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〈 例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場 〉パレスホテル大宮

お

客様、会員の皆さまこんにちは。

北陸をはじめ、この冬は大雪の状況が
深刻ですが、本日は元ラグビー日本代表
の砂村光信様に、卓話を頂きます。砂村
様は明治大学出身です。明治大学は多く
の有名人を輩出していますが、今月16日生
まれの明大出身の俳優に高倉健がいます。
彼には多くの逸話がありますが、この真
冬の時季の彼の代表作に浅田次郎原作、
降旗康男監督の映画「鉄道員（ぽっぽや）」
があります。この切なく哀しく美しい幻想
的な映画をご覧になった方も多くいらっ
しゃると思います。
映画は雪深い北海道の駅（駅員は駅長
たった一人）を舞台に、高倉健演じる主
人公で定年を迎える駅長の最後の２日間
を中心に描かれます。
彼はたった一人の駅員として駅を毎日守
り続けます。結婚 17 年目にしてやっと授
かった娘を生まれてわずか数か月で急病
で亡くした時も、その後二人きりの生活を
支えてくれた最愛の妻が亡くなった時でさ
え代理の駅員の手配がつかず、ただ一人
駅のホームで駅 長として悲しみをこらえ
黙々と仕事をこなします。
娘も妻も亡くした彼が、たった一人で定
年を迎えようとし、また自分の人生を賭け
てまで長年守り続けた駅の廃線が決まった
ある日、駅に見慣れぬ小学生くらいの女の
子が遊びに来ます。夜にはその子が駅に

卓

話

忘れていった人形を、その子の中学生くら
いのお姉さんが代わりに取りにきます。そ
して次の日の夕方にはさらに高校生のお姉
さんが駅にやってきます。そして二人きり
の駅での会話の中で、その子がかつて亡
くした自分の娘だということがわかります。
辛いことばかりの人生で、何も良いことの
なかったお父さんのために、亡くなった娘
が、お父さんに見せることができなかった
成長の過程を、最後の 2 日間で小 学 生、
中学生、高校生の姿を見せに来たのでし
た。そして翌朝、従来から持 病のあった
駅長は雪のホームで亡くなります。
この映画の中で、高倉健扮する駅長の
妻が、様々なシーンで口ずさみ、何度も
流れる唄があります。スタンダードナンバー
「テネシーワルツ」ですが、日本では江利
チエミの大ヒット曲として有名です。
年長の会員の方は、ピンときたと思い
ます。かつて江利チエミと高倉健はスター
同士で幸せな結婚生活を送っていました。
しかし、会ったことのなかった江利チエミ
の父親違いの姉が名乗り出たときから二
人の幸せな生活は崩れていきます。スター
である妹に歪んだ嫉妬心を持つ姉は、チ
エミを不幸に陥れるため、夫婦生活が壊
れるようなデマを流し、家庭の内情をマス
コミに暴露、また実印を持ち出し高利貸し
から莫大な借金をします。高倉健への被
害を恐れた江利チエミは自ら最愛の夫との
離婚を申し出ます。
その後江利チエミは、激しく働き借金を

ラグビーについて
リコーロジスティクス株式会社
国際事業本部グローバルソリューション営業部 部長

完済しますが、体調を崩しながらの仕事
が原因でわずか45才で突然亡くなります。
彼女の葬式 2 月16日は、最愛の夫高倉健
の誕生日であると同時に、二人がかつて
結婚式を挙げた日でもありました。
映画「鉄道員」の中で、妻が何度もく
ちずさむテネシーワルツは、愛し合いなが
ら別れなければならず、早逝してしまった
江利チエミと、そして二人の間にせっかく
授かったにもかかわらず妊娠中毒 症で、
世の中に出ることのできなかった高倉健と
江利チエミの我が子への追悼として、見
る者の深い感動を禁じえません。
今日は、女性から愛を告げることのでき
る2月14日です。この日に多くの深い思い
出と複雑なドラマを、実体験としてご出席
の皆さんと同じ様に持つ私ですが、今は
ただ幸せな家庭人として、この名作映画
を見ることができることを喜びたいと思っ
ています。
本日もご清聴ありがとうございました。
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砂村 光信 様

リコーロジスティクス株式会社 国際事業本部の砂村光信

様から、ラグビーの起源、ルール、2019 年日本開催のラグ

ビー W 杯などについて貴重なお話をいただきました。
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ラグビー W 杯大会概要
●試合会場／日本全国 12 会場（12 開催都市）
●開幕戦／ 9 月２０日
（金）
東京都 東京スタジアム
●決勝戦／ 11月２日
（土）
神奈川県 横浜国際総合競技場
●参加チーム／２０チーム

大宮ロータリークラブ

［ 創立 ］昭和30年12月2日 ［事務局 ］〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-95岩井ビル2-2階
［ TEL ］048-645-0130［ FAX ］048-647-1714［ E-mail ］o-rotary@bz01.plala.or.jp
［ HP ］https://omiya-rc.jp
http://www.orotary.hs.plala.or.jp/

明治大学ラグビー部監督

故 北島忠治氏
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2017-2018年度 RI会長 イアン H.S. ライズリー

2017-2018年度 第2770地区ガバナー 大貫 等

ロータリー：変化をもたらす

新たな行動

新たな感動
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お客様のご挨拶［上尾 RC藤村会長／須田幹事］

リコーロジスティクス㈱ 砂村様／江本会長

MC［戸井田会員］

お客様のご紹介［櫻井副会長］

点鐘

在会記念祝［江本会長／福島会員］

ロータリー財団寄付 マルチプル･ポール･ハリス･
フェロー･ピンの贈呈［江本会長／関口会員］

出産祝［小川武士会員］

お客様のご挨拶
［ 大宮シティRC 恵川委員長／井上会長エレクト］

幹事報告［齋藤幹事］

ニコニコボックスの報告［矢崎会員］

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆
上尾ロータリー５５周年よろしくお願
いします。

〈上尾ロータリークラブ会長 藤村 作様〉

本日はありがとうございます。

お客様ようこそ。

〈大宮シティロータリークラブ創立20周
年実行委員長 恵川一成様〉

本日はよろしくお願い申し上げます。

〈大宮シティロータリークラブ会長エレク
ト 井上 悟様〉

大宮シティロータリークラブ 4／21
（土）創立20周年記念式を宜しくお
願いします。
〈大宮シティロータリークラブ幹事
祐弘様〉

川田

上尾RC藤村様、須田様、大宮シティ
RC恵川様、井上様、川田様ようこそ。

〈矢崎直良〉

砂村様、卓話ありがとうございます。
One for All, All for One すてきです。

恵川実行委員長ようこそいらっしゃ
いました。浜野さん見ましたよ。

〈上尾ロータリークラブ幹事 須田悦正様〉

4月21日（土）大宮シティRC創立20
周年式典には皆様のご参加お待ちし
ております。

砂村様、本日はよろしくお願い致し
ます。楽しみにしています。

〈大瀧榮壽・岩井良彦・星野秀敏・平田
繁・岸 聡・渋木理俊・関口 茂・橋本和久・
飯野耕司・櫻井義久・進藤博司・齋藤守毅〉

〈荒井

〈諏訪慶三〉

渉〉

福島さん在会5年おめでとうござい
ます。

大宮シティRC、
恵川さん、
井上さん、
川
田さんようこそ。
20周年出席します。

〈齋藤守毅〉

〈中川高志〉

戸井田さん司会ありがとうございます。

〈江本尚浩・櫻井義久・栗岡宏治・齋藤守毅〉

在会5年のお祝いありがとうござい
ます。

〈福島謙二〉

砂村様、卓話ありがとうございます。

〈江本尚浩・大瀧榮壽・徳山義行・櫻井義
久・中川高志・飯野耕司・進藤博司・山本和
保・高山利弘・戸井田修・石井宣子・大河原
繁泰・齋藤守毅・清水啓生・蓮池慎二〉

〈江本尚浩〉

小川武士さん第１子誕生おめでとう
ございます。

〈浅野

仁・齋藤守毅〉

徳山エレクト先日はありがとうござ
いました。そろそろですね！

〈江本尚浩〉

関口さん、おめでとうございます。そ
して、すぐ帰りなさい！

〈平田

繁〉

お祝いをいただきありがとうござい
ました。

〈小川武士〉

妻の誕生日のお花ありがとうござい
ました。

〈内藤考三〉

矢崎さん初スマイルありがとうござ
います。

〈三浦

守〉

本日早退させていただきます。

〈竹内裕司〉

中川ガバナーエレクト、ネクタイや
バッジありがとう御座居ます。

〈飯野耕司〉

2月14日の合計金額

砂村さん、貴重な話をありがとうご
ざいます。

64,000 円

（2月14日までの累計金額1,839,000円）

〈小坂良二〉

ご協力ありがとうございました。

当 日

2 月１４日
前々回

１月３１日

例

会

第307９例会
例

会

第307７例会

会員数
（出席者算定者数）

出席者数
（出席率）

７４名
（６９名）

４１名
（５９.４２%）

メークアップ

修正出席率

1２名

８３.７８%

次回例会案内
2018年2月28日（水）12：30点 鐘 パレスホテル大宮
【卓話】

認定NPO法人テラ・ルネッサンス
創設者／理事／国内事業部長

鬼丸

昌也 様

