
 

  

  

 

    

 

 

 

 

 

新潟 RC５月第 ４例会 (2016.5.31) №３１３６ 

 

(1) ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

(2) 竹石 松次 会長挨拶 

            野坂昭如 
 昭和五年（1930）～ 平成二七年（2015） 
 作家、作詞家、歌手、タレント、政治家、評論家、肩書

を挙げれば際限がないほどの多芸ぶりを覗かせている。 
 その出生は複雑で、戦後の混乱期を物語る様に激しい人

生の出発点であった。 
 父の相如（すけゆき）は、土木技師で新潟県の副知事を

務めた。この縁で野坂も、新潟市にある副知事公舎で生活

する。 
昭和二十四年（1949）、旧制新潟高校から、新制・新潟

大学に入学するが中途退学し、翌年早稲田大学仏文科を受

験合格。だが、中途退学する。 
 誕生した街は、鎌倉市小町で、生みの母・ヌイは、生後

間もなく亡くなる。生後半年で神戸の張満谷（はりまや）

家に養子に入る。 
 昭和二十年（1945）三月と六月の神戸の空襲で養父、養

母、養祖母を亡くした。 
 十四歳、食べ盛りの野坂は、水ばかりの粥をすすり、妹

には脱脂大豆を炒ったものから、家庭菜園で盗んだトマト

などを食べさせるが細るばかりであった。やむなく、養家

家先の親戚先、福井県春江に辿り着いたが、終戦の一週間

後、妹は栄養失調で亡くなる。 
 孤児になった直後、神戸に戻るが、生活のあてがなく、

進駐軍相手の写真を商売にし、コーヒー、ハンポンドの謝

礼を受とり、闇市で交換するなどして生活する。 
 昭和二十二年暮れ、十円五十銭の三等料金を払って大阪

から東京に向かう。東京でも占領軍の毛布を販売したり、

偽のＤＤＴを販売、挙句の果て警察に補導され、少年院に

送られる。 
 ひょんなことから所長の目に留まり、新潟で副知事をし

ている息子であることが判明、新潟に連れ戻された。 
昭和二十三年（1948）四月、旧制新潟高校に入学、学 

制改革で新潟大学新発田分校に入学したが、早稲田大学に

進路を変更、翌年、我が子のように可愛がってくれた義

母の付き添いで受験、見事合格する。 
 しかし、学業に身が入らず無断外泊、麻雀、酒浸りの

生活、学生相手のアメリカ中古衣料の販売を始めるなど

をして過ごす。 
 ある日、父が家に戻ると家財道具が無くなっていた。

二輪車で運び出し質入れしたことが判った。 
 昭和三十年（1955）の正月、新潟大学付属病院に入

院、断酒の治療に入る。「面白そうな治療やな」の本人

の意識もあり、治療に三ケ月かけるが続かず、新潟市南

区の禅寺、大栄寺で修業に入る。午前四時起床・本堂・

庭の掃除、炊事、参禅、朝食、看経、洗濯、勉強という

規則正しい生活を経験する。 
 父・相如は機知に富んだ人で、ＮＨＫの人気番組「ト

ンチ教室」のレギュラーメンバーだったほか、新潟放送

のテレビ番組「新潟祭り」のゲストとして相如、昭如の

コンビでゲスト出演、親子関係も落ち着いてきた。 
 この年の四月、副知事の相如が参議院議員に出馬する

ことになり、兄・昭如は県庁勤めであったので、急遽応

援することになった。「選挙運動の方が禅の修行より余

程気楽や」ということで、応援演説などをやったが、結

果は落選であった。 
 新潟から東京に出た野坂は、大学をスポイルし、職業

を転々、やがて、三木鶏郎事務所で写譜屋として働く。

オーケストラのスコアを各パートに写す地味な仕事で、

この仕事を契機に、写譜担当ではなく「冗談工房」のマ

ネージャーとして抜擢される。 
 その後、作曲家のいずみたくと組んで、ＣＭソングを

制作、「キスミー化粧品」「カシミロン」「不二ハイカッ

プ」「花王のザブ」と昭和三十二年から二年半で三百五

十曲を作詞した。 
 ラジオからテレビの時代、放送作家としての地固めを

し、『早稲田中退』と野末陳平の『早稲田落第』の芸名

で、世相風刺週刊漫才で新宿松竹演芸場に出演した。十

日間、四千円のギャラを受け取る。 
 昭和三十七年（1962）、丸谷才一、中原弓彦の協力を

得て「プレイボーイ入門」を編集、トレードマークの 
『黒メガネ』となった。掲載された『プレイボーイ』の

条件とは、 
 「女にうつつをぬかし、生活になぞがあてって、不良 
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性をそなえ、常にうわさの人物で、豊かな経済力があ

り、すぐれたスポーツマンで、四十歳以上の独身者、

しかも自由業の男子でなければならない。」 
と書かれてある。  
 昭和三十七年（1962）、宝塚劇団雪組のタカラジュンヌ

と結婚、招待状には、 
 「すばらしい妻を得てしあわせです。これもすべて皆

様のおかげと心から感謝いたします。今後ともどうか

よろしく。野坂昭如」 
 「いまのうちは御世辞をつかっているけれどいつまで

つづきますことやら。いざとなったら助けて下さい。

藍葉子（芸名での名前、本名は、暘子）」 
 媒酌人は、丸谷才一であった。 
結婚式で文芸春秋の池島新平は、 
 「野坂さんは女は人類ではない。女類といったが、男

もまた男類なのだ。小説はうそではないが雑文で長い

人気を保つのは難しい。これから大いに読者や編集者

を喜ばしてもらいたい。」 
 と祝辞を述べた。 
 その言葉通り、処女作小説「エロ事師たち」を発表、

三島由紀夫も絶賛した悪漢小説であった。 
 昭和四十二年（1967）小説「火垂るの墓」「アメリカ 
ひじき」で直木賞を受賞する。 
 何れも自らが体験した戦時中の体験を綴ったもので、 
取り分け「火垂るの墓」は、神戸の焼け跡闇市の様子、 
妹を栄養失調で亡くした悲しみと当時の混沌とした世相 
を映し出した作品で、人間の生きざまを抉った作品であ 
る。映画にもなった。 
 その後、「我が闘争こけつまろびつ闇を撃て」で講談社 
エッセイスト賞、「同心円」で吉川英治文学賞、「文壇」 
で泉鏡花文学賞を受賞、おもちゃのチャチャチャ」で、 
第五回日本レコード大賞・童謡賞を受賞している。 
 昭和五十八年（1983）参議院議員選挙で、第二院クラ 
ブから比例区から立候補して当選、半年後のロッキード 
選挙では、衆議院選挙に新潟三区から立候補、田中角栄 
と争い破れている。 
大島渚監督との男の争い、月刊誌に掲載した「面白半 

分」では、裁判闘争も辞さなかった。  
 一方、歌手としても活動、大学の学園祭に招かれるな 
どユニークな活動は続けられた。 
 平成十五年（2003）、脳梗塞で倒れ、今も賢明な看病を 
続けている。 
妻の暘子は、「リハビリ・ダンデイ野坂昭如と私 介護 

の二千日」を出版、口述筆記にも挑戦、人間『野坂昭如』

を勇気づけている。 
 

(3) 新会員の紹介 

 

 

 

 

 

 

このたび入会させていただくことになりました、

損害保険ジャパン日本興亜新潟支店の山田治伸と

申します。転勤族のため今まで札幌・青森・千葉・

東京・岐阜・岡山を転々としてまいりましたが、

元々の出身は青森県八戸市です。振り返ると今ま

での人生５５年のうち３３年間は北海道か青森に

住んでいたことになりますので、心身ともに寒冷

地仕様の人間です。今年で単身赴任は１１年目に

入ります。新潟で暮らすこともロータリークラブ 
に加入することも人生初体験ですから、諸先輩の

方々から教えをいただき、一期一会を大切にして、

好意と友情を持ってみんなのためになることに尽

力してまいりたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

(4) 同好会報告 

第６回新潟―前橋ＲＣ合同親睦コンペ報告 
ゴルフ同好会長柴田史郎 
表記コンペは毎年一回交互に主催することになっ

ており、今年は新潟・紫雲ゴルフクラブで開催さ

れました。前橋ＲＣから１３名新潟ＲＣから１４

名の計２７名の参加を得て競技が行われました。

晴天・ほぼ無風の絶好のコンディションの下、良

い雰囲気のなかでプレーが行われました。優勝は

小飯田澄雄さんで、天候不順で中止になった年を

除き、開催された五回全ての大会に於いて新潟の

メンバーが優勝という事に成りました。夜にはイ

タリア軒で野球部との合同表彰式兼懇親会が盛大

に開催されました。懇親会のみ出席の方を含めて

４２名の参加者がありました。翌日には対抗野球

大会も開催され、両ＲＣの親睦を一段と深めるこ

とが出来ました。幹事の若槻良宏さんには、大変

ご苦労さまでした。 
 
前橋RC との親善野球大会に参加して 
野球同好会 監督 高橋清文 
５月２９日（日）前日のゴルフ大会に引き続き、

前橋RC との親善野球大会が晴天の元、ビッグス

ワンを望めるスポーツ公園にて行われました。昨

年は１４対１５で惜敗したこともあり、選手一同

は今年こその想いで一丸となって臨みました。（親

睦精神は忘れない程度ですが）結果はこれまた６

対８と惜しくも勝利には届きませんでした。しか

しながら近年にない試合内容で選手の方々も応援

頂いた皆さんも堪能して頂いたのではないでしょ

うか。前橋RC の皆様に感謝しつつ無事にケガも

なく終われたことにほっとしております。選手並

びに応援して頂いた皆様、本当にありがとうござ

いました。 
 
 

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 
理事新潟支店長  
山田 治伸君 
ご紹介 竹石 松次君 
所属委員会 親睦委員会 



各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(織戸 潔委員長) 

小飯田 澄雄君  

米山奨学会寄付発表(小林 敬直委員長) 

本間 剛三君 小飯田 澄雄君 

青少年育成基金寄付発表(吉田 和弘幹事) 

本間  彊君 小飯田 澄雄君 

(5) ニコニコボックス紹介 

・ゴルフ同好会会長 柴田史郎、野球同好会監督 高橋清文 

先週末の２８日、２９日に前橋 RC との親善ゴルフ野球大

会が開催されました。当日は晴天に恵まれ楽しい時間を

過ごすことが出来ました。参加頂いたメンバーの皆さん並

びに野球応援に駆けつけて下さった皆さん、本当にあり

がとうございました。ケガなく無事に終了出来た事にニコ

ニコします。 

・小飯田 澄雄君 ５月２８日に紫雲ゴルフ場にて開催され

た前橋 RC 新潟 RC 第６回親睦ゴルフコンペに於いて同伴

者、ハンディに恵まれ２回目の優勝をする事ができました。

６回共新潟が優勝との事、ホットすると共にニコニコでし

た。 

・高橋 清文君 先週２６日(木)Teny テレビ新潟さんの「秘

密のケンミンショー」に４月収録したものが放映されました。

タレカツ丼を特集したものですが、想った以上の反響で驚

いています。たぶん Teny の務台さんの特別な計らいで私

のコメントが採用され、出演出来たと想っています。務台さ

んに大いに感謝してニコニコします。 

・務台 昭彦君 先週木曜日夜９時から Teny で「秘密のケンミ

ン show」で新潟の「タレカツ丼」が約３０分に渡り放送されまし

た。高橋清文さんにロケ取材させていただき素晴らしいコメン

トで OA もされ、お蔭様で 19.9％という高視聴率を取る事が出

来ました。高橋さんに感謝感謝でニコニコします。 

・塚田正幸君 先週新潟クラブの例会を休み、同じ曜日に

開催される前橋クラブの昼例会に家内も同行してメーキャ

ップしてきました。前橋クラブの福島英人会長夫妻と 10 数

年前それぞれの子供が青少年交換学生の縁で知り合い、

以来前橋の観桜夜例会、新潟の納涼夜例会で交流してい

ました。昨年、福島さんが会長に就任したので年度中に前

橋クラブの昼例会に出ますと約束して漸く実現出来ました。

夜は福島夫妻と伊香保温泉に泊まり楽しい時間を過ごしま

した。 

・本間  彊君（新潟・フランス協会） フランスから無事帰国

しました。鈴木孝枝さんの写真展と小林史佳さんの三味線

コンサートも大成功でした。皆様のご協力に感謝しておりま

す。 

・堀 盛富君 今月の１７日に長男がグアムで結婚式を無

事終えたのでニコニコします。それから結婚祝いのお花あ

りがとうございました。女房は僕が送ったと勘違いして嬉し

そうに電話してきました。言わないでおきます。 

(6) 幹事報告（吉田 和弘幹事） 

例会後、新会員オリエンテーションを４階「朱鷺の間」で開

催致します。 

例会後ロビーにて次年度米山奨学委員会を開催致しま

す。 

 

(7) 会員スピーチ 

「プレハブ住宅の歴史と2020年住宅問題」 

大和ハウス工業㈱新潟支店支店長 井原 健至君 

 

 

 

 

(8) ５月３１日例会の出席率 ７０．８３ ％ 

会員数１０１名（出席免除会員 ９名） 

出席者 ６８名（出席免除会員５名を含む） 

 

 (2週間前メーク後 ８５．４２  ％) 

 

 

 

 

６月１４日の例会予定 

新潟明訓高校インターアクトクラブ顧問 

斎藤圭太先生のお話 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 


