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Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

◆ロータリー財団寄付年間目標１人150ドル 〔6450ドル〕　　　 9/10　3,000円 今期累計68,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 9/10　23,000円  今期累計93,000円

◆会員数44名　◆ 9/10　例会出席率　67.50%
◆8/27例会修正出席率　84.62%(修正前71.80%)
◆出席27名　◆免除者出席10名　◆欠席17名

10/1　 第1  観月例会　10/8　第2　卓話
10/15　第3 卓話　　　10/29　第 4　卓話　

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和元年 9 月 10 日
第 1640 回例会　No8

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会 1 名 ・ 退会0 名 ・ 現在44 名　　◆ロータリーレート 9/1 ～ 106 円
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9 ■点鐘

■四つのテスト唱和

■ロータリーソング 「それでこそロータリー」

■ご来訪者のご紹介並びに会長挨拶

■幹事報告

■委員会報告

■ニコニコ披露

■卓話　米山奨学生　トンさん　

■点鐘

言行はこれに照らしてから

一、真実かどうか

二、みんなに公平か

三、好意と友情を

　　　　　　深めるか

四、みんなのために

　　　　なるかどうか
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≪ 10 月の例会スケジュール≫

■

■

ＳＡＡ司会　 古里安幸委員長

四つのテスト　三宅　敏彦さん

NEW

ご来訪ロータリアンの紹介
長崎南 RC　東　晋さん■

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

皆さん、こんにちは。今日の会長挨拶は、
昔々私が知っていた、現在著名な二人の話
です。その二人の著名な方には、著名になっ
てからは、一度もお会いしたことはありませ
ん。しかしながら、私の名前を出せば反応
があると、私自身が思っているだけかもし
れませんが、そのお二人の話をさせていた
だきます。まず１人目は、『さだまさし』さ
んです。彼とは、私が小学１年生から、バ
イオリンを７年間程、自宅のすぐ前の井上

先生と言う方に習いに行きましたが、その時の後輩が、『さだまさ
し』さんです。私より少し後輩ですが、その当時より“おしゃべ
り“で、私とふたり、いつも先生から怒られていました。しかし、
バイオリンのテクニックは抜群で、仲間や父兄の中では有名でし
た。井上先生の指導方針は、専門家になるための厳しい指導をさ
れる方でしたから、私が中学校でスポーツをやりたいと母親が先
生に相談すると、指先がダメになるから、どちらかを選ぶように
言われ、私は、プロのバイオリンニストになろうとも思っていま
せんでしたし、あまり好きではなっかたので、バイオリンをすぐ
やめました。『さだまさし』さんは、皆さんドラマなどでご承知の
ように紆余曲折ありましたが、まず、グレープで長崎で有名にな
り、独立して全国に知らない人がいないくらいの有名人になり、
全国ツアーをされています。それに比べ私の方は、中学で９人制
のバレー部に入り、高校では英会話部に入り、大学は、親の跡継
ぎを目指して歯学部に入学し、大学院まで行かせてもらい博士号
を取得したものの、長崎に帰郷するたびに、母親から、「佐田さん
は、グレープでお金を儲けとるとに、あんたは、まだ親のすねか
じりやかね！」とよく言われてました。現在は体力勝負、上手に
お話しすること、指先を使う仕事についている点では同じ二人で、
比較するのもおこがましいですが、ぜんぜん違う立場の二人です。

二人目は、リリー・フランキーさんです。彼の本名は、中川雅也
といいます。彼は、私が昭和４１年に小倉の九州歯科大学に入学
した時の、朝夕食付の下宿のお孫さんでした。その下宿は、おばあ
ちゃんが経営されて、長男夫婦とその子(リリー・フランキー)と
長女の方がおられ、下宿人は私もいれて４人でした。そのお孫さん
こそが、リリー・フランキーさんです。下宿人４人は、二階にいて、
食事の時に下に降りて家族と一緒に食事をする生活でした。雅也
君は、『マー君』と呼ばれ、当時3歳で、下宿人の僕らから可愛が
られ特に私に懐いて、いつも二階の私の部屋に上がってきて、ママ
から『許斐さんの勉強の邪魔になるか降りてきなさい』と、よく叱
られていました。マー君の父親は、広告会社に勤めてると聞いて
はいましたが、あまり仕事に行かれているのは見たことがなく、
家でゴロゴロしている姿が多かったみたいです。母親は、テレビで
の役の倍賞美津子、映画での役の樹木希林が演じた、その通りの
方で、下宿人の私たちを、時々おばあちゃんの代わりにお世話さ
れていました。私は特にマー君のお気に入りでしたので特別お声
を掛けていただくことが多く、「この頃、帰りが遅いようですね。」
とか「勉強、進んでますか？」など、声をかけてもらいました。
そして、７年間中川家の下宿にいて、その後アパートに移り、暫
く中川家とは疎遠になっていましたが、大学院を出て昭和５１年
秋に長崎大学に戻ってからは、小倉に行った時は、必ずマー君に
会いに中川家に寄っていましたが、『マー君』には、なかなか会
えず、何かあったのかな？と思っていました。しかし、昭和５５
～５６年ごろ尋ねて行ったときは、『マー君』のご両親は、すでに
離婚？されて、「マー君は、美術大学に進学した」とおばあちゃ
んから聞き、一安心して帰ってきました。その後、暫く『マー君』
のことは忘れていましたが、確か平成14～15年頃、娘が、「この本
を読んでみて」と持ってきたその本が、『東京タワー、オカンと
ボクと時々オトン』でした。ページをめくると、｛うちの二階に
は、歯科大生が下宿して・・・・｝と書いてあり、すぐ、作者が
中川雅也君と分りました。そして一晩で読み切り、すぐ、ファン
レターというか、幼い頃の様子や当時の中川家の様子を書いて雑
誌社にメールしましたが、何の返事もないままです。リリー・フ
ランキーさんがテレビに映るたびに、顔はオトンに似て、性格や
話し方はオカンに似てるなーと思い
つつ、小説家、絵本作家、エッセイス
トなど、押しも押されもしない有名
なマルチタレントによく育ち、オト
ンもオカンも「黄泉の国」でさぞ安心
されていることと思います。私が知る
二人の著名人の話でした。　　
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九州旅客鉄道(株)長崎支社

支社長 　西川 佳祐さん

JR九州長崎支社の西川です。常日

頃より当社に対しましてご理解と

ご協力を賜り、この場をお借りし

て感謝申し上げます。また、長崎

西RCでの卓話の機会を頂戴し、重

ねて御礼申し上げます。本日は、長崎駅等の整備状況･概要

と題しまして、長崎駅の工事の状況や将来の計画などなど

を簡単ではありますが、少しばかりご説明させて頂きます。

長崎駅周辺の整備計画の位置関係ですが、浦上川があって、

浦上川線の都市計画道路沿いにMICEや長崎警察署があります。

その東側に道路を挟んで、在来線の高架がベストウェスタン

さんの西側やジャパネットさんの幸町開発の横を通って、

浦上駅の方面まで、線路を上空に上げる高架工事がなされ

ています。その隣が新幹線で、長崎バスさん、国道202号の

上空を通って宝町のトンネル出口に繋がります。なので、

新幹線は浦上駅は通りません。浦上駅で行われている工事は、

在来線の高架工事でして、来年春2020年春に高架駅で開業

することとなります。長崎駅の在来線部分の駅も、来年春

2020年春に高架駅として開業します。そしてその2年後の

2022年に新幹線が開業しますので、長崎駅の新幹線部分が

出来上がります。新幹線の右隣に東口駅前広場と多目的広

場が整備されます。また、現在の線路がなくなってその跡地

に当社の建物開発を計画しています。現在の工事の進捗で

すが、仮設の板壁がMICEの境界。道路ができて、在来線の

高架との間に西口駅前広場が来春の在来線高架開業とあわ

せてできます。在来線の高架はホームの上の屋根工事の骨

格が組まれています。新幹線の高架はホーム等はまだです。

在来線の高架が右側で、レール等が敷かれています。また、

その右の建物が長崎警察署で、警察署の建物もだいぶでき

ています。新幹線の高架では橋げたが当社の線路の上を越

えて、既に長崎バスさんの敷地の上空まで架かっています。

長崎駅は来春新しくなります。現位置の駅は1905年にでき

ました。2020年春に移転するということで、115年ぶりの

まさに百年に一度の大移動です。現行のホームや線路、駅舎は

今年度が最後、ラストイヤーとなります。そこで、キャッチ

コピーを『ありがとう長崎駅、そしてここから』とし、ロゴ

も作り、ラストイヤープロモーションが進行中です。駅で

の思い出を募集したり、昔の写真を集めてフォトメモリー

を展示したり、出発式体験等々の企画を行いますので、気

が向いたら是非長崎駅にお越しになってください。

「長崎駅等の整備状況･概要」

卓話

誕生祝い

今週のお祝い

入会祝い

結婚祝い

竹内幹也さん
石山俊介さん

下田隆雅さん
山崎雅之さん
川瀬隆史さん

馬場政徳さん

幹事報告　嶽本幸次

　■例会変更並びに休会のお知らせ

　　長崎北ＲＣ　9/30(月)観月会の為　ガーデンテラス長崎

【休会】長崎出島ＲＣ10/4、長崎北ＲＣ10/7、長崎西9/17

■理事会報告

　　①今年は創立35周年だが周年式典等はせず、児童養護施設

　　　(3施設)が必要なものを贈呈する。

　　②10/1(火)の観月例会は夫人同伴とする

　　③藤沢南ＲＣ歓迎会(10/8)の件　余興に長崎検番で歓迎　

委員会報告 田中豊俊社会奉仕委員長

9/6(金)児童養護施設マリア園に於いて、毛布クリーニング奉

仕を行いました。三宅さん、ありがとうございました。マリア

園も引っ越しをして、眺めも良く綺麗になってました。

午前、午後と各9名ずつの参加で、ＮＣＣのニュースでも放送

されました。ご参加の皆様、ありがとうございました。

ニコニコ目標1,200,000 円 9/10　16,000 円　累計223,200 円

■川瀬隆史さん　ＪＲ九州西川支社長、卓話ありがとうございます。

■深堀俊一さん 先日のマリア園毛布クリーニング、完全に失念

　しておりました。お詫び申し上げます。

■牧　文春さん 生きてる斉藤さんに会って来ました。(竹中工務店)

　元気でした。

■野崎地平さん　10月1日に夫人同伴観月例会がホテルニュー長崎

　で行われます。是非、奥様と仲良くご一緒にご参加下さい。

■劉　済昌さん　誕生日自祝。

■石山俊介さん　昨日頂いた安永出席委員長からの結婚祝いメッ

　セージで、16日が結婚記念日と気付きました。ママ、ごめんなさい！


