に投影され、影のまわりに色のついた光の輪が浮かび出る現象。弥陀 

が光背を負うて来迎するのになぞらえていう。 

   来迎：（広辞苑）臨終の際、仏・菩薩がこれを迎えに来ること 

   ブロッケンを過去に 3，4 回見ている。そのうち２回は発生場所の記憶がある。 

・最初は八ヶ岳連峰の横岳付近で 1961 年 8 月 11 日。何度も現れたり消えた 

りの繰り返しで、感動し写真を撮ることが出来た。 

・もう 1 回は北アルプス常念岳の頂上から常念小屋に向かう直前で 1997 年 9

月 21 日に出会う。稜線の東側はガス、西側は太陽がのぞくといったブロッケ

ンの条件がそろっていた。ひょっとして見えるかも、期待通り見えた。嬉し

かった。今度同じような条件なら予見できるような気がする。 

（２）彩雲（インターネット調べ）「彩雲は古くから発生すると縁起が良い雲とされて

いました。例えば仏教では、良い事が起こる前触れと言われ、釈迦如来が誕生

した際にも彩雲が輝いていたと伝えられています」 

・彩雲は 1 回のみの経験で帯名山（１４２２ｍ）で 2007 年 6 月 17 日見ること 

が出来た。長い時間鮮やかな色を保っていた。 

 

２．荘厳な日の出（御来光）、日の入り 印象に残っている 2件づつ取り上げます。 

（１）日の出 御来光：（広辞苑）高山で望む荘厳な日の出の景観をうやまって言う語 

・三つ峠山（１７８５ｍ）の元旦 1958年 1月 1日、 

大晦日 18:00頃新宿発 大月で富士急に乗換 三つ峠駅下車  

待合室で寝袋に入って仮眠。翌元旦 3時ころから歩きはじめる。 

    頂上の下に小屋が 2軒ありその近くで日の出を待つ。日の出の時刻になると 

    富士山の左側の雪がピンク色になる。しばらくしてすばらしい初日の出（御

来光）を見ることが出来た。 

   ・大汝山(3015m)からの日の出 1971年 8月 15日 

    前日剣岳に登り雄山を超えて一の越まで行く予定を変更し大汝避難小屋に

宿泊。当日頂上直下でピンクに染まった雲海の彼方から昇る日出を見る。

神々しく荘厳な日の出を見て自然に柏手を打っていた。 

（２）日の入り 

・北アルプス水晶小屋付近からの日没 2008年 7月 27日  

    入山２日目太郎小屋～水晶小屋の途中から雷雨になる。ほうほうの態で小屋
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に入る。夕食後 外が騒がしい。出てみると雨が上がり、夕映えの槍ヶ岳が

目の前、後ろを振り向けば日没まじかの太陽が周囲の空を真っ赤に染めてい

る。息を呑むような光景。翌日はまた雷雨。2 日間雷雨にたたられたが、あ

の一瞬の晴れ間で救われた山旅だった。 

・鳥海山（２２３６ｍ）の途中にあるお浜小屋付近から見た日没と鳥海山の肩

に出た満月が明日の好天を約束してくれるような光景だった 2018 年 7 月 27

日。翌日は風が強く、途中から雨も降り出し、残念ながら引き返す。 

３．マッターホルン（４４７８ｍ）の夜明け 2010年 7月 28日 

  未だ夜が明けぬ暗い中、宿を出発。橋のたもとで日の出のドラマを見ようと待 

  ち構える。満月の下、マッターホルがはっきり見える。待つこと暫し、最初の

光が頂上の岩壁を赤く染める。少しづつ少しづつ下へ下へと岩壁を赤く染めて

いく。岩壁の左にあった満月も右に移動していた。壮大な圧巻のドラマに感動

した。 

 

3 分間スピーチダイジェスト  

テーマ 「オリ・パラ回顧」、「わかっちゃいるけど」 
 

中久木 一乘 ：「オリ・パラ回顧」 

ド素人の感想。新型コロナ感染症拡大のため 1年開催延期。この悪条件の中、人間

の努力と可能性の素晴らしさは多くの人に感動をくれた。最高の成果である。 

この点で成功だともいえる。しかし残念な面もあった。多くの人が楽しめなかった。

関係もない多くの人に大きな負（借金）が残った。理性的な根拠ある中止論を無視、

大和魂で無理やり突破し悪い教育の見本となった。 

・そもそも今のオリンピックは見世物サーカス。個人の特異能力はスポーツではない。 

・この祭りは弱者を救い国力を上げる健康とは程遠い。国民の健康には役立たないの

では。 

・メダル数を競うは邪道で反社会的。報奨金は？ 特別待遇,強化費もオカシクない

か？ 

・記録を競うはいいが、競技別世界大会で十分。合同開催に意味はあるのか。 

・開催国に運営の権利もない「から騒ぎのお祭り」は、時間とお金の無駄では。 

・雨降って洪水さえ防げない国で、無駄なお祭りは、先進国家のやることか。 

 

入江 清之：「オリ・パラ回顧」 

東京オリ・柔道男子７３キロ級で五輪連覇を成し遂げた大野将平は、相手と組み合

う真剣勝負を好み、自らをオールドスタイルの柔道家と称している。今回の決勝戦も

激闘の末に投げて勝ち、日本柔道の強さや素晴らしさをアピールした。試合後、彼は

ガッツポーズもせず礼をして、相手と健闘を称え合うと一礼して畳を降りた。彼は前

回のリオ五輪以降では２０１７年の日本選手権に出場だけで天理大・大学院での学業

を優先し、講道館で文献を読みあさり「大外刈り」に関する修士論文を書き上げた。

日本のお家芸の柔道が世界中に普及すると日本選手はその映像などを研究する海外

勢の標的とされたが、彼はあくまでも正しく組んで、投げるオールドスタイルの柔道

に拘わり、今回も決勝戦まで投げて、勝って金メダリストになった。今や大野将平は

大リーガーの大谷翔平との「ショウーヘイ」コンビで日本を代表するスパー・アスリ

ートです 
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山中 昇:「ウイルス」 

NHKのサイエンスゼロで学びました。自然界はウィルスがいなければ成り立たない。 

赤潮はプランクトンが大発生した現象であり、これを終わらせるには、プランクトン

を殺すウィルスが活躍することが必要。 

新型コロナウイルスの新規感染者が激減し、総選挙が実施される環境下、様々な情

報が入ってきます。 

そんなこともあったのでしょうか、昨夜、夢を見ました。概略こんな感じでした 

 

赤潮で銀鮭やいくらが獲れなくなり困っている北海道の知事が農林水産大臣を訪ね

た（これはニュースで報道された事実）ついでに、コロナウィルスを訪ねた。 

コロナにお願いして、変異し北海道に来てプランクトンをやっつけてほしいと。 

条件は、プランクトンをやっつけてくれたら、来年早々に第６波で少々暴れてもいい

よ、というものでした。 

残念ながら、知事はウィルスには面会できませんでした。 

ウィルス、というくらいですから、ルス（留守、不在）だったのです。 

 

コロナウイルスはウイルス会議に出ていて不在でした！ 

会議では、下記のような注目すべき発言がありました。 

 

コロナウイルス：菅さんにはずいぶん世話になったので、選挙では自民党に勝たせて

やりたい。よって、しばらくおとなしくしていることを決めたのです。 

 

インフルエンザウイルス：この冬は、私に暴れさせてください。でも、あなたのおか

げで、ずいぶん仕事がやりづらくなりました。消毒が徹底しているし、ほぼ 100％の

日本人がマスクをしている。ワクチンも大迷惑だ。 

 

コロナウイルス：わかりました、来年 2 月まで変異に努め、感染力を倍増させます。

準備ができたら共同戦線で行きましょう！人間ども、安心しきっているでしょうから、

こらしめてやりましょう 

何とも、寝起きが悪かったです 

 

飯野 望：「わかっちゃいるけど」 

わかっちゃいるけどやめられない止まらない 

かっぱえびせん、ピーナッツ、ポテトチップス！ 

わかっちゃいるけどついつい買ってしまう・・宝くじ 

わかっちゃいるけど、議論してしまう宗論・・・ 

どちらも同じ、喧嘩は私に免じてしないでね！ 

 

町田 雅和：「わかっちゃいるけど」 

電車の中などでの若者のマナーの悪さがすごく気になります。私が良く利用する、 

外房線は 4 人掛けのボックスシートが多いのですが、そのボックスに若者二人で座

り、大きな荷物を座席に置いたままスマホに夢中。車内が混んできて人が傍に人が立

っても気が付かない。そんな状況を見ると、ついお節介を焼きたくなる。それをぐっ

とこらえる。これって、わかっちゃいるけどイライラします。 

そんな時の対策として、若者の中でもマナーのいい人、大谷翔平君を思い浮かべる 

事にしました。 
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松永成三郎：「第一回東京オリンピックの思い出」   

 1964 年 10 月 10 日にアジア初のオリンピックとして東京オリンピックが開催。時

を同じくして東海道新幹線、東名・名神高速道路に加えて首都高が完成し、まさに高

度成長の絶頂にあった。私事だがこの年の春に私たちは結婚している。そして 2020年

な開催されるべき二回目の東京オリンピックが、コロナ禍の中、今年行われた。従っ

て今回のオリンピックの印象は薄い。思い出というと何といっても競技の最後を締め

くくったマラソンである 

当時私はたまたま甲州街道でエチオペアのアベベが先頭を走るのを見ていた。身長

170 ㎝、体重 50 ㎏の黒褐色の痩躯がまるで哲学者のように駆け抜ける姿が眼の底に

焼き付いている。 

 

植野 晏生：「親ガチャ」 

若者の間で、親ガチャという言葉が流行っているそうです。ガチャはガチャポン

のガチャです。(ガシャポンはバンダイの特許)。子は親を選べない。従って貧乏な

のは、「親ガチャ失敗」という使い方をするようです。私達が小さい頃は、日本中貧

乏だったので、そうは思わなかったものですが。また自分がブスなのは「親ガチャ

外れ」というそうです。親がかわいそうですね。 

 

長嶋 秀治：「マスク」 

サラセンのベスト１０が 5 月に発表になりました。コロナ関連の句が多く、「マス

ク」に関連した句で「お若いと言われてマスク外せない」私のことかと思わせる句が

ありました。 

私もシニア大楽の川柳教室に参加しています。今年「笑う」で「モナリザがマスク

つければすまし顔」、「立派」で「炎天下マスクをつけてランニング」。2句とも先生か

ら◯を貰いました。7，8年前「便利」で「スッピンにマスクをつけて手間省く」はま

さに現状はこういう状況が多いのではと思います。男性向けに「不精髭マスクをつけ

て手間省く」はいかがでしょうか。 

 

大塚 親雄：「わかっちゃいるけど」 

…やめられない…、私にとってはタバコである。「百害あって一利なし」と言われが、

若い頃一日に 20～30本吸っていた。 

銘柄はセブンスターでこれは軽くて吸った気がしないので、ちょっと強いハイライト

にして吸う本数を減らそうと試みたが、 

一向に減るどころかますます量が増えてくるのである。これではいかん「禁煙」を考

えねばと思い「10日間でタバコ止められる方法」当時ベストセラーがあり読んでみた

が効き目なし、結局は職場でタバコ吸ったら 1000円罰金の会をつくり、やっと 

卒煙できた 42 歳の時である。わかっちゃいるけど止められないから 一念発起して

止めたということである。 

そこでなぞかけ 

禁煙とかけまして わたしの拙い 3 分間スピ－チととく そのこころは すいませ

ん。 

 

 

 

 

※ 次ページに次回の案内があります 
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※ 頭の体操の解答 

１，木の妖精（気のせい）、２，三田畳店（回文になっている）、３，波留（名前が

漢字「幹事」だから）、４，和田アキ子（名前に「ぬ」がないから） 

 

 

予告：12 月 「船橋ユーモアスピーチの会」 

12 月 9 日（木）15 時～  船橋中央公民館第 2 集会室 

ロングスピーチ 

  辻内 京子さん 「ロングスピーチと私」 

  入江 清之さん 「幕末の三舟のひとり・山岡鉄舟」 

スピーチテーマ 「１年を振返って」 


