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デヴィ夫人、幼き頃の苦労時代を語る 「定時制の学校へ通いながら
生命保険会社と喫茶店で働いていた」
11/15(月) 19:12 配信

" 114

11月11日（木）、Click Holdings株式会社・代表取締役社長 半沢龍之介が編集長、ニッ
ポン放送・前島花音アナウンサーが副編集長を務めるラジオ番組「ラジオマガジン・登龍
門」（ニッポン放送・毎週木曜20時30分〜21時）が放送。デヴィ夫人が出演し、バラエ
ティ番組で活躍する夫人が若かりし頃にしていた努力について語った。
毎週様々な分野で活躍するゲストを迎えて、ここでしか聴
けない人生の登龍門について訊く「ラジオマガジン・登龍
門」。今回はデヴィ夫人がゲストとして出演し、幼き頃の
苦労時代からスカルノ元大統領との出会いについて語っ
た。

デヴィ・スカルノ

クラスメイトの母親に学費を借りていた小学生時代
夫人：中学生の頃、就職か進学を決めなければいけなかっ
たのですが、ある日私が帰宅するとクラスの女子生徒のお
母さんがいました。 障子を挟んで聞き耳を立てていると
母が私の学費を払えなくてお母さんからお金を借りていた
ことがわかったんです。 しかも借金が返せなくて催促さ
れていました。
私はそれを聞いて「母親をそんな目に合わせてまで進学し

ニッポン放送・前島花音アナウンサ
ー／Click Holdings株式会社・代表
取締役社長 半沢龍之介

なくてもいいわ」と思ったんです。 私は働きながら学校
へ行って自分のしたいことをすると決意して、定時制の学

校へ通いながら昼間は生命保険会社で働いていました。
アクセスランキング（エンタメ）

半沢：苦労されたんですね。

「お疲れ様！」「感動しまし
た」 板野友美、夫・高橋奎二の
日本シリーズ完封勝利に感極まる

1

夫人：大学生のお給料が1万円の時代、給料が6000円でした。 1時間のお昼休みも近く
の喫茶店で働いて、土日も銀座の喫茶店でアルバイト。 それだけでは日舞や草月流のお

ねとらぼ 11/22(月) 15:14

ジャガー横田の長男・大維志く
ん、スキンヘッド＆サングラスの
最新ショット「Ｓｋｉｎ ｈｅａ
ｄ ｂｏｙ」

2

花を習うことができなかったんです。
英語も勉強していました。 なぜなら当時、私の自宅の裏が近衛歩兵第三連隊の兵舎だっ
たんです。私が疎開から帰ってくると門の両側にMPがたくさん立っていて。 外国人をた
くさん見て育つ中で彼らが話す英語に憧れて独学で学びました。

スポーツ報知 11/22(月) 10:25

原田龍二＆愛夫妻「感激」結婚20
年で初の結婚式 不倫騒動で「死
ぬまで執行猶予」

3

スポニチアネックス 11/22(月)
13:24

半沢：そろばんもお上手でしたし。

仲村トオル＆鷲尾いさ子の長女・
美緒、２３歳迎え姉妹＆幼少期の
写真公開…１７５センチの長身美
女

4

夫人：そうそう（笑）そろばんは2級、暗算は3級でした。就職するのにそろばんは必須
条件でしたから。

スポーツ報知 11/22(月) 17:17

夫人：私の自宅の近くに国際人クラブというものがありました。当時はホテルオークラな

「やってること最低」「女性蔑視
を助長する」 ユーチューバー
「マスク詐欺」検証動画に批判殺
到

5

どはありませんでしたから、日本に長期滞在する方は国際人クラブに滞在していたんです
ね。 私はそこで外国人と積極的に知り合っていたところフィリピンの女性歌手チキータ

J-CASTニュース 11/22(月) 17:40

PR 【今年最後のチャンス】ホームタ

と知り合いになり、彼女の紹介で赤坂のクラブでアルバイトをするようになりました。

ップが…

キリンビール

半沢：コパカバーナですね。

Yahoo! JAPAN広告

夫人：収入がどっと増えて、母と弟を養うことができましたし、習い事もできました。
半沢：コパカバーナのプリンセスだったんですよね。
夫人：テレビの再現ドラマで、今の銀座のクラブのような雰囲気の場所が出てきますけ
ど、実際は全員イス。ソファのようなものはないです。 外国人のお客様が98％で残りが
日本人のお客様。 私はそこに週2〜3働くことで英語もマナーも学べるし、国際的な方に
もお会いすることができました。
半沢：大変ですよね。
夫人：銀座のクラブだと男性がタバコを手に持つと女性がライターで火を付ける感じです
けど、そこは逆で。女性がタバコを手に持つとお客様が火を付けてくれました。

【今年最後のチャンス】ホ
ームタップが…
キリンビール

半沢：ジェントルマン だったんですね。

キリンが開発！自宅で感動のビール体
験が、ギフト級の本格的なビール体験
を専用サ…

半沢：スカルノ元大統領とお会いした時は映画を見に行く時だったとか。
夫人：お友達と映画館へ行くため帝国ホテルで待ち合わせをしていました。 そこに大統
領御一行が現れたんです。
半沢：そこで初めて出会ったんですね。

雑誌アクセスランキング（エンタメ）

夫人：大統領にお会いしてから6ヶ月文通が続いて。運がよかったのは、英語が話せたこ

KAT-TUN紅白抜擢したNHKから
にじむ「ジャニーズ忖度」感

1

と。 当時英会話ができたのは外交官か商社マンくらいで。 コミュニケーションは非常に
大切で英語が話せたことが役に立ったのかなと思いますね。

FRIDAY 11/22(月) 17:02

「THE TIME,」視聴率ジリ貧の理
由 同業者からは「安住アナをも
っと信じたほうがいい」

2

半沢：文通というのはロマンチックですよね。

デイリー新潮 11/22(月) 11:00

ニーズはあるはずなのに…テレビ
アニメ版「鬼滅の刃」無限列車編
の視聴率が下がり続けるワケ

3

夫人：500通くらい今でも持っています。

デイリー新潮 11/22(月) 11:01

前島：すてきだな〜

北川景子「多忙な中での路上ミー
ティング」で見せた真剣表情

4

FRIDAY 11/22(月) 10:32

夫人：9月に2週間の予定で招かれてフィリピンに行ったところ、それが永久になってし
まったわけですけど。 「私のインスピレーションとなって私の力の源泉となり、私の人
生の喜びとなってください」とプロポーズされました。

『カムカムエヴリバディ』出征し
た稔の思いが心に響く 子供の名
前「命名 るい」の由来

5

リアルサウンド 11/22(月) 12:19

前島：人生に一度くらいは言われたいです！

PR 【今年最後のチャンス】ホームタ
ップが…

キリンビール

スカルノ元大統領からのプロポーズの言葉に、デヴィ夫人は「これは神様の天啓だと思

Yahoo! JAPAN広告

い、お尽くししようと心に誓った」と当時を振り返って語った。
100

記事にリアクションしてみませんか？

学びがある

228

165

わかりやすい

動画アクセスランキング（エンタメ）
「働き過ぎ」で崩した心と体のバ
ランス。滝藤賢一が40代で見つけ
た“無心”になれる時間

1

新しい視点

【関連記事】

ブラザートム・辛坊治郎・細木かおり・Dr.コパ・笑福亭鶴光・綾戸智恵・上柳昌彦・デヴィ夫
人が登場！「ニッポン放送 オールスター人生相談」

海老蔵の長女・市川ぼたんインタ
ビュー 10歳で連ドラ初挑戦…自
分の演技は「30点」

2

ITベンチャーからの誘いを断りニッポン放送へ 前島花音アナウンサーの後悔しない生き方

東ちづる “早期の胃がん”診断当
時を振り返る「本当にラッキーで
したね」

3

世の中の成功の秘訣を紐解く新番組『ラジオマガジン・登龍門』
黒木瞳がローランドに訊く究極のテーマ「愛か、愛以外か。」

2:12

日本テレビ系（NNN） 11/22(月)
17:44

最終更新: 11/15(月) 21:22
ニッポン放送

4:09

日本テレビ系（NNN） 11/17(水)
19:03

クラウドファンディングで歴代1位の金額を集めた『HONBIKE』。プロデュースを手がけた半
沢龍之介の登龍門とは？

4:54

Yahoo!ニュース オリジナル Voice
11/21(日) 12:57

芦田愛菜 17歳の今と6歳の自分
が共演 当時の愛読書を読んで思
い出に浸る

4

1:16

日本テレビ系（NNN） 11/22(月)
17:58

草笛光子、巨匠・市川崑監督の出
演交渉秘話を語る「変わった方。
“出てよ”じゃなく…」

5

1:53

日本テレビ系（NNN） 11/21(日)
19:43

借金200→0円に「国が認める救済
措置」
Umbrellaw士業組合

PR 【今年最後のチャンス】ホームタ
ップが…

キリンビール

もっとみる

Yahoo! JAPAN広告

おすすめの有料記事

こんな記事も読まれています

PayPay残高

使えます

「紀州のドンファン」破産申立てで
「13億円」遺産分捕りの「田辺市」
遺言書に則し債権継承
デイリー新潮 11/18(木) 10:30

デヴィ夫人、バラエテ
ィ番組進出のきっかけ
は50歳の時にテレビ…
ニッポン放送
観たある一言！？
11/22(月) 12:14

デヴィ夫人、幼き頃の
苦労時代を語る 「定時
制の学校へ通いなが…
ニッポン放送
生命保険会社と喫茶店
11/15(月) 19:12
で働いていた」

小学校は中退、アメリ
カの大学も5日でやめ
た発明家
ニッポン放送
11/17(水) 7:20

PR

田中美奈子さんがスナ
ップ写真と共に語る超
多忙時代「1週間の…
日刊ゲンダイDIGITAL
眠時間が10時間ある
11/22(月) 9:06
か…」

税込330円

鏡には映らない「ポーラレディ」の
「女工哀史」 20年間で約7000万円
分の商品を自腹買い取り
デイリー新潮 11/19(金) 10:30

税込330円

不倫発覚 ゴールデンボンバー・歌広場
淳に6人の女性が「えっ、私も彼女でし
た」【全文公開】

Yahoo! JAPAN広告

文春オンライン 11/18(木) 11:00

【今年最後のチャンス】ホームタップが… ｜キリンが開発！自宅で感動のビ
ール体験が、ギフト級の本格的なビール体験を専用サ…
キリンビール

税込220円

維新議員のウソを暴く マルチ新音声
を公開する【全文公開】

借金200→0円に「国が認める救済措置」｜2社以上から借金してる人は要
チェック。借金280万、貯金0の私を救った方法。

文春オンライン 11/18(木) 11:00

税込110円

Umbrellaw士業組合

保育園からIT系まで、女性創業者が業
績を牽引する4銘柄

【公式】カエチャウ月々定額｜頭金０円ボーナス0円の月々定額プラン／選
ぶなら安心のトヨタ認定中古車

会社四季報オンライン 11/21(日) 7:02

税込330円

トヨタ認定中古車

読み込み中…

コメント非表示

あなたにおすすめの記事
【カムカムエヴリバディ】3週目で早くも見せ場…安子と稔の恋にみる藤本脚
本の奥深さ

!ページ上部へ戻る

デイリー新潮 11/19(金) 11:03

「菅田将暉」と「小松菜奈」結婚
とは？

沈黙の菅田パパが語っていた“菅生家の絆”

デイリー新潮 11/18(木) 11:02

【今年最後のチャンス】ホームタップが…
キリンビール
Yahoo! JAPAN広告

天海祐希「生活こぢんまり」草笛光子「貯まったことない」意外なお金の遣い
道
婦人画報 11/20(土) 19:00

内田嶺衣奈アナ、フランスで24時間寝込んだ「人生最大のピンチ」
telling， 11/20(土) 16:31

『カムカムエヴリバディ』朝ドラ史上でも類を見ない幸せな
15分間 夫婦となった稔と安子
リアルサウンド 11/19(金) 12:22

内田也哉子が思う、母・樹木希林における父・内田裕也の存在「ある種“カオ
スの塊”みたいな人と出会って…」
TOKYO FM＋ 11/21(日) 20:51

バブル期に活躍のタレント・千堂あきほは札幌に10年「今が一番、人間らし
く生きている」
ENCOUNT 11/16(火) 9:10

買わなきゃ損！ニトリ大プッシュの商品特集
ニトリ
Yahoo! JAPAN広告

フォロワーは2000人！92歳が紡ぐTwitter＜いくつになっても生きがいは見
つかる・２＞
婦人公論.jp 11/19(金) 12:01

現実の苦しさが童話を「書く」ことの原動力に＜いくつになっても生きがいは
見つかる・３＞
婦人公論.jp 11/20(土) 12:01

梅宮辰夫の「手作り愛情弁当」がクラスで人気も…娘・梅宮
アンナの意外な本音
現代ビジネス 11/21(日) 7:02

山田五郎が力説

インターネットの「便利さ」と引き換えに「失ったもの」

ニッポン放送 11/17(水) 8:10

有村架純似の美女・小日向ゆか「デビューのきっかけは給料に引かれて始めた
イベントコンパニオン」
エンタメNEXT 11/17(水) 12:03

薬局でも売ってるアレで顔のシミが消える！
News Topic
Yahoo! JAPAN広告

朝ドラ『カムカムエヴリバディ』、「昭和14年」の描き方がバツグンだった
と言えるワケ
現代ビジネス 11/18(木) 6:32

「心に決めた人がいます」松村北斗“稔”、時代描写で際立つ誠実さ＜カムカム
エヴリバディ＞
WEBザテレビジョン 11/15(月) 20:33

浅田美代子「上白石萌音ちゃんに『雰囲気似てるね』って言
われる」〈週刊朝日〉
AERA dot. 11/20(土) 11:30

小5で笑顔が消えた娘を支えた保護猫の不思議な力
学受験を合格に導き、次は？〈dot.〉

「まるでセラピスト」中

AERA dot. 11/20(土) 14:00

山田五郎 「何がいちばん好きですか？」という質問には答えられない。なぜ
ならば……
ニッポン放送 11/21(日) 23:00

タント／ダイハツ公式
ダイハツ工業
Yahoo! JAPAN広告

窪塚愛流が“ビッグな夢”を初告白「3歳からの夢で、父との約束なんです」＜
『この初恋はフィクションです』インタビュー＞
WEBザテレビジョン 11/22(月) 6:00

越乃リュウ、宝塚時代は着物が苦手で嫌だった「日本物」。カメラの世界に入
って、日本の伝統に魅了された
婦人公論.jp 11/17(水) 13:01

歌手・赤西礼保が明かす胸中「兄・赤西仁を超える存在を目
指して」
FRIDAY 11/20(土) 12:02

滝藤賢一 3男1女の父で妻は栄養士「助かっています」売れない時代に結婚
も「あの人は大丈夫って」
スポニチアネックス 11/16(火) 16:37

【中学受験】制服は意外と大事です｜STORY
magacol 11/19(金) 22:50

「ふるさと納税」で殺処分寸前の犬を救う
ピースワンコ・ジャパン
Yahoo! JAPAN広告

【北川悦吏子】まだ何者でもなかった頃の作曲家の夢と脚本家になるきっかけ
with online 11/20(土) 19:20

田中律子 「ギリギリ卒業できた」学業と仕事の両立で苦労した堀越高校時代
雑巾1枚縫って1単位だった
スポニチアネックス 11/20(土) 12:46

薬師丸ひろ子「大人が子どもに敬語で」デビュー作で共演し
た大物俳優 「朝、昼、夕ご飯全部ご一緒」
スポニチアネックス 11/18(木) 11:28

小川糸、恐ろしい支配者だった母を亡くして。最後の日々、病で弱った母と立
場が逆転。初めて「愛おしい」と思えた
婦人公論.jp 11/18(木) 12:01

声を聞くのも簡単ではない…

名曲『心の旅』が描いた70年代の遠距離恋愛

NEWSポストセブン 11/22(月) 7:15

コンビニで現金払いすべきでない、ある理由
クレカNAVI
Yahoo! JAPAN広告

乃木坂46 新内眞衣、卒業を「こうやって『オールナイトニッポン』で発表で
きて、すごく幸せ」
ニッポン放送 11/18(木) 18:30

『顔だけ先生』で矢吹奈子が人気者の生徒役に「学生時代をやり直しているよ
うな気分で楽しんでいます」
WEBザテレビジョン 11/20(土) 8:00

「働き過ぎ」で崩した心と体のバランス。滝藤賢一が40代で見つけた“無心”
になれる時間
4:54

Yahoo!ニュース オリジナル Voice 11/21(日) 12:57

《ブラジル記者コラム》本紙ニッケイ新聞12月廃刊に思うこと＝40年間邦字
紙支えたラウル社長
ニッケイ新聞 11/18(木) 7:12

＜結城モエ＞「ドクターX」ドS秘書役で話題の美女
女”の一面も

素顔は甘えん坊？

“歴

MANTANWEB 11/20(土) 8:35

御殿場プレミアム・アウトレット
御殿場プレミアム・アウトレット
Yahoo! JAPAN広告

発明家・道脇裕「ものごとは肯定的に批判せよ」
ニッポン放送 11/21(日) 23:07

眞子さんも…皇室の女性はなぜ叩かれ続けるのか？ バッシングの歴史
日刊ゲンダイDIGITAL 11/21(日) 9:06

「講演」で得た気づき
芳雄）

自分を見つめ直す、きちんと伝えることが大事（井上

NIKKEI STYLE 11/21(日) 19:30

『アンという名の少女2』9話。進歩的な美人教師に「進歩的な母親の会」が
猛反発
QJWeb クイック・ジャパン ウェブ 11/21(日) 11:00

宝田明「ゴジラは単なる怪獣映画じゃない」レジェンド俳優が語る撮影秘話と
号泣の理由
週刊女性PRIME 11/20(土) 16:01

Joshinweb 理由あり品大放出
Joshinweb
Yahoo! JAPAN広告

久間田琳加、生放送の番組で心掛けていることは「楽しむこと」一緒にロケを
してみたい出演者は？【ヒルナンデス！連載#6】
WEBザテレビジョン 11/19(金) 6:00

鈴木もぐら、粗品、岡野陽一…クズっぷりアピール「ギャンブル芸人」急増の
ウラ
デイリー新潮 11/19(金) 11:01

「もう役者やめろよ」と耳元で…中村七之助（38）が明かす
“父に激怒された日”《素顔のインスタが話題に》
文春オンライン 11/20(土) 11:12

平尾昌晃は思いつめた顔の三谷謙に声をかけた【五木ひろしの光と影<10>】
日刊ゲンダイDIGITAL 11/19(金) 9:06

年収1000万も「占い学校」通うのはどんな人たちか
東洋経済オンライン 11/16(火) 17:01

鈴木康博 - Key Person 第19回 OKMusic 11/20(土) 12:09

ほんこんも大喜び！
たマジックの腕前

イリュージョニストHARAの不遇な青春時代に磨かれ

スポニチアネックス 11/21(日) 16:00

住田萌乃、芝居に生きる音楽活動の経験
糧に」

多様な考えと出会い「学んだことを

マイナビニュース 11/20(土) 6:00

＜吉沢亮＞「渋沢栄一を演じられて良かった」
い 終盤も「突っ走っていきます」

初大河「青天を衝け」への思

MANTANWEB 11/20(土) 6:10
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