
会長　橘F 克和君
みなさん、こんにちは。ゴールデンウィー

クも終わりましたが、如何お過ごしだったで
しょうか？やはり気になるのは、HISによる
リニューアルオープン初年度の連休、お客様
の入りは多かったのだろうかと思われたので
はないでしょうか。皆様も発表で見られたと
おり、昨年より20％程多くのお客様が入場さ
れたとの事で良かったと思います。私もミュ
ージカルを見ることもあり行って来ました
が、お客様が多くて久しぶりに混雑している
のを見た感じが致しました。連休中に開催さ
れておりました、ミュージカル「楽園」もな
かなかレベルが高く良かったと思います。内
容は、ちょうど太平洋戦争の時代で、日系二
世男性と現地の女性との悲哀の物語でありま
した。ただ真珠湾攻撃に関連しての描写は、
ちょっと受け入れ難かったなと思いました
し、私の近くの70歳代のご夫妻でしたが、怒
って席を立たれたのを見まして、なかなか難
しいものだと感じて帰りました。

【理事会報告】

① 観桜例会決算について承認
② 職場訪問例会決算について承認

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
譛大村市振興公社 常務理事 村嶋寿深子

す み こ

様

大野　高広君（49歳）
㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長
カウンセラー：田中丸善保 君
委員会配属：

出席委員会
親睦活動委員会

幹事　石井　正剛君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君
事務局長　坂下　博康君

感謝状の伝達

福田金治 会員
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 
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７．景山ひろ様
3月31日付　学校法人 聖和女子学院中学校
高等学校校長兼理事長退任のご挨拶

理事長　白濱　　信様
校　長　真下　和枝様

4月1日付　学校法人 聖和女子学院中学校
高等学校就任のご挨拶

８．つくも苑　所長　自治会　ひまわり会長
運動会の開催について

日時／平成22年5月9日豸
10時～11時40分

場所／つくも苑グラウンド

■職業奉仕委員長 田中丸善弥君
去る4月28日、西海パールシーリゾート

「海きらら」を、担当 加納委員長のもと見学
致しました。特にバックヤードの見学やイル
カの管理については大変興味深いお話を伺う
ことができました。20名の参加会員の皆様、
そして今回の入館についてご助力頂きました
福田、飯田両会員に厚くお礼申しあげます。

■次年度幹事 古賀　　巖君
来週5月19日貉は、セントラルホテルにて

17時から期前理事会、18時30分から大委員会
となっておりますので、ご出席の程よろしく
お願い致します。

今週5月15日貍に地区協議会が開催されま
す。送迎の車を準備しています。

朗遊会幹事　米倉洋一郎君
市内8RC親睦ゴルフ大会の組み合わせを明

日行いますので、申し込みをされていない方
で参加希望の方は幹事までお願いします。

２．第2740地区2010～2011年度
ガバナー　高原　武彦君

地区委員委嘱状の伝達

藺ロータリー財団委員　玉野　哲雄 君
藺インターアクト委員　松尾　慶一 君
藺ローターアクト委員　闍木　友輔 君

３．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ 5月6日

４．第2740地区2010～2011年度
ガバナー　高原　武彦君

インターアクト委員長 草野　幸子さん
2010～2011年度インターアクト前期指導者

研修会のご案内

日時／平成22年5月22日貍
13:30 開会点鐘　16:00 閉会点鐘

場所／東彼杵町総合会館 教育センター
出席対象者／

RC会員：lA委員長・副委員長
高校先生：IA顧問教諭
高校生徒：IA会長・副会長・幹事

５．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
幹事　堀口　直人君

例会バス運行変更のご案内

〔変更前〕場内各バス停停車便
毎時00分、20分、40分
ホテル受付棟出発

〔変更後〕ホテルヨーロッパ直行便
10:00～18:00  毎時15分、45分
ホテル受付棟出発

６．2005年5月～名誉会員
ティルマン. D. ペイン様

米海軍将官お祝いカード送付へのお礼状
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朗 遊 会 よ り
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親睦活動委員会　高橋　理一君
橘F 克和会長、円田　三郎君
円田　浩司君、松尾　慶一君
井手　常博君

商工中金 大野支店長の入会を歓迎します。

松本　英介君
例会を休んでご迷惑をかけた上、お見舞い

を頂戴し恐縮しています。
まだ病み上がりまではいかず、“病み下り”

状態でありますから、お手柔らかにお願い申
しあげます。

金氏嘉一郎君、武田喜一郎君
昨日、金氏さんからNHK夕方のニュース

番組で、三川内で再現した龍馬が長崎にいた
当時の亀山焼を忠実に再現した作品が、企画
ニュースで出るとの連絡がありました。取材
には1年近くかかっていると思います。6分の
ニュースとしては長い尺で、金氏さんに全面
的にお世話になりました。どうぞご覧頂きた
いと思い、金氏さんとともにニコニコします。
なお、元気そうなお声でありました。

佐保　　榮君、中川内眞三君
米倉洋一郎君、井上　斉爾君
岡　　英樹君、梅村　良輔君
井手　常博君

松本英介さん、元気に復帰されておめでと
うございます。

『My Broadway ～私が歩んだ道』

譛大村市振興公社常務理事
シーハットおおむら館長

村嶋寿深子
す み こ

様

「ブロードウェイ」からまず連想されること
は“ミュージカル”?“ニューヨーク”? 実は

「幅広い道（BROAD WAY）」という意味で、
マンハッタンの中心にあるセントラルパーク
の西側、つまりウエストサイドを南北に斜め
に走っている道の名前でもあります。

そのブロードウェイと8番街の間で、50丁目
と51丁目の間にあるユーリス・シアター（現ガ
ーシュイン・シアター）の舞台で、「王様と私」
の700回余りの公演のため、71丁目とウエスト
エンドアヴェニューの自宅から地下鉄やバス、
時には歩いて行ったり来たりしたブロードウ
ェイ。ニューヨークでの私はエトランゼとい
うよりレジデントといった方が良いかもしれ
ません。というのも、ロスアンゼルスに4年
住んだ後、14年余り住んでいた所ですから。

1961年12月30日、横浜港の大桟橋を離れた
最後の移民船アメリカ丸のデッキで別れのテ
ープを握り締めていた私は、東京藝術大学を
卒業したばかりでした。ロスアンゼルスのカ
リフォルニア大学でオペラ、清水修作曲“修
善寺物語”公演のために芸大の仲間6人で渡
米留学したのでした。太平洋を横断してカリ
フォルニア州サンペドロの港に上陸したのは
18日後の1月16日でした。1ドル360円の時代
です。

UCLAのキャンパスに近いウエストウッド
でのアパート暮らしの後、私はスクールガー
ルを経験しました。アメリカ人の家に住み、
ベビーシッターや家事のお手伝いをしなが
ら、学校へ通うシステムです。マリブーに近
いサンセット・ブルバードから横道にそれたブ
レントウッドにあったプールつきの大きな家
でした。後に、そこで結婚式をあげることに
もなりました。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 810,000円

◇

卓　　話



ニューヨークから来たミュージカルのオー
ディションに受かり、4年余り住んだロスに
別れを告げ、夫と二人、車で大陸横断の旅に
出て、数々の国立公園の景観を堪能し、3週
間後にニューヨーク州に入りました。

私が出演した最初のブロードウェイミュー
ジカルは「ワイズマン（賢い男）」。しかし、
フィラデルフィアで10日間公演しただけでブ
ロードウェイの舞台には立てませんでした。
ミュージカルの新作はほとんどがトライアウ
ト（試演）をニューヨーク近隣の街、ボスト
ン、ワシントンDC、フィラデルフィアなど
で行い、作品を最高のものに練りあげてから
ブロードウェイの舞台にかけます。出演した
次の作品は“八月十五夜の茶屋”をミュージ
カルに仕立てた「Lovely Ladies and Kind
Gentlemen」でしたが、これはロスアンゼル
スで1ヵ月、サンフランシスコで1ヵ月公演の
後、ブロードウェイのインペリアルシアター
でオープンして2週間でクローズ（公演中止）
しました。初日の翌朝に出た、いくつかの新
聞評が良くなかったからです。

日本のシステムと全く違って、新聞評が良
くないと一晩でクローズするものもありま
す。ミュージカルの仕事がない間は、ウェイ
トレスやデパートの売り子などやって次のオ
ーディションを待ちます。1978年から79年に
かけての「王様と私」はリヴァイバル（再演）
だったし、主演がユル・ブリンナーだったこ
ともあり、いきなりブロードウェイでの公演
で、約2年間続演しました。

足掛け20年余、アメリカ滞在の帰国後は、
1年に2回位はビッグアップル（ニューヨーク
のニックネーム）の空気に触れないと落ち着
かなかったのですが、あの9.11以来、足が
遠のいています。マンハッタンの対岸のブル
ックリンハイツに住む友人宅から見慣れた、
ワールドトレードセンターを含む見事な夜景
がいまでもはっきりと目に残っています。
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（今週の担当：池田　　誠）
（カメラ担当：小川　芳寛）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民

＊次回例会予告＊

卓話予定者　
相浦警察署　松永　　悟 様

大村に参りましてから7年経ちました。そ
れまでは東京ディズニーランドに3年勤め、
ミュージカルにも出演していたのですが、お
茶の水にありましたカザルスホールでコンサ
ートの企画制作を15年余りやっておりまし
た。

松本大村市長の熱い説得で、生まれ故郷の
お役に立つのもいいのかと現職につきまし
た。音楽が専門ですので、どうしてもそちら
に力が入ります。

既存の県内のオーケストラと一線を隔した
OMURA室内合奏団を立ち上げたり、大村を
題材にしたオリジナルのミュージカルを毎年
公演したりしております。佐世保にはアルカ
スSASEBOという素晴らしい施設があり、予
算も多く、数々の公演案内をいただく度に羨
ましく思っておりますが、私は私なりの道を
歩むしかありません。常に“Going My Way -
夢を持って”、残りの人生を全うしたいと思
っています。


