笑う︑杖をついて会場に

設では笑わなかった人が

た拍子に立ち上がる︑施

を利用していた人が笑っ

いいます︒ずっと車椅子

不思議なことが起きると

催された介護施設では︑

ボランティア演芸会が

思って︑日本全国を駆け

ができればいいかなと

立って︑世の中に恩返し

僕らの芸が皆さんの役に

本おむつ団﹄なんです︒

いるのが︑僕たち﹃全日

な思いを持って活動して

かくなってほしい︒そん

をして︑顔も表情も柔ら

全日本おむつ団が結成

は︑団長である笑福亭鶴

編集・制作：株式会社ジェイ・キャスト
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山下 千晶

笑う機会の少ないお年寄りに「元気」と「笑顔」
を届けようと、忙しい日々の合間を縫って、
ボランティアで全国の施設をめぐるプロの落語家・エンターテイナーの一団がいます。

し、うちの施設には笑いが足りないと感じた

れまで︑師匠の活動拠点

である大阪を中心に西日

本方面にしか展開できな

ることで全国に広がって

かった活動が︑支援を得

いムードを︑笑いで明る

いったのです︒

落語家仲間も師匠の活

くしたいと思い立ち︑１

動に共感し︑ボランティ

年間で１００カ所の施設

でボランティア落語をし

ア活動への参加を申し出

て︑ついに 人のプロ集

ようと決心して︑成し遂
げたのです︒

師匠の活動に感銘を受

団﹁全日本おむつ団﹂が

誕生しました︒

まず参加を表明したの

けた日本フィランソロ

ピー協会と王子ネピア

は︑副団長を務める林家

いい。
そうして、
リレーのようにどんどん笑い

いるのは、お笑い体操みたいなものかもしれ

が広がっていくのが僕らの願いです。

がっています︒

の施設に笑いの輪が広

ランティア演芸会︒全国

ますパワーアップしたボ

ネタも多彩になり︑ます

がって︑メンバーも増え︑

笑いを届ける地域が広

名乗りを上げたのです︒

三金師匠をはじめ続々と

も立ち上がりました︒桂

ひざ元の大阪のメンバー

を知って︑鶴笑師匠のお

す︒東のメンバーの充実

のメンバーのリーダーで

彦いち師匠︒東京の５人

そんな資格はもちろんないけど、
僕らがやって

ンティア落語を始めた当

職員の方が気づいてくれたら嬉しいです。も

公演の最初に声を出してもらったり、拍手

初は︑普通に落語をして

も笑ってもらえませんで

した︒自分の芸を見せる

と い う よ り︑ そ の 日 集

まってくれた人の年齢や

病状などを観察し︑反応

を見極めながら話すス

ピードや︑披露するネタ

などの構成を少しずつ変

えていきました︒

﹁お年寄りというのは︑

落語家が本気で笑わせよ

うとしているのかを︑直

います。心のリハビリ、
心のマッサージです。

支援を申し出ました︒そ

て会話もはずみます。そういう笑いの効果に、

が︑ボランティア落語の

の大きな目標です。

落語を聞いたら、元気になって笑顔になっ

種」を全国各地にまいていきたい。これが僕ら

体操メニューを開発したいですね。

ボランティア演芸会をやることで、
「笑いの

ません。
これからは、声を出して笑えるという

は、笑いを家庭の中に取り入れてもらっても

僕らは「お笑い介護福祉士」のようなもの。

ことでもいいんです。

しばらく笑っていないと、なかなか笑えな

デイサービスを利用している方のご家族に

いから体をほぐしてもらうんです。

ビでお笑いの番組をみんなで見ようかという

ですが、実は笑うための準備体操といえます。

僕らのマネをしてくれていい。施設のテレ

大きな声を出したら発散できるのはもちろん

ら、
取り入れてみてはどうでしょう。

したり、体を動かしてもらうこともあります。

New!

その名も
「全日本おむつ団」。ボランティア活動は僕らのライフワークだと語る
メンバーたちの活動をご紹介します。

感で見抜いてしまう鋭さ

があります︒話芸とかテ

クニックだけでは通用し

ません︒お互いの心と心

が通じて初めて芸がなり

たっていくところがあ

り︑それで成長させても

らっていると感謝してい
ます﹂

演じながら会話する︑

手拍子をしてもらうな

ど︑参加してもらいなが

ら一緒に笑いの空間をつ

くることを心がけていま

す︒お年寄りの笑い声は

若い人のように大きくな

くても︑皆さんをとびき

りの笑顔にするのがプロ
の矜持です︒

日本全国に笑いの種をまきたい

団長 笑福亭鶴笑師匠に聞く

笑いの力でお年寄りに
元気を届けるプロ集団

来た人が杖を忘れて帰っ

そう語る団長も︑ボラ

巡っています﹂
全日本おむつ団の団

てしまう⁝⁝︒
長・笑福亭鶴笑師匠は︑

皆さんの目や表情を見ながら、演目を進める林家彦いち師匠

人の落語家の活動が
次のように話します︒ 一
﹁〝笑いの力〟がそうさせ
仲間の共感を呼び︑ 人の
るんでしょうね︒笑いに
は人を元気にする力があ チームができあがりました
全国の介護施設を回っ

されたのは︑２０１６年

りますから﹂
て気づいたのが︑お年寄

春のことです︒
わなくなった人が意外に

笑師匠がたった一人で始

その土台となったの

りの中には笑いを忘れて

多いということ︒そのせ

めたボランティア落語で

「笑い」というのは、立派なリハビリだと思

10

しまったかのように︑笑

い か︑ 顔 も 表 情 も 硬 く

２０１１年に起きた東

した︒
﹁そんな人たちに心のリ

日本大震災の後の重苦し

なっていたりします︒
ハビリ︑心のマッサージ

10
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ケア通信
ボランティア演芸会は
僕らのライフワークです︒

（2016 年 9 月 15 日発行）
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ボラン ティア 演 芸 会
主催：公益社団法人 日本フィランソロピー協会

ら︑あとは何もしなくて

ケジュール調整がすんだ

とおむつ団メンバーのス

か︒開催希望の施設さま

催されているのでしょう

は︑実際にどのように開

ボランティア演芸会

てあります︒それを取り

は︑トランクにセットし

座布団︑出囃子︑演者札︶

セット︵定式幕︑緋毛氈︑

当日必要となる演芸会

会場を手早く設営します︒

タッフに早変わり︒演芸

ア の 社 員 は︑ 演 芸 会 ス

寄りが集まってきます︒

場らしくなった頃︑お年

了です︒すっかり演芸会

Ｄをセットすれば準備完

者札を立て︑出囃子のＣ

実際に上がって確認︒演

座のできあがり︒師匠が

毛氈をかければ立派な高

ルなどを利用して上に緋

づくりです︒食堂テーブ

ショーや歌の披露も︒

使ったパペット落語︑風船

ては︑手づくりの人形を

包まれます︒師匠によっ

芸に︑会場は笑いの渦に

で次々と繰り広げられる

い紙切り︑珍妙な手品ま

すだれから︑今では珍し

落語はもちろん︑南京玉

小噺から始まり︑古典

設さまによっては︑皆さ

師匠たちのパワーの源は、皆さんの満面の笑顔です
マルチコメディーパフォーマ―の TASUKU 師匠

東日本団員

三遊亭丈二師匠

三遊亭彩大師匠

TASUKU 師匠

笑福亭笑利師匠

林家きく麿師匠

古今亭志ん八師匠

りの顔を写真に撮る姿︒

理由を尋ねると﹁普段は

あまり笑われない方が︑

笑っていらっしゃるの

で︑ご家族に見ていただ

きたいと思って﹂とのこ
とでした︒

訪問した施設さまか

ら︑﹁多彩なプロの技で構

成されたボランティア演

芸会︒ご利用者の満面の

王子ネピアさんと

お陰さまで︑全国

高橋

国の支店の社員が施設の

ランティア演芸会は︑全

ネピアさんは社会

貢献活動にとてもご熱心

はい︒特にこのボ

社員も学ぶことが

ていきたいと思います︒

社員みんなでずっと支え

ります︒
師匠たちの志を︑

たくさんあり︑元気にな

清水

のは意義があります︒

る現場に社員が立ち会う

高橋 ﹁笑い﹂の種を届け

がんばっています︒

つ団の師匠たちと一緒に

撤去を行い︑全日本おむ

方と協力して会場設営と

清水

師匠たちの志を
ずっと支えたい

ですね︒

んでいただいています︒

の施設の皆さまに大変喜

清水

年目に入りましたね︒

ランティア演芸会も︑４

協力して開催しているボ

高橋

施設の職員の方に多い
王子ネピアさんの
のが︑笑っているお年寄
CSR活動は素晴らしい

西日本団員

副団長・林家彦いち師匠

団長・笑福亭鶴笑師匠

寄席にお越しいただけないお年寄りに︑元気と笑顔を届けたいという
ボランティア演芸会の趣旨に共感して︑王子ネピアがこの活動を支援して
年目になり︑ボランティアキャラバンの実施件数は
260カ所を超えました︵２０１６年 月現在︶︒
どんどん進化し充実していく活動の魅力をレポートします︒

も楽しい出前演芸会が実

出し︑まず定式幕を張っ

と う ﹂﹁ 楽 し か っ た よ ﹂

と︑
﹁ご苦労様﹂﹁ありが

中︑師匠が高座をおりる

鳴り止まない拍手の

ていきます︒次に︑高座

会場となるのは︑施設
内の玄関ホールや演芸

ホールなどの広いスペー 笑いの渦に包まれて
ス︒施設さまによっては︑
あっという間のひととき
近隣の方にもお知らせし

すると︑集まってくれた

と︑声がかかります︒施
会場の様子を見なが

て︑施設ご利用者さまと
一緒に楽しんでもらう形

もあり︑師匠たちの心の

んと握手したり︑一緒に
子はいかがですか？﹂﹁昨

栄養になっています︒笑

お年寄りの様子や表情を
そこへ︑羽織袴に着替

日はよく眠れました

顔を届ける側も︑皆さん

ら︑だんだんと期待が高

さて演芸会当日︒開演

えた師匠がにこやかに登

か？﹂など︑楽しいやり

から笑顔のお返しをいた

で開催される場合もあり

１時間前︑師匠︵おむつ

場︒出囃子がかかったら︑

とりをしながら︑なごや

だいて︑明日への活力に

写真を撮ったりすること

団メンバー︶と王子ネピ

さあ本番です︒

かなムードで会場を盛り

見ながら︑
﹁皆さ〜ん︑調

アの社員が到着します︒

﹁皆さん︑こんにちは﹂

なっているのです︒

まります︒

師匠は会場を確認し︑着

上げていきます︒

桂まめだ師匠

髙橋陽子さん

桂三金師匠

公益社団法人
日本フィランソロピー協会理事長

現します︒

落語なら古典も新作も両刀使いの古今亭志ん八師匠

と︑大きな声であいさつ

笑顔に︑職員も幸せな気

分で観賞できました﹂

﹁〝笑いの力〟は奇跡をも

起こせるのですね﹂と

いった声が︑ネピアにた

くさん寄せられています︒

皆さまに﹁笑い﹂と﹁か

けがえのない楽しい思い

出﹂をお届けするために︑

全日本おむつ団はますま

すパワーアップしていき

清水 紀暁
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ます︒

ゴスペル落語やダンス落語も披露する桂三金師匠

全日本おむつ団のメンバーを紹介します
ます︒

王子ネピア株式会社
代表取締役社長

4

替えなどの準備に︒ネピ

熱血落語家として知られる副団長の林家彦いち師匠

協賛：王子ネピア株式会社
●

●

プロの落語家たちが︑全国の施設に
﹁元気﹂と﹁笑い﹂をお届けします︒

（2016 年 9 月 15 日発行）

号外

