SUMMER
1,005

VOL.89
2022.8.18

（7月13日現在）

うぉっちんぐ探偵団が行く

��
vol.

今回のうぉっちんぐ探偵団は……1980年代の夏の長崎を舞台にした映画

『サバカン SABAKAN』特集

8/19㊎より

監督の地元である「長与」や、
「時津」など

キン肉マン消しゴムが大好きな小学5年生。

【出演】

を舞台にした映画が今夏、公開されると聞

そんな久田は、家が貧しくクラスメートから避

番家 一路・原田 琥之佑

き、うぉっちんぐ探 偵 団 は 、監 督にインタ

けられている竹本と、ひょんなことから イル

尾野 真千子・

ビューへ向かいました！

カを見るため にブーメラン島を目指すこと

竹原 ピストル・草彅 剛

に。海で溺れかけ、ヤンキーに絡まれ、散々
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１９８６年の長崎。夫婦喧嘩は多いが愛情
深い両親と弟と暮らす久田は、斉藤由貴と

な目に遭う。この冒険をきっかけに二人の友

監督：金沢知樹

情が深まる中、別れを予感させる悲しい事件
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6ポイントたまった
ら
お店に声をかけて
ね！

100名に当たる抽選イベント開催中！

12 月末です!

次回の応募
締め切りは、

スタンプを集めて

抽選に応募しよう
抽選に応募しよう
！！
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全国ロードショー

profile

監督プロフィール

作家・演出家。舞台や映像の脚本を中心に活動。08年、舞台『部屋と僕と弟のはなし』で文芸社
ビジュアルアート「星の戯曲賞」準グランプリを受賞。短編 映画『半分ノ世界』(13年/脚本/齊藤
工監督)が国際エミー賞ノミネート、セルビア日本交換映画祭アイデンティティ賞受賞。
『TATAMI』(脚本/齊藤工監督)は第51回シッチェス・カタロニア国際映画祭でワールドプレミアのほか
2019 Asian Academy Crea8ve Awardsにて主演男優賞(北村一輝)、主演女優賞 (神野三
鈴)、撮影賞(早坂伸)受賞。20年、TBS系ドラマ『半沢直樹』の脚本を担当。ほか代表作に16年
『ガチ星』(脚本/江口カン監督)、リリーフランキーが主演を務めた映画『その日、カレーライス
ができるまで』の原作と脚本を担当。2023年には大相撲を舞台としたNetﬂixオリジナルシリー
ズ『サンクチュアリ -聖域-』(脚本)が全世界配信予定。脚本・監督を務めた、草彅剛・尾野真千子
ら出演の映画『サバカン SABAKAN』が2022年8月全国公開、また文藝春秋から同名タイトル
の小説『サバカン』が発表される。2022年7月期 にはKing & Princeの永瀬廉が主演を務める
日本テレビの日曜ドラマ『新・信長公記』の脚本チーフを担当している。

キャスティングについて

ているということで、宿泊もですが全面協力

この道を目指す方へ

してくれたというのは嬉しかった。

［原作・脚本・演出］

金沢 知樹 監督 インタビュー

映画製作に至った経緯
十何年前、仕事が奮わずお金もない中で、

書き手としては、書いた時点でもう満足で、

きだった人とか、好きだった場所をみんなに

放送はできなかったけれど大好きだった草彅

知ってほしいというだけなんです。他の作品

さんも読んでくれたし、もういいかと。

も全部そうなんですけどね。

ずっと
『九州に帰りたい、長崎に帰りたい』
と

ところがその数年後、急に飯島さんから

長崎を舞台で書き上げた作品は他にも

いう思いがあって、mixi（SNS）で、虚実を交

「コロナ禍で会いたい人に会えない状況だ

色々あるので、それをきっかけに長崎が話題

えながら長崎のことをテーマに日記みたいな

からこそ、家族や友達の話であるこの作品を

ものを書いて、話題になったことがあったん

やるべきだ」と映画化の話が出たんです。

です。

飯島さんがそこまで言ってくれるし、舞台

その後、紆余曲折あって、エグゼクティブ
プロデューサーの飯島三智さんに気に入っ

になると良いなと思います。
もっとみんなで盛り上げていってくださ
い。

したんです 。そしたら、それを小 説にして

本を読んだり書いたりっていうのは皆さん

についてわかっている人だし、元々好きだか

所の提供等に全面協力してくれてとても感

言いますが、自分も映画は1日3本見て、本は

ら、草彅さんとは絶対やりたいと。

謝しています。

1日1冊読むというのを1年半ぐらい続けて

他にも、うちの父がモデルになった主人公

本当は、エキストラ等も色々お願いした

のお父さん役は、歌がうまくて作業着が似合

かったんですが、コロナ禍でできなくて、そ

う人となると、竹原ピストルさんしかいないと

れがとても残念。

思って声をかけました。最初は長崎弁を喋れ

な言葉があったんですけど、結局、文字を書

ほしいんじゃなくて「ただ単にこの街で生き

技術というか、懐の広さがすごい。裏表もな

くなら、文字をいっぱい知っておかないとい

てる人」をやってほしいだけ、とにかくそこに

い、本当にあのままの人です。

けない。たくさん言葉を知っている人の「あり

いてほしいですと言って出演にOKをもらっ

がとう」と、最低限の言葉だけ知っている人

たんです。

の「ありがとう」の意味は違うから、と。

後は、長崎には一番行きたい人と行こう、

らそのラジオドラマが白紙になりました。でも

人」を面白いと思っていて、そんな自分の好

ふるさとへの想い

だから、まずは本を読んだ方が良いと思い

と思って決めたのが今の子役の2人です。

ます。漫画でも映画でも、音楽でもいいと思
うし、特にこういう時代なので、何か自分が

えるかもしれないけど、長与も時津もいい所

好きなことをやっていったその先で、
『創作』

がいっぱいあるんですよ。

になるんじゃないかと思います。

長与町のゴミ焼却場（クリーンパーク長
与）の上の道から見る朝日が綺麗だとか、時

撮影で80人程来る予定だったんですが、

これをみて感動してほしいというのではな
くて、自分自身が父や母を含む「僕の周りの

ない。だから、とにかく本を読む」というよう
草彅さんは素人の良さを引き出してくれる

撮影時の思い出、エピソード

ところが、全部収録した後で色んな事情か

黒澤明さんの言葉で、
「とんでもない発想

ないと断られて、でも上手に長崎弁で喋って

てみようかというのが今回の映画です。

作品への想い

いました。
力は、とんでもない知識の上にしか成り立た

住んでいる人から見れば何もないように思

草彅 剛さんが朗読し、ラジオドラマにしよう
という話に。

また、私のふるさとである長与町も撮影場

が長崎だったらみんなとも会える、
じゃあやっ

てもらえて、何か面白い話はないかと聞かれ
た時に、mixiで書いていたその日記の話しを

まず、朗読劇をやっているので、一番作品

津の埋立地で見る朝焼けが綺麗だったり。

泊まるホテルがない。それで、時津町長まで

だから、これからももっと、そういうところ

話 を 持って いったら 、映 画 のタイトル が

を舞台に作っていきたい。改めて撮影を通じ

「SABAKAN」。これはもう時津とマッチし

てそんな風に思いました。

監督サイン

入りサバ缶
プレゼント！
4面をチェック！

少年のモデルであり、撮影にも協力した、同級生の竹松さん

時津

広報委員がおすすめする

今回は SABAKAN

は
るロケ地
ご紹介す
ての
動画を見
！
お楽しみ

金沢監督も食べた
「カツ丼と五島うどんセット」
受け継がれた
秘伝の丼だしが味の
決め手です！

海鮮うまいもん屋てっぺん

↑ムービーde
うぉっちんぐの
ページはこちら

所 時津町左底郷35-4
■
℡ 095-881-7768
■
営 ランチ 11
：50〜14：30
（LO.14:00）
■
ディナー 18：00〜22：30
（LO.22:00）
休 月曜日 ■
Ｐ 15台あり
■

カツ丼と
五島うどんセット

1,210円

長与

スペシャル
長与のレモンを使った
お店の人気メニュー
「レモネード」
が
撮影の差し入れに！

BORDERLESS LOUNGE

所 長与町岡郷2244
■
℡ 095-894-5321
■
営 10
：00〜18：00
■
Ｐ あり
休 水曜日 ■
■

レモネード
M
L

440円
550円

新 店舗

ですヨ！

訪問型ペット火葬

オットッテ

お客さん！
新規商工会員になられたお店を紹介する
コーナーです。(順不同)

NDJ企画

「お家におっとって」
家 族 の 事を考えた
ペットちゃん の お 葬
式 。ご自宅にてお見
送りが可能。
お引き取りからお骨
上げまで様々なプラ
ンをご用意。
メモリアルグッズも
取扱中。

「うぉっちんぐを見た」
とのお問合せで、
お散歩にも使える
オットッテ特製エコバッグをプレゼント！※無くなり次第終了となります。

☎080-3947-4279

時津町浦郷304-4 【代表者】松本 あづさ
【営業時間】24時間 【定休日】なし

スペースユニオン
ドローンの販売、講習
会 、イ ベ ント などを
行っております。
また各 種 相 談にも
のっておりますので、
お気軽にお問合せく
ださい。

「うぉっちんぐを見た」
とのお電話のお問合せで、
ドローン
（DJI社）
を定価より3％お値引きいたします。

☎095-801-0303

時津町浦郷275-2-601（事務所）
【代表者】平塚 健一郎
【営業時間】9：00〜18：00（要相談）
【定休日】不定休

安達製麺所

昨 年 1 2 月にオープ
ンした豚骨ラーメン
店です。
うまみ調味料不使用
の2種類の豚骨スー
プ（スッキリ、コクう
ま）
と、店内で作る自
家製麺を是非ご賞味
ください。

☎095-887-2988

長与町まなび野2-32-1
（マックスバリュ長与店敷地内）
【代表者】安達 純一
【営業時間】午前の部 11：00〜15：00（L.O 14：45）
午後の部（日〜木）17：00〜21：00（L.O 20：30）
（金、土） 17：00〜22：00
（L.O 21：30）
【定休日】不定休(8/18は臨時休業)

Belle

小顔効果、たるみ改
善で話題のハイフを
導 入して います 。マ
スク下のたるんだお
肌に効果テキメン！
まずはカウンセリン
グからお気軽にご相
談ください。
★完全予約制・
女性専用★

ストリートダンスをメ
インに、キッズダンス、
大人ダンス、ピラティ
ス 、スト レ ッ チ 、ボ
ディーメイクのクラス
まで豊富なレッスンが
ご受講いただけます。
「うぉっちんぐを見た」で全クラス初回体験無料

☎095-807-7974

時津町左底郷86-5 +one bldg3 2F,3F【代表者】原岡 正一
【営業時間】月曜日（午前）10：30〜11：30 （午後）16：00〜22：30

火曜日
（午前）
10：30〜11：30 （午後）
13：00〜14：00/16：00〜21：30
水曜日
（午前）
10：30〜11：30 （午後）
16：00〜21：40
木曜日
（午後）
16：00〜22：15
金曜日
（午後）
13：00〜14：00/16：00〜20：35
【定休日】日曜日
土曜日
（午後）
16：00〜18：30

LINE：@383cfzlh
インスタ：belle̲nagasaki

時津町浜田郷709-2 【代表者】中崎 美鈴
【営業時間】月〜土 10：00〜18：00
【定休日】日曜日・祝日

会員
募集中!!

ぎ
西その

商工会

お気軽にお尋ねください

☎ 095-882-2240

8月19日（金）より全国ロードショー、
80年代の長崎を舞台にした映画のタイトルは？

おーい

ご近所
さん

ヒント：
サバ○ン

正解者の中から
500円分プレゼント!
金沢監督サイン入りサバ缶&共通商品券
抽選で4名様に
応募方法

下記事項を記入の上、E - m a i l 、FAX、
官製はがきにて下記までご応募ください。

①クイズの答え
②長与・時津にて取材して欲しいお店や人物など
③うぉっちんぐの感想
書き忘れに
④お名前、住所、電話番号、年齢
注意してネ!
(締切／9月1日㊍必着)

宛先

★頭皮スッキリドライスパ
各コース に プラス500円

（初回に限り250円）

予約優先になっております。お気軽にお電話下さい。

スムーズカット

☎ 095-881-2225

時津町西時津郷75-26
【受付時間】8:30〜18:30
（白髪染めは１８：００）
【定休日】月曜日、第2日曜日

おめでとうございます。
〈第88号当選者〉

・辻田 豊美 様
・山田 孝行 様
・田中 英代 様
・岡田 弘恵 様
・前浜 きわみ 様

・山本
・向島
・矢野
・髙藤
・山崎

美穂 様
義紀 様
由美子 様
尚子 様
二美 様

〒851-2105西彼杵郡時津町浦郷428-14 西そのぎ商工会
「うぉっちんぐ」係 TEL：882-2240 FAX：882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

地域の皆様に愛される会社を目指して日々励んでいます。
住まいのお困りごとは私たちにご相談ください。

株式会社 巴施工

西彼杵郡時津町左底郷1278-5-101
TEL 095-800-5682
FAX 095-800-3563
営業時間 月〜土曜日 8時〜19時

休日や時間外でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

