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大ホール

した創作集団「富良野GROUP」
による舞台公演も各地で行ってい
ます。又、環境問題を考える富良
野自然塾の塾長をつとめ、自然返
還事業、環境教育事業なども展開
しています。
今の日本と日本人に危機感を持
ち、世界で最も貧しい大統領とし
て有名になったウルグアイのホセ・
ムヒカさんの言葉を例に挙げ、経
済的な豊かさと幸福は別のものだ
と考える倉本さん。あたりまえの
暮らしとはいったいどんな暮らし
なのか、大事なことを考えさせて
くれる講演になりそうです。どう
ぞご期待下さい。

今回の講師は、数多くの優れた
人間ドラマを手掛け日本を代表す
る脚本家の倉本聰さんです。1981
年の富良野を舞台にしたドラマ「北
の国から」を楽しみに見た方も多い
のではないでしょうか。
倉本さんは1935年東京都のご
出身。1959年ニッポン放送に入
社し、脚本家デビュー。63年に独
立し、77年に北海道、富良野市に
移住されました。テレビドラマ、
映画などで、日本や日本人のあり
方を問う作品を多く書いてこられ
ました。
脚本家と俳優を志す若者を養成
する私塾「富良野塾」を26年間に
わたって主宰し、そのOBを中心と
く ら も と

講
テーマ ●

師 ● 脚本家

そ う

倉本

聰氏

当たり前の暮らしを求めて

次 回 のご 案 内
■と
■講

午後 5：30
午後 6：00
演 午後 6：30

き／ 7月21日（木）
師／ 元マラソンランナー

日本体育大学・就実大学客員教授
ありもり

ゆ う こ

有 森 裕 子氏
■テーマ／ よろこびを力に…
●1966年岡山県出身。日本体育大学体育学部卒業後、㈱日本リクル
ート入社。1992年バロセロナ五輪女子マラソンで銀メダル、1996年
アトランタ五輪女子マラソンで銅メダル獲得。2007年プロマラソン
ランナー引退。1998年NPO法人「ハート・オブ・ゴールド」設立、
代表理事就任。スペシャルオリンピックス日本理事長・日本プロサ
ッカーリーグ理事・国際陸連（IAAF）女性委員会委員・日本陸上競
技連盟理事等歴任。朝日スポーツ賞他多数受賞、2010年国際オリン
ピック委員会（IOC）女性スポーツ賞を日本人初受賞。

倉本

聰 氏 のプロフィール

●1935年東京都出身。1959年東京大学文学部
美学科卒業後ニッポン放送入社。1963年退社
後、脚本家として独立。1977年富良野市に移
住。1984年役者やシナリオライターを養成す
る私塾「富良野塾」を設立(2010年閉塾)。現在
は富良野塾卒業生を中心に創作集団「富良野
GROUP」を立ち上げ、舞台公演を中心に活動。
代表作はドラマ「前略おふくろ様」「北の国か
ら」
「風のガーデン」、舞台「明日、悲別で」、
劇映画「駅 STATION」
「冬の華」他多数。紫綬
褒章・旭日小綬賞等受賞多数。2006年より
NPO法人富良野自然塾を設立、閉鎖されたゴル
フ場に植樹し元の森に返す自然返還事業と環境
教育にも尽力。
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里見浩太朗 氏

素晴らしき人生

佐世保市瀬戸越

阿部
禮子

大好きなパッフェルベルの
カノンからハープの演奏が始
まり、素敵な時間が流れる中
で、おちゃめな演出もありま
したね。
本日のお花は、いつもと少
し違った感じ。ふんわりと可
愛く優しい印象。カーネーシ
ョン、バラ、芍薬と花材の説
明、そう母の日のイメージだ
ったのですね。
里見浩太朗さんも、挑戦に
背を押して下さったお母様の
ことを、何度も話されていま
したね。
あせらず、こつこつと、周

りの景色を見ながらゆっくり
歩いて来たから今があると、
来し方を話して下さいました。
東映ニューフェイス養成所
の話も、興味深く楽しく拝聴
しましたが、やはり夢は歌手
になることだったと。最後ま
で、歌うことは楽しい様子で
した。背をピンとして、伸び
のあるソフトな歌声で聞かせ
て下さった最後の三曲。
「人生の駅」を聞きながら、
私の第二の人生が始まった
一九七〇年代の佐世保駅を、
懐かしく思い出しました。（０
番線に西端の駅の看板があっ
たり、大きなトランクを振り
分けにして、線路を跨いで改
札ホームに担ぎ上げていた赤

■ハープのうっとりとするよう
な音色に包まれ、満席の会場。
テレビで放映されているせいも
あってか、時代劇の流れを話さ
れ、子供の頃から親に連れられ
よく観ていた東映映画を想い出
し、今でも“若い”とビックリ
した。
佐世保市日宇町●陶山 美佐子
■ハープの演奏は、優雅な感じで
ゆったりして心地良く聴くことが
出来ました。ステージのお花はき
れいで、これからどんな花が見ら
れるのかも楽しみです。
里見さんの若い時のお話が聞
けて良かったです。歌も何曲も
聴けて、さすが歌手志望だけあ
ってお上手ですね！里見さんお
若い！
佐世保市松山町●本山 早苗

美嘉子

帽さんの様子等）。裕次郎さん
の「北の旅人」にも北海道の
東端に近い駅が歌詞にあった
り…。
星が流れるように早く過ぎ
去った日々の思い出が、涙と
共に込み上げて来ました。
素晴らしい人生の貴重な一
日、今夜は写真を相手に昔話
をしましょうか。

原

気持ちよく聴きたい

佐世保市権常寺町

「あゝ 人生に涙あり」の歌
から始まった里見さんの「ゆ
っくりと一歩」。亡くなった父
が「水戸黄門」大好きで再放

■里見浩太朗氏がどんな話をされ
るのか楽しみにしていた。里見氏
の人生、時代劇に対する思いなど
興味深い話でとても楽しいうえ
に、歌まで聴けて感激した。
佐世保市下本山町●山口 八重子

送も再々放送も全部見ていた
のを思いだし、ウルウル。
里見さんは声が本当によく
て、夢大学でミニコンサート
のようでした。今回の講演も
大満足でした。
が、一階席の一番後に座り
ましたが、スタッフの方の靴
音、出入りが多くて耳障りで
した。椅子の折りたたみの音
…。靴は音のしない物を履く
べきでは。終了間近、スマホ
で何枚も写真を撮られていた
男性…。この方の写真は注
意、削除されたのか気になり
ます。あれだけの注意アナウ
ンスを聞かない携帯のマナー
の悪さ。次回は気持ちよく聴
きたいです。

■夢のひろばのハープの演奏で
「水戸黄門」のテーマソングを
聴き、講師の里見さんがサプラ
イズで「水戸黄門」の主題歌を
歌いながら登場され、会場は一
気に盛り上がり、誠実な穏やか
な話し方で、夢に向かって歩い
てこられたのだなと思います。
里見さんのゆっくりと一歩を心
がけて、一日一日を過ごしたい
と思いました。
佐世保市大宮町●田中 美弥
■ハープのステージがとても素
晴らしかったです。花の生け方
がとても良かったです。
里見浩太朗さんの話は、人
生、歌声が聴けて本当に勉強に
なりました。水戸黄門の話も
色々ためになりました。有り難
うございました。
佐世保市小舟町●安田 一恵

■もうすぐ80歳の大台に乗るとは
思えぬ若々しい黄門様の“ゆっく
りと一歩”
。人生あせらずゆっく
りと今も夢を追いかけておられ
る。時代劇大御所の目ヂカラと歌
の上手さは、さすが昭和の映画ス
ターです。真面目で温厚な黄門様
さながらの人柄がしのばれる語
り、歌でも会員を魅了、あっと言
う間の2時間でした。
北松浦郡佐々町●法本 安子
■なじみのある曲を歌いながら出
て来られ、笑わせていただきまし
た。思いがけず俳優の道を行か
れ、60年近く活躍されるとは。
60代で30代の役をされたり、元
気すぎて年寄りを演じるのが難し
いと面白おかしく話され、最後は
数曲歌われ、さすが銀幕スター里
見浩太朗さんでした。
佐世保市木風町●西
照美
■ハープの音色は、仕事疲れの
心を充分に癒していただきまし
た。夢のひろばは、今年も楽し
みです。
里見さんの講演は、どんなお
話が聴けるかと…。まさかミニ
コンサートまで楽しめるとは、
得した気分でした。
佐世保市江迎町●山口 美津枝
■夢大学の学生さんも私と同じ
様に今も続いている「水戸黄
門」のテレビ番組をご覧になっ
ておられる方も多いと思う。一
般的に行われている修身・道徳
の講義は勿論大切であるが黄門
さんの物語の如く、心にひびく
気持ちを大切にしたい。数多く
の作品の中で自分自身の能力で
信念を持って努力する哲学をお
聴きすることが出来ました。一
歩ずつ前進され更なるご活躍を
念じています。
佐世保市田原町●田尻 泰雄
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黄門様、語りと歌で会場を魅了！

夢 のひろば

67

目

1．『大阪ベイブルース』 ピアノトリオ

1982年に上田正樹氏がリリースした「悲しい色
やね」をジャズアレンジした曲です。

25

2．『All the things you are 』

テナーサックス + ピアノトリオ
ジャズスタンダードナンバー。タイトルの意味は、
「あなたのすべてのものは
（私のもの）
」。

3．『ニューヨークの想い』

ボーカル + テナーサックス + ピアノトリオ
1976年にビリージョエルがリリース。ニューヨ
ークへの愛情、郷愁を感じさせる曲です。

知って頂き、色々な場面でそ
の魅力を多くの人々に語って
もらえる機会も増え、佐世保
人としても嬉しい限り。今年
度の講師陣も、著名人ばかり
で、会場が盛り上がること間
違いなし」と絶賛しておりま
した。

迎

菜保美さんのハープ演奏

平成28年度 第25期

させぼ夢大学 受講生プロフィール
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１黒 髪 町

2天神

３日 宇 町

４原 分 町

５瀬 戸 越

6大和町

７花 高

８日 野 町

９大 潟 町
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赤崎町

0

・長崎市

2人

・武雄市

2人

・川棚町 78人

・平戸市 20人

・諫早市

2人

・嬉野市

1人

・波佐見町 38人

・西海市 37人

・北九州市 1人

・有田町 23人

・東彼杵町

・大村市

・宗像市

・伊万里市 11人

1人

5 市外状況

・松浦市 12人

2人

60代
42.2％

女性
67.8％

2 会員比

1

・佐々町 67人

7人

40代 3.3％
50代
11.0％

30

男性
32.2％

30代 1.0％

80代 7.3％

44

42

1 男女比

※締め切りは講演日の 週間後（必着）
※宛先は、させぼ夢大学事務局まで

40

41

67.4歳
69.0歳
66.8歳

20代 0.2％

90代 0.4％

60
50

学生平均年齢
男性平均年齢
女性平均年齢

講演を聴かれた感想をお待ちしています！

た。それにしても、各界の一
流の講師の方々の講演を生で
聴いて、その感想を書くこと
は、『 一粒で二度おいしい』の
Ｃ Ｍではないが、夢大学での
講演内容をもう一度、しっか
り脳裏に刻み込むにはもって
こいだ。これからも、夢大学
で、すばらしい講演を直接聴
くことができるのは、本当に
羨ましいし、２０００名の会
員の皆さまは、本当に『幸せ
もんだなあ』と思う。夢のひ
ろばには、地域活性化の優れ
た取り組みが長い間実践され
ていたことに感動し、佐世保
出身者として大きな誇りを感
じる。 年前に設立された夢
大学は、まさに一拳両得の立
派な企画だと感心。各界で活
躍されている著名な講師陣を
全国からお招きすることによ
って、彼らに佐世保の魅力を

◆曲

千尋

私達は陶器の街、長崎県波佐見町にあります「Jazz
喫茶 Doug
（ダグ）TEL 0956-85-6339」で毎月第２
土曜日に集まってジャムセッションライブを行うリハ
ーサルバンドです。ジャズのハーモニーをどうぞお
楽しみ下さい。

牧

◆出演者紹介

佐世保市早苗町

奥川正道（pf）、 陣内 徹（b）
松本和利（ds）、松村すずな（vo）
塚岡 輝（ts）

幸せもんだなあ

時／6月16日㈭ 午後6時00分〜20分
目／Jazzコンサート
演／Doug’
s friends（ダグズ フレンズ）

私の長年のサラリーマン人
生 か ら 組 織（ 職 場 ）に は 、 大 き
く三種類の人間がいると思い
ます。それは、一匹狼タイ
プ、マイペースタイプ、ゴマ
すりタイプで、里見さんはマ
イペースタイプではないかと
思います。周りに左右されず
に自分が信じる道を自力で焦
らず一歩一歩堅実にゆっくり
と貫いてこられた印象を受け
ました。
余談ですが、私の兄（大阪市
在 住 。 歳 ）に 、 最 近 、 初 め
て、させぼ夢大学の話をした
ら、たいへん感心していまし
た。
兄いわく「させぼ夢大学の
ことは、恥ずかしい話だが、
今までまったく知らなかっ

◆日
◆演
◆出

夫婦・家族
会員
50.6％
内、家族2人 47.8％
家族3人 2.8％

個人会員
49.4％
内、
グループ会員
9.8％

廠までバスが運行されていまし
た。
大野までの間、途中には、山
の田駅が現在の駅とほぼ同じ所
にでき、次は泉福寺駅が現在の
山口歯科医院のそばに作られま
した。この軽便鉄道の線路跡は
道路として左石駅まで続いてい
ます。
本社勤務の人には、女性の電
話交換手や会計係員、さらに一
人だけですが、車掌さんもいま
した。
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2

大野から上佐世保まで
鉄道が伸びました
25

ものがそのまま使われ、線路幅
は七六二ミリメートルの狭いも
ので、現在の一〇七六ミリメー
トルとなるのは昭和二十年にな
ります。

この写真は左石駅で、駅長以
下駅員たちの記念写真です。
駅名は大野ではなくなっていま
す。国鉄になる時、大野駅は全
国あちこちにあるので、肥前大
野駅としなければならないと聞
いた人たちは、肥前など付けな
くても「左石」という地名が昔
からあるのだからということ
で、この名を付けたということ
です。
写真のホームの高さが現在の
ものと比べたらかなり低く見え
ますが、軽便鉄道のものだから
です。左石駅には一部分このホ
ームの跡が見受けられる所が今
も残っています。

★里見浩太朗さん、ありが
とうございました
ハープでのサプライズ演
奏の水戸黄門に続いて、そ
の主題歌を朗々と歌いなが
ら登場された里見さん。も
ともとは歌手志望であった
とおっしゃるとおり、講演
ではハリのある素晴らしい
歌声を五曲も聴かせて頂き
ま し た 。若 々 し い 心 構 え や
姿勢、そしてつややかなお
声は、ひとえに毎日のたゆ
まぬ修練の賜物なのでしょ
う。清潔感にあふれ、誠実
で実直なお人柄にも心打た
れ、爽やか且つ充実したひ
とときを過ごすことができ
ました。

★写真及びビデオ撮影、録
音については禁止です
前回の講演会では、残念
ながらスマホで写真撮影を
した方がおられたとのこと
です。司会者より毎回ご注
意を申しあげておりますが 、
著作権に関わり問題です。
夢大学の品位ある会員とし
て、カメラ・携帯電話・スマ
ートフォン・タブレット 等
の各種電子機器は、必ず電
源をお切りください。

★体調管理について
アルカスＳＡＳＥＢＯ大ホ
ール の 空 調 は 、 部 分 的 な 調
整ができません。座席の位
置によっては暑く、又は寒
く感じたりすることがあり
ます。皆さん十分に準備を
された上でご出席ください。

★優先席について
１階席の最後尾列に、車
イス等の方専用の席をご用
意しています。前回は優先
席が足りなくなり、近くの
お席の方にはご迷惑をおか
けしました。申し訳ありま
せん。優先席は限られてい
ますので、ご希望の方はで
きるだけ早目にご来場頂き
ますようお願い致します。

特別講演会について

させぼ夢大学は、会員の
皆様の温かいご支援によ
り、おかげさまで創立 周
年を迎えることができまし
た。つきましては、特別講
演会を開催することとなり
ました。
詳細は以下の通りです。
◦日 時 ／平成 年８月４日㊍
時 分～ 時
◦講 師 ／六代 桂 文枝 氏
◦演 題 ／
「笑いは心のビタミン剤」
◦対 象 ／させぼ夢大学会員
◦入場料 ／無料
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順一

相浦～柚木間が開通して、翌
年大正十年には、大野から上
佐世保まで軽便鉄道は伸びまし
た。会社も「軽便」をとって
「佐世保鉄道株式会社」となり
ます。
上佐世保駅は現在の俵町桜の
聖母幼稚園の所です。そこには
本社と機関庫、工場もありまし
た。ここから佐世保駅と海軍工

この頃には女性の社会進出が
見られますが、男子社員はみな
洋服姿ですが、女性の服装は和
服ばかりなのは時代を感じさせ
られます。
これらの写真は、佐世保鉄道
が国鉄に買収されて再出発の記
念に写真集を出したものから引
用させてもらいました。国鉄と
いっても、線路や列車は従来の
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井上
会長

本社と上佐世保駅、バスもいます
1
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軽便紀行
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夢のつづき

人生楽ありゃ苦もあるさ ゆっくりと一歩

山口

時代劇の黄金時代
佐世保市日宇町

君代

里見浩太朗さんが講師とい
う事でどんなお話をされるか
楽しみにし て い ま し た 。
映画の世界の事など、どう
いうものか計り知れない話を
淡々と話され、時代劇の黄金
時代を観ていた私としては、
往年のスターの名前を聞き、
三本立て映画を見はまってい
た頃を想い 出 し ま し た 。
おしゃべりと歌とは声の出
し方が違うとか聞き、途中で
歌われた時には声がかすれ
て、最後に続けて歌われた時
は、だんだん張りのある声に
変わり、やはり歌っている方
が得意なの で し ょ う 。
最後には何曲も歌われ、コ
ンサートに行ったようなお得
感をおぼえました。背筋を伸

太郎浦

幸子

ばし年齢を感じさせない里見
さんに、声援を送ります。

佐世保市京坪町

天分と努力
今回の花題は「燃ゆる想
い」とか。色鮮やかな花々が
出迎えたのは、シルバーグレ
ーのスーツを見事に着こなし
た里見浩太朗氏の御登壇。し
かも水戸黄門のテーマソング
を歌いながら…。会場は手拍
子に包まれ一気に盛り上がっ
た。商業高校を卒業後、魚河
岸に職を得て働きながら音楽
学校に通い詰めた話に始ま
り、ご本人が知らぬ間に入社
試験の申込書が提出され東映
のニューフェイスに合格、小
姓の役から這い上がり出演５
本目で主役の座を射止めるな

ど、時代劇を執るか現代劇に
挑戦するかの決断はご自身で
為された由。ご本人の天分と
ご努力の程が伺えた。
時代劇のトップスターとし
て「時代劇の役者として幸せ
を感じる」と仰る氏は、決し
て焦らなかった。人を羨まし
く思ったこともない、あせら
ずゆっくり歩き、周りを見廻
しながら歩いて来た。「ゆっく
りと一歩」を座右の銘にした
とも語られた。「ちょっとした
こと」「さりげなく」の心遣い
で、家庭内や周囲の雰囲気が
変わるとの一言に納得した。
５曲もの歌を披露して戴き
「素晴らしき人生」で締めく
くられた。

瀨戸﨑

齊

〝 ゆっくりと一歩 〟に共感
西海市西彼町

人生楽ありゃ苦もあるさ…
♪ と歌唱しながら、講師いや
本物の水戸黄門さんが颯爽と
登壇。その歌に合わせて手拍
子ばかりか、一緒に口ずさむ
者多数。今回の夢大学は、和
やかな雰囲気の中にも大いに
盛り上がった。かつての人気
ドラマは、みんなの心に残る
ものが多く、それが素直に吹
き出したのであろう。水戸黄
門等に見られる勧善懲悪は、
ずっと日本人の心の奥底から
離れないようである。
さて、今回の講師は、高校生
俳優としてスタートされ幾多の
辛苦を乗り越え、水戸黄門ドラ
マの主要三人の役を務められた
ばかりか、時代劇ヒーローを多

く演じた一人となられた。そし
て、現在座右の銘を「ゆっくり
と一歩」ということに決めたと
のことである。
この言葉、これまでの役者
人生、その体験から生まれた
言葉であってとても感銘深
く、共感を覚えたものである。
焦らず努力すれば道は開け
るといわれるとおりである。
ゆっくりと人生を歩いていれ
ば、周りの景色もよく見え、
人の話も記憶に残る。それが
自分の身になっていくともお

っしゃる。
これ素晴らしい生き方に他
ならない。講演の始まりも美
声の披露からであったが、終
わりも「素晴らしき人生」の
歌で締めくくられた。とりと
めのない話でとおっしゃった
が、それはご謙遜で講演の中
身も組み立ても大変良かった
と思う。
今日また一つの人の生き方に
ついてのご教示を戴き、心満た
された思いで帰路についた。

横山

春美

るその中にいつの間にか引き
込まれていました。
「ゆっくりと一歩」人それぞ
れの道程があるのですね。
日々の暮らしの中にこの言葉
があれば、罪をつくる事な
く、争う事もなく過ごせて行
けるのだろうなあと考えなが
らお話を聞きました。
ゆっくりと一歩、少しずつ
前進できることを自分自身も
願っています。

佐世保市南風崎町

素晴らしき人生を

衛門、錦之助、橋蔵など、往
年の東映時代劇スターのオン
パレード。時代劇ファンの私
は、懐かしく、楽しく聴かせ
てもらった。芸名の由来や、
東映入社後のとんとん拍子の
出世や、美空ひばりとの共演
でのエピソードなども興味深
かった。黄門様、助さん、格
さんの三役を演じたのは、里
見さんだけとのこと。
見るからに誠実そうなお人
柄。だから勧善懲悪の主人公
の役が似合うのだろう。家庭
の中では、ちょっとした事を
忘れない心がけが大切、との
思いやりを披露。結びの「素
晴らしき人生でありたい」を
大切にしていきたい。
今後とも健康に留意され、
人生へのエールと、歌声を全
国に届けていただきたい。

吉次

私の駅

佐世保市大宮町

人生の駅

公子

ハープの繊細な響きにのせ
て、世界の名曲が会場を包
み、そして「人生楽ありゃ、
苦もあるさ」耳慣れたメロデ
ィーが流れて、素敵な歌声が
会場を魅了しました。
講師の芸名があの有名な
「里見八犬伝」の里見からだ
ったとは驚きました。我が家
でも子供達が小学生の頃、滝
沢馬琴の小説「里見八犬伝」
を読んでいた事を思い出しま
した。
最初歌手を目指されていた
講師が、思いがけないチャン
スから俳優への道が開かれ、
時代劇スターとして不動の地
位を手にされたのは、才能は
もとより積み重ねられた努力
の賜物だと思います。
お話の中でかつての名優達
の名前が出て来ましたが、地
方に住んでいる者にとっては
映画は娯楽の頂点でしたが、
昭和・平成と近代化の流れの
中で、映画界にも様々な盛衰
があったのだと思いました。
自分に与えられた人生を素
晴らしく生きるために歌に込
められた想い、そして「人生
の駅」を私の駅として、各駅
停車もよし素通りもよしと、
ゆっくりと一歩にしたいと思
います。
里見浩太朗様、映画にテレ
ビにますますの御活躍をお祈
り致します。有難うございま
した。

平戸市津吉町

吉居

歌いたい九十九詩人

和子

開講式の理事長さんのあい
さつ、演奏、講演共に素晴ら
しい演出でした。「夢大学」の
意気込みを感じました。願わ
くは毎回「九十九詩人」を夢
大学の歌として受講生皆で歌
いたいと思いました。歌いや
すく、 回も歌っていれば思
わず口ずさみたくなる曲です。
「 ゆ っ く り と 一 歩 」。 里 見 浩
太朗氏は、何の力みもなくさ
らりとした語り口で、自分の
俳優人生を語って下さいまし
た。 歳とは思えぬ歌声も魅
力的でしたが、本当にこの方
は自分のペースでゆっくり歩
き、その時その時を大事にさ
れたからこそ今があると思い
ました。

E-mail : sasebo̲yumedai@yahoo.co.jp

松蔵ビル3Ｆ

あて先は、
〒857-0863 佐世保市三浦町4-30
させぼ夢大学 事務局

10

80

◎600字程度にまとめてお書き下さい。短文でも結
構です。掲載分にはささやかですが記念品をお送りし
ます。締め切りは講演日の1週間後
（必着）
といたしま
す。感動がさめないうちになるべく早くお出し下さい。
◎せっかく頂いた原稿でも、紙面の都合上掲載され
ない場合があります。また、一部省略させていただく
こともありますので、ご了承下さい。

少しずつ前進

70

典子

60

木村

「夢のひろば」ではハープの
優しい音色に癒された。ラスト
の「水戸黄門」のテーマソング
の演奏は粋な演出で、雰囲気が
なごみ、会場を沸かせた。
理事長の学生の年齢構成等
の紹介で、 代と 代の合計
は４分の３を超えており、ま
さに生涯学習の面目躍如。８
月の桂文枝の特別講演会も楽
しみだ。
さて、里見浩太朗さんはス
ーツ姿で颯爽と登場。テーマ
ソングを歌って挨拶代わり。
佐世保は３回目とのこと。母
子家庭で育ち、魚河岸で働い
た事や、俳優になった経緯な
ど、順風満帆ではなかった過
去を話された。
里見さんといえば、甘いマ
スクと透き通った歌声の二枚
目で、カッコ良かった。今で
も 歳とは思えぬ若さ。当時
の思い出話では千恵蔵や右太

80

佐世保市赤崎町

「人生楽ありゃ苦もあるさ
…」と登場された、本日の講
師。夢のひろばでのハープ演
奏者 迎さんの粋なはからいが
なかったら…。また、違った
登場の仕方をされたのでしょ
うか。
でも、ファンである私にと
っては、素敵な贈り物でし
た。お話の内容も忙しい事な
く、ゆっくりと今まで歩んで
来られた人生を話して下さい
ました。芸歴 年もの間に
は、どうしようかな、止めよ
うかな、進もうかなとたくさ
んの思いがあった事だろうと
推察するのですが、今、自分
の座右の銘とされる「ゆっく
りと一歩」この気持ちが常に
あらわれるのですね。穏やか
な表情、ソフトな声で語られ
55

