ろ持

いな
るりす韓 、す′トそ とか
て

な

知らないことが

車間六∴落雷はけっこうワッが

いっぱいあるなあ︒て︑本職は何

事庸∵六

人くらいいるんですか

へえ

多いんですよ︵笑︶ 木酢の主︵あ
るじ︶の名前も違ってたりして

uうんですが︑本当は

会一雄∴−﹁15人ですね

なんとか

調へち

十−つ

会損

釣り若松です

会頭∴今の松月について︑ちょっ

水と緑が残るきち

ないない

小母六∴套調は漁をされたこと

落語の中では高橋活着締高とか
代々︑伊嫁さんですよね
ゃったから︑自分で淑︵や︶る時

は伊藤さんに変えて頼ってます
あんまり撮るひといな

套蘭∴今でも滴るんですか一
年間六

かったんですけと︑せっかく松月

なんで

と話しましょうか

とんとんいろんな場所で

今朝

中朝六∴松声の中心は駅の周辺

だと思うんですが︑ちょっと行く

滴ってほしいですね

事槻六

と用んぼや畑があった日と︑そう

てしまったので︑居間は制服着て

日勤六という今の帥匠に入門し

純膝が狐のしっほが鮎純から出

のを着て鮪縄に乗るんですが︑範

さという孤のコートみたいなも

かくお描荷きんが来たっていう

小崎六∴本軸の高橋きんがせっ

たんです

わたしたちもナマズ釣りをやっ

ナマズがいっぱい掘れたから

套槻

た

釣れないんだなあ︑と思いまし

いうところに来ないとザリガニ

りの了ともたちが沢用いて∵﹂う

ィーク中だったんで︑サリカニ釣

て︑下見に行ったらゴールデンウ

れないか︑という謡がありまし

紀の森と広場で落語をやってく

噺の中では松声はナマ

ズ科現が名物だとい︑つことにな

いうところが好きですね

高校に行って︑夜だとか−購︑休

で︑狐のワリをして松

ているのを兄一＼これは狐だと助

んで﹂油揚げを一というと﹂い

21世

ってるんですー

日は帥匠のカバン持ちをしてま

違いする

やいや沖暢げは食へ過ぎている

城川でも江戸川でも昔は

した

戸まで来るんですよね

家の前のトブでも釣れだのに
すね

あたしが子とものころには︑

会斑∴わたしたちも．遊牛だと

木酢の主人が代々笠間綱荷を信

棚が出るんです

松戸の

かは知ってますが︑間を叩いた雷

いるんですよ︑調べたんですげ

套疎∴松声に漁業組合あるの︑ご

は占いものとして残して︑新しい

占いもの

ハブルが低まるちょっと

と︑そういう史実はないんですけ

んじゃないですかね

前くらいの感じに映せたらいい

雷

これが落語を研究して

存知ですか？∴増席高は昔から

小間∵言

とねへ芙︶

糾合

そこで︑またお櫛荷

たころの彫轡なんですよね

さんのフリをしてさんさんご馳

いうのかいいんじゃないでしょ

ものはもっと新しくしていくと

蛇憧糊から

席に通っていると︑新作は別にし

足を食べて；一︑のまま江牛に行っ

郷も放流してる

ちゃう︑という噺なんです

し︑いっはい掘れますよ

をやってます

が何時丁も出てくる

奈項

ないと思います

うが

套′即 そう 松月の状況が今︑中

江声

途半端

上地

川沿いの伐家はだいだい入って

の直面孫刺の問題でも︑ちょっと

転換期ですよね
ますよ

中途半端がいちばんよく

師匠の変え方があってそれはそ

かな︑流出も含めますから

魚︑ナマズ∴糾合員は80人くらい

昔は雷

れて面白いんですが∵つちの師匠

お細荷極ま一し行きたくでもノ白け

でしたが∴江日時代末期には違い
ない方がたくさんいたとのこと

弦月では輔荷信仰が盛ん

は∵うちの胸腔しかやらないネタ

とかが結櫓あったんです

です

﹁これ

初めて聞いた一とか﹂これ地名

それぞれの

なんですよ

て古典は︑前に聞いた謡というの

を

釦の雑魚を買ってきて放流事業

′クですよね

いている﹂ということでナマズ神

の引 綱い 拳で ∴∴萄 iiiんつ松i… よ、た 力金のたこ つかか だ芸一一しろ しっっ っを間ちか

極目はナマズ科現が名物だと開

講、邪
i 狐を
の荷 結晶三
′ 洋三霊のの
帝人 ：∴ ∴∴∴
嘆 は I∴：∴：「：

仰しているということになって

面鏡講 再 三
i諸

てい 手すあする生霊窓

上で

にの 用水

いねあ∴∴iやはでの
ん
聴部に占
来

つ、わ

‖ぽた∴今 た い は∴や ら が
れん擁ん

標
Ir

i
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門っていうのは︑なかなかマニア
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それはちょっと寂しい気もしま

」＼ 江守 −

①会醐議霊誤し調栂醸し手匪

岩瀬のあたりでカブトムシなん

頃︑口走の聞芸享校の向こう側︑

しまったーわたしも︑子ともの

るうちに時代が変わっていって

を見てやったんだはと︑やってい

時間をかけすぎた＝鵬代の流れ

し着物にしても︑先生自体がi仕

に対して接勤しでくれる

支持者の指︑砧が始まって∴⁚同塵

化を見直そうじゃないかという

やっとここに来て日本の伝統文

ヤノブというのかあるんです

が︑戦後70年の敦雷を受けたギ

ん好きになってもらえれは︑と思

かかりは柔らかく︑それでだんだ

すい噺で笑ってもらうとか︑とっ

違っていても︑くだけた分かりや

すから︑そういう時は︑本筋とは

冊噺やってもわからないわけで

小助六∴例えは︑小写生の面で大

いう巌味で中心高批地をよくす

けです

たーそういうギャップがあるわ

は着物を‖分で着ることができ

方を知らない

って300も500も噺があり

という言葉がある人ですが︑落謡

り︑行く〜地上地の水に合わねは一

小的宗

会一幽−今後はとんな噺家にっ

います

しか

かよく取りましたよーあの辺は

るというのは当たり前−松声の

・年的・一生 日本人なのに着物を自

先生の親の世代

いいところというのは∵それ以外

分で詰られないというのも変な

鵬濃振興と

にまだ水と緑が舞ってるそ︑とい

袷津田だったから

これからの人

﹁−手も下手もなかりけ

うところですね

小鴎宗

文化を知っている︑国際人とし

でいただけるはずなんです

ネタ選びを間違えなければ︑喜ん

とか︑箕浦だったらこの晰とか︑

ますから︑小草生だったらこの晰

融をしたことがあります

て恥ずかしくない日本人を青で

この空自を埋めて︑日本

謡ですよね−

っておきたい

では日本語を勉強している写生

なきヤいけないですね

缶損

目減少時代に︑それをちゃんとと

イントと台湾で海外公

ではなくで︑ここ口走が丘聴吏公
きんの前でしたので︑日本でや

づらいかというと：間捌

小脇宗∴着物がなんで手を出し

それも中途半端

開で見た立派なクスノキのよう
るよりも反応がいいんじS︑ない

ですよね

してもいいんだと思うん

りとカ

大正時代のモボ・

ういった︑臨機応変︑水に合える

そ

−月謝礼︑本工事︑東漸葦なとには

な木を殺す感覚が大事です︵ 松
か︑という感じでしたー

塞いとかいろいろあるわ

くきいとか︑夏磐くて︑冬

落語を理解する外国人が

りませんけど︑浅草演芸ホール

ますよ

条蘭

会一班

芸人になりたいてすね

ふ 喜子窪 ／￣重、 ii＿ 三尊＿さ 添 、．1 当 i

台湾

古木が沢山あります
増えるといいですね

金城

に夕11︑ルネ・ノダを杭た

けです

や新宿末広享なんかは趣のある

モガという晴代はそうい

今は着物はこう
う感じに凝り固まってる

んまり押し付けちゃいけ

∵ ヽ∴：子 ∴−，： 董饗 l ÷￣」 塾

ああいう

ることが︑これからの子孫の財産

ものをしっかり︑練として依存す

たまに外国の方がいらっしゃい

小脇六

売をすると文化は滅びますー天

う社会がいいー碕本原理的な商

建物ですから︑それだけで入っ

う作用方をしていましたー

例えは着物の卜

になりますー商売人がその雰囲

のような座間が松戸にあるとい

皇障子もいらしたことのある︑こ

てくる人もいると思いますよ

小脇宗

法草や新柄の蒋筋にも

気の中で商いを持続できるとい

うことが広く知られるようにな

室やマジックなんかもあります

寄席は落藷だけじゃなくで︑相

じゃなきやいけないとい

そういうことは

れは︑外国人の観光客も来るよう

からー落諸ですから大きなこと

水になれば︑繭宛にもつながりま

はできないですけど︑声定邸も

気がします

日本語が分かるのか知

になると思う︵−観光振興が呼び
すーそこで魅力的な商品を聞発

趣のある建物ですから︑何かで
きないかな︑と思います

ないこともあるかもしれ

それは確かに︑あ

うちも

やせ我慢して商売をやっていれ

地方の仕事は雪枝関係が多いで

ない

していれば︑m点っていく

ば︑本物の着物を求めて買いに来

会一頭∴わたし70船になるんです

すね∴松声でも何校か行きました−

あと︑

代がきっと来ると思っています

るお箸が世界的に瑚えていく時

† 態 青雲 ノ／ 十㌧∴ 撼 艶麗

