
 

 

 

 

 

【どす黒い津波がすべてを飲み込んだ東日本大震災から９

か月。未曽有の被害をもたらした２０１１年も、間もなく暮れ

ようとしている。関西岩手県人会は、震災直後から、募金活

動を始め、手探りながらも全力で、故郷を支援してきたが、

改めてそれを問い直すことも意味があるように思う。編集部

は多賀谷真吾さんに、特別寄稿「岩手からの報告」をお願い

した。多賀谷さんは県人会の会員で、岩手の風土を写真に

記録するために、東和町に住民票を移すとともに、ボランテ

ィアとして被災地で精力的に活動している。  編集部】 

 

 

１ 覚悟 

そのとき、私はアルゼンチンからダラス空港に到着したと

ころであった。乗り継いで日本に向かうはずが、成田空港が

閉鎖と聞かされ、その理由もわからず途方にくれた。その夜、

１泊を余儀なくされたホテルの部屋で、津波の映像を見たの

である。 

翌日の関西空港ゆきの機内で、涙がこみあげてきた。宮

古、釜石、大船渡。友人知人は無事だろうか。逃げてくれた

だろう。いや、だめかもしれない。たぶん。だめだろう。 

１２時間という長いフライトは、人をどんどん悲観的にさせ

る。覚悟を決めた。岩手に帰るとき、喪服を用意せねばなる

まい。とめどなく涙が流れた。 

 

２ 帰国 

 震災から２日後の３月１３日、関空便でなんとか帰国。実家

の西宮に待機し、その間に沿岸に暮らす友人知人の安否確

認を行うかたわら、救援物資を集め、花巻空港の再開をひ

たすら待ち続けた。幸いなことに、ほとんどの友人は生きて

いた。 

３月１６日、現地空港が再開され、花巻行き第１便に乗れ

た。伊丹出発時に友人から預かった救援物資１０数個、重さ

にして１１０キロを、超過重量に対する追加金を免除して、す

べて日本航空が搭載してくれた。震災特例だという。 

その直後、「救援物資」と書かれたダンボールを目ざとく見 

つけたテレビの報道陣に取り囲まれてしまった。花巻に着く 
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やいなや、支援物資を預けてくれた友人からメールが来た。

「テレビのニュースに僕の預けた荷物が映ってたよ。届けて

くれてありがとう！」 

 

３ 待機 

 花巻はさほど被害はなかったのだが、物資を沿岸に届け

ようにもガソリンがない。下手に動いて、途中でガス欠を起こ

しても大迷惑である。 

 ところが、廃油を利用して走るバイオ・ディーゼル車が花巻

と沿岸を往復して物資運搬にあたっていると聞き、知人を通

じて接触し、幸いにも彼らに物資を運んでもらうことができた。

それにしても、自分で直接被災地に入れないことが、なんと

もどかしいことか。 

 

４ 出発 

 震災から２週間ほどたつと、ガソリンも尐しずつ出回るよう

になったが、１台につき２千円分までと限定されたうえ、開店

時間にあわせてスタンドには２キロを超える車列が発生する。

様子を見て尐しずつ給油し、いよいよ沿岸の被災地を見舞う

日がやってきた。 

 ３月下旪、友人知人から預かった義援金を使って産直で野

菜をたっぷり買い、沿岸へ車を走らせた。 

被災地の避難所では、パンやおにぎり、カップラーメンば

かりと聞いていたので、これではぜったい体をこわすだろうと

思い、ビタミン豊富な生鮮野菜を届けようと考えたわけであ

る。しかも、地元の野菜だから、新鮮なうえ、地元経済にいく

らか貢献することにもなるだろう。 

途中の遠野市内は震災復興の基地となっていた。自衛隊

や警察車両が頻繁に往来し、物々しい雰囲気に包まれてい

た。仙人トンネルを抜け、いよいよ釜石の市街地にさしかか

ったが、多尐とも地震の揺れで傷んでいる家屋はあるもの

の、テレビ等で見ていた惨状はない。 

 

５ 惨状 

ところが、釜石駅を尐しすぎたところで風景は一変した。ま

さに、ひとつのラインを引いたがごとく、津波の襲った波端を
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境目として、山側が天国、海側が地獄なのである。 

津波に翻弄され、ペシャンコになった車があちこちに横転

して、塩のせいか、すでにボディーが赤茶色に錆びている。

泥をかぶった冷蔵庫から、腐った肉や野菜が放りだされ、異

臭を放っている。住宅ごと流され、すっかりガランとした敷地

は、基礎がむき出しになり、傍らに亡くなった家族を弔う花束

が、即席に用意された一升瓶にいけられていた。信号は停

電により機能せず、柱はアメのように折れ曲がり、季節はず

れの吹雪の中、兵庫県警と書かれた警察官が交通整理をし

ている。 

同郷人として、心の中で礼を言ったものである。 

 

６ 再会 

 自宅が高台にあって、偶然にも難を逃れた友人宅に車を

つけた。野菜を満載した後部扉を開くと、友人はにっこり微

笑んだ。 

「野菜がないっけね。うれしいこった！何でもいただけるな

らいただくよ（笑）。」 

疲れてはいるはずだが、相変わらずのユーモアにこちらもほ

っとした。釜石の海端でカヤック・ショップを経営していた彼

の店舗は、壊滅的な被害を受けた。だが、不思議なことに、

震災当日は私と同じく、海外旅行中であったために助かっ

た。 

 ほんとうに不思議なことだが、人生の運命を分けるのは何

たる偶然であろう。 

ともあれ、お互いの無事を喜び、立ち話を続けていると、

野菜の山を見た近所の人が、通りすがりに足をとめる。欲し

いとはいわないけれど、必要であることはわかっている。 

 「おばあさん、何か必要なもの、ありますか？」 

 「だば、何か青い菜っ葉をなんぼかもらうね。ありがたいこ

とだがね。」 

ほうれん草を渡すと、値段はいくらかと尋ねられた。野菜の

移動販売と間違われたのだ。もちろん、救援物資だから無

料だと伝えると、腰の曲がったそのおばあさんは、さらに腰

を折って深々と頭を下げて、坂道をゆっくりと登っていった。 

 

７ 喪失  

 釜石から海沿いの国道を北上し、大槌町に向かった。この

町に住むカヤックガイドの一家が無事であることを確かめて

いた私は、その避難先を探した。何軒かの避難所をまわっ

たのち、ようやく本人とその父母、それに愛犬メリーに再会し

た。 

浜に近い彼らの実家に、かつてよく泊めてもらったものだ。

その家も土台ごと流され、思い出の品は何ひとつ残っていな

い。だが何よりも、愛犬も含めて、みな無事であることを心か

ら喜びあったものである。 

 それにしても、全てを失うというのは、いったいどういうこと

なのだろう。私は阪神淡路大震災を経験した。だが、家財道

具は壊れたものの、被害は地震の揺れによるものだったか

ら、アルバムも思い出の品も家からは動かない。探し出そう

とすれば、破損があるにせよ、自宅にあることはわかってい

る。 

それに比して、津波は水という脅威によってわずか数分で

人の命を奪い、家屋を破壊し、全てのものを、はるかかなた、

探すこともできぬ遠いところまで運んでしまう。 

そういう意味で、津波は、あらゆる災害の中でもっとも深

い喪失感をもたらすものではなかろうか。なんとも、残酷なこ

とである。 

 

８ 不屈 

 その後さらに北上を続け、山田町に入った。まずは、親し

い漁師民宿を訪ねてみた。震災直後、身の危険を顧みず漁

船を沖に避難させた漁師の親子は、津波の襲来を巧みな操

船技術で乗り越え、不安な一夜を海上で明かした。翌日浜

に戻ってきたのだが、集落の壊滅を見て言葉も出なかったと

いう。 

山田には、もう一人、親しい漁師の友人がいる。かきの加

工業が軌道に乗り始めた矢先、新築した彼の工場が津波で

流された。車も船も自宅も、そして前年に亡くした母の位牌

まで失った彼は、仕事の助っ人でもある愛娘の命だけはとり

とめた。不幸中の幸いである。 

漁師民宿にも、かきの加工場にも、経営再建のためいく

ばくかの義援金を渡したが、彼らのめざす事業規模からす

れば、これから何年も先まで支援は必要であろう。 

 

９ 希望 

今回の大津波は、私の撮影フィールドであった愛すべき

岩手三陸の津々浦々を、すっかりのみこんでしまった。 

そのひとつ、山田町の漉磯海岸をおそるおそる訪ねてみ

た。震災から３ヶ月たった６月下旪である。例年ならば、海辺

に咲くニッコウキスゲの花でいちめん黄に染まる場所だ。 

リアスの断崖につけられた山の急坂を降りてゆくと、まだ

潮騒すら聞こえぬ山の斜面に、泥流の押し寄せた跡があっ

た。 

私はすっかり気落ちして、海岸へと下っていった。ところが、

津波で折れ、塩害で赤茶けた松のそばで、なんとニッコウキ

スゲの黄色い花が、潮風にゆれていたのである。 

「今年も咲いてくれたんだ！」 

あたりいちめん茶色の不毛地帯のなかで、ニッコウキスゲの

黄色い花は、まるで命の灯火のように、ゆらめいていたのだ。  
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「命のともしび」  撮影：多賀谷真吾 

２０１１年６月２６日 山田町 漉磯海岸にて 

 

１０ 友情 

 このとき撮影したニッコウキスゲの写真は、この会報が発

行される１２月上旪、ポーランドでの震災復興支援を目的と

するチャリティー写真展に展示される。場所は首都ワルシャ

ワの、テアトル・ヴィエルキ国立オペラ劇場である。 

 しかしなぜ、ポーランドで？ このお話をいただいたとき、そ

の理由がよくわからなかった。だが、両国の歴史的経緯を調

べるにつれ、大いに納得したのだ。 

 つまり、こうである。第２次世界大戦中、ドイツ・ナチスの迫

害に際し、当時ポーランドに駐在していた日本人外交官、杉

原千畝（ちうね）が、逃れ来るユダヤ人に日本へのビザを大

量発給して多くの命を救った美談がある。その恩義を、ポー

ランド人はいまだに忘れていないという。 

 今回の地震に際し、かつての恩義に報いるべく、ポーラン

ドはいち早く支援を申し出た国のひとつであった。だが、最

近ポーランドでは震災関連のニュースや映像が流れないら

しく、まったくの情報不足だという。 

そこで、継続的支援をよびかけるため、在ポーランド日本

人有志らが日本の写真家から震災後の写真を募って展示し、

義援金を集めて日本に送ろうという計画が生まれたのだ。 

 なんとも、うれしい話である。私もささやかながらその一助

となれば、との想いで参加したわけである。復興への道のり

は遠い。だが、支援の手をさしのべ続けてゆかねばならぬこ

とを、こうしてポーランドの友情からも教わったわけである。 

 私は、心から愛する岩手のために、微力であれ、今後も復

興へのお手伝いをさせていただきたいと思っている。 

（総会の席上、多賀谷真吾氏の講演を行います。編集部） 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度のアテルイ・モレの碑法要 

過去最高の参加者 

 

平成２３年度のアテルイ・モレの碑、１８回目の法要は、 

１１月１２日土曜日午前１０時から、清水寺南苑に建立され

た「阿弖流為・母禮之碑」前で、１２０人を超える参加者が集

い盛大に挙行されました。 

当日の法要は、珍しく晴天に恵まれて清々しい秋晴れの

中で行われました。法要に先立ち、特別企画として３・１１の

大震災で犠牲になられた方々への鎮魂を願い、笛師森美和

子さんをお招きし、「鎮魂の吹笛」を約３０分間の吹奏を奉納

して頂きました。澄み切った秋空に笛の音が響き、碑前に向

かって鎮魂の吹笛が奉納され或いは参拝者に向かって郷土

の懐かしい民謡を吹奏された。静かで張りつめた笛の音が

細く高く境内に音羽の山に流れた。 

 

「鎮魂の吹笛」森美和子さん 

 

本年の法要には、関西岩手県人会に所属し法要を主催

する「関西アテルイ・モレの会」会員は勿論のこと、奥州市か

ら胆江日日新聞が呼び掛ける「アテルイを顕彰する会」の皆

さん。福島県田村市を中心として伝・坂上田村麻呂公の誕

生の地をＰＲする「田村歴史観光協議会」、一関一高卒業の 

８０歳のグループ「寿久会」の４グループ１２０名と法要の

みに参加する人で混雑したが、盛大な法要でありました。吹

笛を奉納した後で各グループ代表者の紹介と挨拶を頂き、

名刺交換など自由時間を設け、１１時から導師の森清範貫

主を先頭に大西眞興執事長、森孝忍法務部長、松本昭圓

師ほか一山の僧侶が「阿弖流為・母禮の碑」前に着席され、   

厳かに読経が唱和され、導師による法要の趣旨を奏上し、

声明に合わせて散華の儀が行われ、碑前に設けられた焼

香台に参列者一同が一人一人進み鎮魂と平和のお祈り 

捧げた。 

 

 

 



 

             森清範貫主の奏上 

 

法要終了後に、森貫主を中心に各グループ別に、清水寺

専属の写真業者による集合写真を撮影しＣＤに収録しました。

このＣＤを各代表者の方に進呈しました。参加された会員の 

方でご希望の方には本誌掲載の写真を実費でお分けします

ので、和賀事務局長又は松坂までお申し込み下さい。費用

は未定ですが、郵送込みの実費とさせて頂きます。 

例年の通り洗心洞に移動し懇親会となり、和賀事務局長

の司会で進行した。始めに森貫主の法話を頂いた。森貫主

の法話は分かり易いので人気がある。今年の法話の概要は

３・１１の大震災で亡くなられた多くの霊を弔う話と、流木とな

った高田松原の松の木で作られる清水寺の大日如来坐像

の複製が京都伝統工芸大学校で制作されています。清水寺

でも、一般公開の「ノミ入れ」を行うとのお知らせがあった。

追記しますと、先日のブータン国王夫妻が京都を訪問された

とき、清水寺に立ち寄られ、制作中の大日如来坐像の台座

に「ノミ入れ」されておられた映像がテレビ放映されました。

仏像のお話しと子供たちから「霊魂や幽霊が本当にあるの

か」と尋ねられて私は「本当にあります」と答えた。「肉体は

滅しても魂は滅することはない」と法然上人の「浄土再会」を

例にお話された。次に会長から歓迎の挨拶があり、４団体の

参加者にお礼と、清水寺の観音様のお蔭で大震災の難を逃

れたので皆さんもご利益を受けて帰られるようにと話された。

来賓祝辞では、衆議院議員の穀田恵二氏、奥州市長の小

沢昌記氏、胆江日日新聞編集長の安彦公一氏、アテルイを

顕彰する会会長の及川洵氏、田村歴史観光協議会会長代

行の影山勝夫氏から祝辞を頂戴した。乾杯の音頭は本会副

会長でもある関西岩手県人会会長の鎌田龍児氏が皆さん

の健康を祝して乾杯の音頭で会場は一気に賑わいを見せ

た。毎年のことながら清水寺から頂戴したビールである。 

 

 

 

 

 

 

 

奥州市の醸造酒である「阿弖流為」を取り寄せ、胆江新聞

提供の吟醸「学遊」で懇親会場は盛り上りを見せる中で、各

団体の長や来賓に相当する人を紹介した。貫主の周りには

福島県田村市から参加した女性群が取り巻き記念撮影が

行われていた。奥州市の団体は飛行機で帰るので出発の

時間に合わせて閉会とし、柏山副会長から来年もお会い出

来るのを楽しみにしていますと閉会の辞を述べたが、その後

も本堂外陣で「わらび座」のアテルイ役の戎本ひろ氏、田村

麻呂役の宮本昌明氏による剣舞とアテルイの歌が奉納され

た。お囃子には京都鬼剣舞伊東庭元の西岡・森・羽深各氏

の太鼓、笛、鳴り物の協力を得ました。 

会員出席者は下記の通り。（敬称略） 

阿部孝・安倍寿明・伊藤昭・及川光夫・奥村昭吾２・小野

寺正芳・柏山喬・加藤文雄・鎌田龍児・熊谷俊夫・小瀬川操

一・小瀬川美代子・金野衛・佐々木哲哉・佐々木亨・佐藤耕

吉・関口淳一・島忠征・島信子・菅洋子・菅原文雄・高橋清

紀・高橋由美子・永山光悦・濱本昌範・深田稔・藤井勝・藤原

照雄・藤原サチ子・水上佳子・松坂定德・村上忠夫・和賀亮

太郎・和田浩・青木裕子・後藤清太郎。 

追記：清水寺の大日如来坐像は、大阪でも「ノミ入れ」が

行われます。日時：１２月１３～１４日、１０時～１６時、場所：

大阪市北区中の島 大阪国際会議場。名称：ビジネス・エン

カレッジ・フェア～東日本大震災からの復興 今、日本の力

をひとつに～ 入場無料です。                                    

報告：松坂定德 

 

 

 

宮沢賢治第７９回法要会 

台風接近で参列中止 
 

関西宮沢賢治の会会長 深田稔 

 

 関西宮沢賢治の会として、４７回目となる今年の法要会を、

台風接近のためやむなく中止いたしました。南方海上で数

日間停滞・迷走していた台風１５号は、北上を始めるやいな

や急に速度を上げ、ちょうど法要会当日に、近畿直撃の様

相を呈しました。「京都在住会員によれば、比叡山行きバス

は、強風ですぐ運行中止になる」と、藤井副会長から連絡の

あったのが、前日の昼ごろでした。今回、議会開会中の忙し

い中を調整されて、ようやく１週間前に、大石満雄花巻市長

のご参列が決定していました。また、記念講演の池上理恵

講師およびご友人数名は、静岡や岡山からのご参列でした。

交通機関がマヒすれば、遠方からの参列者に大きなダメー

ジを与えることは必定です。また、すでに台風を懸念し辞退

者も出ておりました。そこで、急遽、他の副会長および柏山

喬相談役にも相談し、参列中止を決断いたしました。まず、

延暦寺および延暦寺会館には、私がその旨連絡しました。



池上講師には星野祐美子さん、花巻市長には藤井副会長、

京都の会員数名には、菅洋子さんが自ら連絡を買って出て

くださいました。その他の方には私がＦａｘ・電話および電報

で対忚いたしました。延暦寺では、われわれが参列しようが

しまいが法要は行われております。当日、連絡漏れの人が

来るかもしれないと、念のため京都駅には村上忠夫副会長

が、京阪三条には深田が待機しました。京阪三条には小野

真紀子さん、星野さんも来てくださいました。バスが運行して

いたので、事前の約束通り、村上副会長と、私はそのまま、

比叡山行きバスに乗車しました。                                

 

賢治自作「星めぐりの歌」を指揮する    

  星野祐美子さん（昨年の法要から）     

 

 まず延暦寺事務所を訪ね、新任の小寺照依法務部長にご

挨拶するとともに、参列中止のお詫びをいたしました。「台風

だから仕方がありません」と快いご返事でした。その後延暦

寺会館に向かい、ここでもお詫びを申し上げるとともに、来

年の予約をいたしました。今年は昼食予約が５４食あり、前

日になって全てキャンセルしたので、延暦寺会館には大変

なご迷惑をおかけしました。 

賢治法要会は、例年通り１１時３０分からで、祭壇は雨を避

けて根本中堂の軒先に設けられ、例年より簡素でしたが、

「宮沢家からの菊花と本会が取り寄せたりんどうの花」も飾

られておりました。世話役の僧侶は「今日は参列者がいない

と聞いておりましたが・・」といい、「バスが動いていたので来

ました。ご焼香したい」というと「分かりました。準備します。

時間があるから根本中堂にお参りしてください」といい、親切

に根本中堂の入り口に用意されたタオルで、雨に濡れた服

を拭くように促されました。定刻に行くと、ご丁寧にも二人の

椅子席が設けられていて恐縮しました。 

導師と出仕２名の僧侶３名の読経でしたが、賢治さんご兄弟

とともに、室井貢（本会相談役）、池上雄三様（賢治研究者）、

東日本大震災犠牲者の供養をしていただきました。関西宮

沢賢治の会およびご遺族から預かったお供えを持参すると

ともに、ご遺族、会員を代表して二人でご焼香いたしました。 

導師の横山照泰師は「長年、賢治忌法要にかかわってきた

が、こんなことは初めてす」とおっしゃっておりました。導師お

よび関係者は、われわれ二人が参列したことを喜んでくれた

ようです。なお、「残りの菊とりんどうは、境内の塔堂に飾ら

せてもらいます」とのこと、しばらくは「色とりどりの菊とりんど

うの鮮やかなブルー」が参列者の目をひいたことでしょう。 

帰りはケーブルにしましたが、延暦寺ケーブル駅までの７０

０メートルは、横なぐりの雨で傘がほとんど役に立たず、二

人ともずぶ濡れになりました。駅員によればケーブルは減速

運転しており、「もう尐し風が強くなれば、運転を中止する」と

のことでした。しかし、下界の坂本ケーブル駅は、山上と違

い嘘のように静かでした。近畿中部は台風の進路から外れ

て大きな影響はなく、むしろ東海、首都圏、さらには大震災

被災地を含む東北に、追い討ちをかけるように大きな影響

があったようで複雑な思いです。 

 

賢治メダル発売 

 東日本大震災で被災された方々や復興に携わっている内

外の人たちから注目されている「雨ニモマケズ」の詩の作者

である宮沢賢治のメダルが造幣局から発売されている。表

面は、賢治の肖像を浮き彫りにし、裏面には賢治のシルエッ

トと、「雨ニモマケズ」の直筆の一節がデザインされている。

純銀で、直径は６０ｍｍ、重さ約１６０ｇで、造幣局品位証明

刻印入り。販売価格は２５，０００円、郵便はがき（１２月２２

日（木）消印有効）かオンラインショップで申し込む。 

申し込み先： 

〒５３０－００４３ 大阪市北区天満１－１－７９ 

造幣局「宮沢賢治」係 

お問い合わせ先：造幣局お客様サービスセンター 

 Ｔｅｌ．０６－６３５１－２６２６（平日９：００～１７：００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２３年度春の变勲 

西陣織・及川光夫氏祝賀会盛大に開催！ 

 平成２３年度春の变勲で、瑞

宝単光賞の栄誉を受けた京都

市在住の及川光夫氏（７２）の受

賞祝賀会が、１０月１９日（水）、

京都ブライトンホテル「慶祥の

間」で盛大に行われた。及川氏

は奥州市出身。昭和 32 年から

西陣織の業界に身を置き、厳し

い修行の末、現在は西陣意匠

紋紙工業組合理事長として、多

くの手がかかる伝統産業にコン

ピューターを導入するなど業務

の改善に取り組む傍ら、京都県人会 

有子夫人・お孫さんに 

囲まれて 

 

奥州会のまとめ役としても活躍している。会場には、業界を

はじめ、京都府、大学関係者、友人など１００人が集まり、受

賞を祝った。仕事柄、和服姿の出席者が多く、会場は華や

かな雰囲気。挨拶に立った及川氏は、西陣での 54年間を振

り返り、「苦労の連続で大変だったが、その都度家内に助け

られ、ここまで来ることが出来ました。今回の受賞は家内の

お蔭です」と、有子夫人を振り向き感謝の言葉を述べると、

会場は大きな拍手に包まれた。大きな転換点に直面してい

ると言われる業界だが、「一歩でも二歩でも前進」を生活の

モットーとしている及川氏の今後ますますの活躍を祈念した

い。                          ―編集部― 

 

 

北東会ゴルフ戦績 
岩手チーム：団体２位と健闘、個人優勝 

  

１０月５日、第２５回北東会（北海道と東北６県のゴルフ

会）コンペが青森県幹事で山の原ゴルフクラブにて開催され

た。天候は曇りのち小雨ながらプレー中はさしたる支障なし。

参加者総勢８７名（岩手８、北海道１９、山形１４、宮城１３、

青森１２、福島１２、秋田９）。 

 団体戦はチームの上位５名の合計ネットスコア（ダブルペ 

リア）で競われ、優勝北海道、２位岩手、３位宮城であったが、

上位４名のネットスコアでは我がチームは北海道に勝ってお

り優勝に今一歩であった。個人戦では、グロスで４位（８６、１

位は８２）ながらハンディに恵まれて幸運にも小生が優勝し

た。１０位以内に、我がチームでは７位にベテランの柏山氏

が、１０位に髙木氏が入った。 

  

前月１３日に同一コースにて桐友会（当県人会のゴルフ部

会）で予行演習を行い、満を持しての参加であったが、如何

せん員数過尐を痛感する。次回（山形県幹事）は我がチー

ムも多数参加してこのイベントで胸を張りたいものである。 

 岩手チームのメンバー（スタート順）：松本泰州、藤井勝、

外浦記代美、柏山喬、山本朗、濵本昌範、髙木浩、熊谷克

己                              藤井 記 

      

北東会岩手県選手団 

優勝した藤井勝さん（左から３人目） 

 

 

桐の会 創作料理に舌鼓 
  

今秋の「桐の会」は、１１月２１日、天候にも恵まれ、時折

キツネが訪れるという山裾にある京都・嵐山の創作料理店

に行きました。参加者は１２人で、鎌田会長よりの赤ワイン

で、尐し早目のクリスマス気分で！！ 

 やはり話題は津波のこと、津波に奪われた親類のことや政

府の対忚の遅さ、地球温暖化による世界各地での災害の頻

発など多く話に上りました。そして、桐の会の皆様のお便り

でも、「身体の不調で参加できなくて残念です」とおっしゃる

方々もあり、桐の会の今後の方向として、近場の安い所で、

年２回位にし、より一層お互いの親睦を深めましょうとの声

が多く、またご案内をさせていただきます。ぜひご参加くださ

いますようお待ちしております。帰りは、嵐山駅前の喫茶店

でお茶タイム班と周辺散策班に分かれ、又合流して、たそが

れの嵐山を後に帰路につきました。        堯律子記 

        

創作会席「谷口」の前で 

 

 



 

 

関西奥州会物産展賑わう 
 

関西奥州会物産展が、１１月２５日、京都・平野神社境内で

行われた。穏やかな天気に恵まれ、本殿横に作られた売り

場には、江刺リンゴ、ひとめぼれ、がんずき、風鈴など奥州

市直送の産物に加えて、南部せんべい、金婚漬けなどの他、

ずんだ、くるみ、ゴマなどのだんご、前夜から仕込んだ「つめ

り」などが並べられた。中でも、ひとめぼれのおにぎりがつい

た小芋入りの「つめり」（ひっつみ）は人気で、鼻をくすぐる美

味しい湯気を上げる鍋を覗き込んで、「懐かしい！」「おいし

そう！」という年配の人たちなどが、次々と訪れ、用意した大

鍋２杯分が、昼過

ぎには完売した。

商品を販売しなが

らのお客様との会

話も弾み、震災や

奥州市、岩手県の

話を通じて、交流

が深まったことは

大変大きな意義が

あったと思う。関西奥州会の今後の活動をさらに期待したい。  

―編集部― 

              

 

ねばった花巻東 
 

高校野球今年の岩手代表校花巻東高は一昨年の大健闘

の再来を期待させるものがありました。県人会会員に対し忚

援依頼のハガキを出し、甲子園のアルプススタンドで大声を

出して忚援しようというものです。8月3日の抽選で相手校が

帝京高校と決まった時は相手にとって不足はないとの判断

から翌日、宿泊しているホテルで行われた激励会はいつも

より熱気に包まれました。8月 7日の試合当日は酷暑の中、

県人会の忚援は４0 名を超えお揃いの忚援グッヅ（カラータ

オル）で大声を出し、ムードは盛り上がりましたが、残念なが

ら試合の展開は絶えず相手が先行し、こちらが追いつくとい

うということが 3 度続き、驚異の粘りを見せたもの主導権を

握れず、最後は追いつけずに 7 対 8 で惜敗となりました。し

かし、甲子園のスタンドからは東日本大震災の被災県のチ

ームとして、いつもより大きな忚援をいただきました。関西岩

手県人会は来年もしっかり忚援することにします。 熊谷記 

   

 

 

 

 

 

 

     

揃いのタオルで盛り上がる県人会忚援団 

 

全国高校ラグビー 

黒沢尻工１２月３０日に初戦 

 第９１回全国高校ラグビー大会は、１２月２７日（火）東大阪

市の花園ラグビー場で幕を開ける。県大会決勝で盛岡工を

２３－１７で下し、３年連続の花園出場を決めた黒沢尻工は、

Ｂシードになり、組み合わせ抽選の結果、１２月３０日（金）、

札幌山の手（南北海道）と和歌山工の勝者と対戦する。第３

グラウンドでキックオフは１２時４５分。この試合に勝てば、１

月１日ベスト８をかけた試合が待っている。ふるさと岩手に

明るいニュースを届けるためにも、多くの会員の皆さんの忚

援をお願いします。花園ラグビー場は、近鉄奈良線「東花園

駅」下車徒歩１０分。 

 

 

◆新入会（敬称略、受け付け順） 

金本栄子（盛岡市）菊池将人（北上市） 

小田竜二（横浜市）柄本りつ子（盛岡市） 

宮原みゆき（東京都）入江陽子（神戸市） 

小田島晴夫（西和賀町） 

 

今年の県人会の春は３月の選抜高校野球も岩手代表校

は出場しないので静かに過ごせるものとの予想から、京

都で楽しくお花見をしようと計画を立て実行途中にあり

ました。処が、ご存知のように、３月私達の故郷岩手は

突然の大震災に遭遇し、三陸沿岸は特に未曾有の惨状を

呈しました。このため、県人会の予定は当然破棄して、

救援活動のため、あわただしい日々を送ることになりま

事 務 局 掲 示 板 

 



した。 

関西に住む岩手県人として、何ができるかを問われ続

けた日々でありました。共に被災された宮城・福島両県

人会と共同で街頭募金活動を展開し、幸いにも義援金を

故郷へ送ることが出来ました。この間、会員の皆様には

物心両面にわたり、暖かいご支援をいただき感謝申し上 

げます。しかし、被災者の生活支援はこれでおしまいで

はなく、これからが本番です。県人会として、また岩手

県人として、これからも被災者の苦しみを共有しながら、

引き続き来年以降も支援活動を続けていかなければなら

ないと考えています。 

この件につきましては総会で議論することになると思わ

れます。併せて、当地に住む者として、私達の例年の楽

しい行事についても議論したいものです。 

震災絡みの多忙な時期には事務局の不手際等で多々ご

迷惑をおかけしたこともありましたが、来年は今年の反

省を生かし、対処して行くこととします。どうぞよろし

くお願いします。来年こそ良き年でありますよう願いな

がら。              （加藤、熊谷） 

 

編集後記 

特別寄稿を快諾いただいた多賀谷真吾氏に感謝。ふるさ

ととは何か？絆や思いやり、やさしさということを改め

て考えさせられた年だった。来年は明るい復興の話題を

多く取り上げたいと切に願う。      （龍） 

 


