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★シニア大楽 ユーモアスピーチ船橋だより
ジョークは暮らしの調味料・ユーモアは人生のかくし味
136 回船橋ユーモアスピーチ
2017 年 8 月 10（木）

3 分間スピーチ
スピーチテーマ 「感動」「比較」
ロングスピーチ
「暦（カレンダー）の世界史」

飯田

省吾さん

７月１３日の参加者：山田、工藤、はらだま、稲葉、入
江、飯田、中島、飯野、松永、山岸、松本、辻内、田谷、
大塚、石渡、植野、早瀬、町田、長嶋

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 043-294-2944
mac555new@ybb.ne.jp
参加費 500 円（入会金 1000 円）
開催日と場所
毎月第②木曜日 14：00～16：30
会場「ニッセイ・ライフプラザ船橋」
船橋市湊町 2-1-1 日生船橋ビル 1F

ロングスピーチ

「居酒屋でできる超簡単マジック」
町田雅和さん
マジック、４つの楽しみ
１、見て楽しむ（鑑賞）
２、習って楽しむ（習得）
３、作って楽しむ（創造）
４、演じて楽しむ（発表）

今日はみんなが
マジシャンに！
４つの楽しみ
全て体験！

マジシャンの心得
１、やる前に何をやるか言ってはならない
（先に説明するマジックもあるが・・）
２、同じ場所で同じマジックを二度見せてはならない
３、タネあかしを絶対にしてはならない
（やってみたいという人にはコッソリ教える）
（子供向けには、タネあかしできる簡単な手品を用意
する）
居酒屋でできる簡単マジック（解説と体験）
１、電卓マジック 「８の落下」
キーワード：１～８の数字では 8 が一番重いですよね！
【タネ】あらかじめ「６８８８８８８９+」を入力しておく
68888889+12345678=81234567
２、はし袋マジック 「見えない糸に引かれる」
キーワード：よく見ててね！ 一緒にやってみて！
【タネ】すばやく割りばし袋に仕掛けを！
３、コインと割り箸のマジック 「１-２-３で消える？」
キーワード：3 回たたくと消えます ワン、ツー、スリー
【タネ】ツーの時の動作を練習！ 半分タネあかしをして本題に！
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４、千円札マジック 「お札の浮遊」
キーワード：ハンドパワーで！ 浮いてるお札が良く見えるように！
【タネ】自分のお札にハンドパワーを注入しておく？
※大人のマジックの楽しみ方
マジックは不思議さを楽しむ、コミニケーションツール
タネが分かっても気づかないふりをして！
※おまけ
右の写真は、いつかは行きたい、ロサンゼルスにある、
マジックの殿堂「マジックキャッスル」
関係者の紹介が無いと入場できない！船橋ユーモアの
山田さんは入った事があるそう！超羨ましい！！

3 分間スピーチダイジェスト

テーマ「チャンス」「椅子」

山岸哲男：「椅子」
我が家に椅子は１０個あります。しかし座布団は、私が落語の稽古に使っているたっ
た１枚だけ。私が生まれ育った昔の家は全て畳で、椅子は私の勉強机用の１脚だけで
した。私が所帯を持って、棲家を何度も変え、洋室が増えるに連れて椅子も増えたの
です。
「椅子」は家具を意味するだけでなく「首相の椅子」
「社長のイス」などと地位
と権力を表します。「ヒエラルキーある所イスあり」です。色々な組織で多くの人々
が、「椅子」を目指して戦いを続けています。昔むかし、私もこの椅子取り合戦に参
戦して、椅子を取っては美酒に酔い、取りそこなってはヤケ酒に酔い痴れたものです。
今はこのクラスに入れてもらい、暖かい椅子に腰かけてからは、椅子取り合戦を思い
出すこともありません。私は日本人男性の平均年齢８１歳を超して、「元を取り」ま
した。皆様の驥尾に付して、以後の余生を楽しく送って行きたいと思います。イスイ
スまでも、です。
植野晏生：「７４歳まで働く人生」
去年の５月に経産省の若手官僚が産業構造審議会に提言しました。「現役世代２人で
高齢者１人を支える構造は今後も維持できる」と。エビデンスとして高齢者に対する
生産年齢人口の比率を挙げ、高齢者が支える側に回ればより高齢者を支え続けられる
と。しかし、働きづめの人生は幸せですか？遊びをせんとや生まれけむと違います
か？「高齢者に落とし前つけろ」と言っているようで怖いですね。（日経より）
工藤文雄：「もっとよく見てね！！」
二人兄弟の兄が亡くなって、はや一年。なにかと 92 歳になる、一人住まいの母の
面倒を見る機会が増えました。ところが世間は、我々二人の関係を「親子」ではなく
「夫婦」と観ている方が殆どだと気がつきました。例 1）区役所窓口で係の人と話を
していると、横から母が口を挟みました。すると、係の人は「今、旦那さんと話して
いるんです。！！奥さんは黙ってて！！」例 2）タクシーに乗って母と話していると
運転手が「楽しそうなお話ですね。私も将来はお客様達のような仲の良い夫婦になり
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たいです。・・・」例 3）ファミレスでオーダーを迷っている母に対して、旦那さん
はハンバーグですよ。奥さんも同じでいいですかね？」例 4）救急車で入院した時の
事、隊員が「旦那さんは奥さんの横に座って励ましてください。」例 5）入院した病
院の看護婦さんが「奥さんは大変元気です。旦那さんは心配無用です。・・・」他多
数あり。
山田正國：「チャンス」
もう 2～3 十年前の話、ハリュウッドの郊外のマジックシアタに行ったとき、マジシ
ャンからボランテアアシスタントとして舞台に上がり、カーテンの後ろの道具か舞台
の袖の道具かどちらか選べ、云われカーテンの後ろの道具をえらんだら、なんとナイ
フ投げの的で、中心に人形が描いてあるあれ、つまりそこに小生が立ち 彼が投げる
ナイフが小生の体ぎりぎりに刺さるあれです。マジシャン始めようといわれたが、ち
ょっと待ってくれ、オーマイゴット大仰に叫びそれから一呼吸後、Ｏ．Ｋと云ったら
観客は大喜びした。 マジックを見るときのマナー 種が判っても、周りの人に教え
ない、マジシャンに種明かしを強制しない。だそうです。彼らの資産ですから
町田雅和：「チャンス」
落語ブーム到来、イッチーと呼ばれペンライトで迎えられる、“柳亭市弥”や、父親
が元大関清国で身長１９２センチの“林家木りん”などのお蔭で寄席が賑わっている、
このチャンスに落語の演目に関連するグッズを売り出せばヒット間違え無し！例え
ば秋刀魚の缶詰のラベルを貼り替え「目黒の秋刀魚」、細い麺と太い麺のセットで「時
そば」、お皿９枚組で「お菊の皿」、など、どこかの寄席で売り出さないかな・・・
田谷正明：「椅子・チェアー」
近所のヤマダ電機にマッサージチェアーの売り場がある。以前は広い店の隅の方に置
かれており、いつも数名の“買う気の全くない老人”が気持ち良さそうに座っていた。
私もちょくちょくその仲間になり口を半開きにして夢ご心地で揉まれていた。最近、
久し振りに訪れたら売り場の模様替えか、一番の売れ筋の場所に変わっていた。お客
も店員もよく行き来する場所のためか、以前マッサージチェアーを愛していた老人達
の姿はなかった。この椅子はとても大きくて３LDK の我が家には置く場所がない。万
が一、あり得ないことですが、買う場合はまずは一回り大きい４LDK のマンションを
購入してからでないといけません。
松永成三郎：「チャンス」
旅行が好きなので、この年まで数多くの国内外のツアーに参加している。ドクターコ
ールの経験も数回ある。ツアー客の不幸に遭遇したことも、船上で 1 回、機内で 1 回
ある。非日常的な行為でも「旅」は最大の楽しみではあるが、特に中高年とくに後期
高齢者ともなるとそれは時に命がけとなる。たまたま今回はラッキーな、しかし貴重
な体験をした事例を紹介したい。先月シルクロードの中心にある、新疆ウイグル地区
を旅行した。10 人いる旅の仲間の一人がホテルに着いた時のバスの中で突然意識障害
に陥った。コンダクターの要請で診たが、呼吸はかすかにあるが脈はほとんど触れな
い。至急、救急車搬送を依頼して病院まで同行。救急救命処置はうまくいき、私自身
は深夜にホテルに戻った。その後、中国の担当者から聞いた話では、動脈瘤の破裂寸
前であった。しかも国際医療関係団体との連係プレーで、個人的な飛行機を手配して
何とか日本に帰国して緊急手術で命を取り留めたということである。この費用は勿論、
海外旅行保険で全額カバーできたそうである。ちなみにこの方は 83 歳の女性だった
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が、過去 3 年以上一般検診を受けていなかった由。皆さん最低年に一回の健診のチャ
ンスは受けておくべきですよ。
入江清之：「チャンス」
某プロ格闘家（40 歳）は２０歳デビュー以来、肉体を酷使して来たので、腰痛とも戦
っていた。そんな折り彼は知人に紹介された整体師に治療してもらったところ痛みが
嘘のように和らいだ。彼は喜び先生に感嘆する一方で、現役の傍ら整体師になる決意
をして、整体の学校へ通い始めた。これは自分が資格を取り、後輩達の身体のケアを
し、選手寿命を延ばして上げたいとの強い気持ちからだ。そして彼は資格を取るや現
役を引退し、整体医院を開業した。彼がこのように第２の人生へ好スタートできたの
は、諺の「チャンスの神様には前髪しかない」の通り、その前髪を逃がさずに掴み、
チャンスを自分のものにしたからだ。
早瀬君子：「自由題」
今年４月銀座松坂屋跡に誕生した「銀座６」は２４階、２４１のブランドが集結して
いるとのこと。内部に足を一歩踏み入れると、大きな吹き抜けを取り囲むようにエス
カレーターが動き、シャンデリアのように天井からぶら下がった草間彌生作品の水玉
南瓜の巨大バルーン１４個が皆の歓声を誘う。商業施設にアートを取り入れた建築だ
そうだ。私が嬉しい歓声を上げたのは神田駿河台の「山の上ホテル」が出店した“天
ぷら店”を見つけたことだった。もう大分以前、山の上ホテルのランチ天丼が５千円
だという噂を聞いて、当時の友人たちといつか食べに行きたいと話しながら忘却の彼
方にいってしまった「山の上ホテルの天ぷら店」に出合えたのだ！是非とも近々「山
の上ホテルのランチ天ぷら」を食べに行かなくてはと思っている。しかし銀座も次々
と老舗が消えて、ブランド通りと化してしまい、変貌していく銀座を見るのはとても
残念で淋しくてならない。
川柳の短冊
飯野
望：「サラリーマン川柳で分かったこと」
『職場でも家でも俺はペコ太郎』『こずかいもマイナス
金利と妻がいい』・・・
『地団駄で、今日も達成１万歩』私の万歩計の記録は地
団駄の記録であることが解りました

中島 孝之：「自由題」
世の中変わったものだという話をします。先日柏に２斤８００円の食パンを売る店が
オープンしました。普通食パンは１５０円くらいで買えると思うのですが、今飛ぶよ
うに売れているのです。オープンして二三日して広告のチラシが入って買いに行きま
した。すぐ買えて食べてみると美味しいパンでした。十日ほどしてまた買いに行くと
平日の午後でしたが２０人くらい並んで買いました。それが先日の土曜日に近くを通
ったので行ってみると、何と５０メートル位の列が出来ていて買うのを諦めました。
考えてみると２斤８００円のパンは贈り物としては安いものになります。ピーナツ８
００円買っても贈り物にはなりません。自分で買いに行くのはためらっても人からも
らえば嬉しいものに成ると思います。それにしても２斤８００円の食パンが飛ぶよう
に売れているの何か変な気がします。
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長嶋秀治：「椅子」
国際比較で日本人は座っている時間の長さでサウジアラビアと並んで世界一です。同
じ姿勢で長時間座っていると糖尿病、心臓病のリスクが高まると言われています。よ
く聞く言葉で「エコノミークラス症候群」の症状です。対策としてアメリカのシリコ
ンバレーの IT 企業などでは PC の作業は立って、また会議も立ってやる場合もあると
いいます。日本でも取り入れている企業もあると新聞に出ていました。ある医師は「貧
乏ゆすり」が有効だといいます。
「貧乏」は響きがよくないので「健康ゆすり」として
はと提唱していました。が「ゆすり」もよくないので、英語の「tap one’s foot
nervously」から tap を もらって「healthy tap」とよんだらいかがかなと私の提案で
す。
今月のおまけ
【シニア川柳】
・目鼻立ち 抱く人よりも 犬が上
・ハグしても 腕が届かぬ メタボ腹
・混浴だ 弾んでいけば 足湯だけ
・定年後 犬より多い お留守番

お知らせ
ロングスピーチの時間を現在は１時間でお願いしていますが、９月
以降は原則 30 分×２人で名簿の後ろから順番にお願いします。強制
ではありませんができるだけ参加してください。
今まで通り 1 時間を希望する方はその旨を申し出てください。
予告：9 月の船橋ユーモアスピーチの会
９月１４日（木）１４時 ニッセイプラザ１階 会議室
ロングスピーチ 山岸さん「或る遊民の一日」
山中さん「未定」
テーマ「あべこべ」、「波」、「失敗談」、「自由題」

☆スピーチダイジェスト送付先

mac555new@ybb.ne.jp
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