
 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 あの悪夢の東日本大震災の後、県人会は福島、宮城両

県人会とともに、大阪、神戸で３県合同の街頭募金を行

うなど、積極的に支援活動を続けてきたが、後回しにな

っていた重要な課題が一つあった。関西岩手県人会によ

る郷土訪問だ。会員それぞれが、各地を訪れたり、支援

活動を続けては来ているものの、県人会として被災地を

訪れ、共通の認識を持つことが、今後の活動にとってど

うしても必要だとずっと思い続けてきた。その願いがか

ない、会員有志と岩手を訪れる機会を得た。盛岡に集合

した訪問団は、３月２０日午前１１時１５分、待機して

いた岩手県大阪事務所の佐々木次長の案内で岩手県庁を

訪問、商工労働観光部の橋本良隆部長と桐田教男副部長

から、復興状況を聞いた。町の再建については地区単位

で説明会を開き、住民の合意を得ることが前提であるた

め、全て順調という訳にはいかないが、確実に進捗して

いるという事だった。県内では今、４万人の人たちが仮

設住宅での不自由な生活を続けており、この人たちを、

出来るだけ早く災害復興住宅などの公営住宅に受け入れ

て行くことも喫緊の課題だ。漁船の建造も進み、共同水

揚げなどで水産業は、一部の地域を除き、息を吹き返し

つつある。養殖ワカメも６割程度まで復活したという。

それに比べて、塩水を被った農地の土地改良事業はかな

り遅れているようだ。訪問団はこのあと岩手日報社を表

敬訪問した後、バスで宮古市に向かった。途中、川井や

川内の「道の駅」で休憩を取りながら、周りが暗くなり

始めた午後４時過ぎ、宮古市に入った。市民の台所「魚

菜市場」を見学する。プレハブの建物の中に、魚や野菜

など生鮮食品の店が並

んでいる。買い物客の姿

は多くなかったが、昆布

やワカメを商う店の従

業員は、「市民だけでな

く、県外のお客さんも訪

れるようになり、喜んで

いる」と話してくれた。

今日の宿舎は、震災当時被災した７００人程の人たちを、

４０日間受け入れた浄土ヶ浜パークホテルだ。翌朝、重

茂半島から昇る朝日が、宮古湾を銀色に染めた。それは

荘厳なまでに美しく、この海が膨れ上がり、多くのいの 
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ちを奪い去っていったことが信じられない。ホテル従業

員の佐々木祐一さんは、あの日、眼下の宮古湾に押し寄

せた津波が、家や車を押し流して行くのを見て、大変な

ことが起きたと身震いしたという。１２０人いる従業員

のうち、４０人が今も仮設住宅に入っている。朝食のあ

と、ボランティアなどの活躍で、膨大なガレキが取り除

かれ以前の景観を取り戻した「浄土が浜」に向かう。信

じられないことだが、津波は、浄土ヶ浜の、あの岩を越

える高さだったという。午前９時過ぎ、身体に感じる地

震があり、防災放送が警戒を呼びかける中、急いで浜を

離れるという一幕もあった。４階まで水に浸かった宮古

市役所隣の空き地で地鎮祭が行われていた。流出した後

に新しい建物を建てるのだろう。何かホッとする気持ち

にさせられる。岩手が誇る水産業と景観に恵まれた三陸

海岸の４５号線を南下する。途中、津波に削られた道路

の補強工事が随所で行われ、浜近くの道の両側には、至

るところコンクリートの土台だけが残り、ここに家々が

立ち並んでいたことをかすかに物語っている。バスの中

の会員も次第に言葉が少なくなる。カキいかだが浮かぶ

山田湾を左に見下ろし、バスは大槌町に入った。ガレキ

置き場では、今も重機が動いている。「語り部」として、

津波を伝え続ける、「おらが大槌夢広場」の臼澤和行さん

に、無残な傷跡を残す大槌町役場前で話を聞いた。大槌

町は、６メートルの防潮堤を越えた津波が、時速１２０

キロで町の中心部を襲い、８０３人が死亡、４７３人が

行方不明となっている。町の６割強が被災、その上火災

も発生し町並み

は消えてしまっ

た。３階建ての

町役場の庁舎は、

津波の直撃を受

け、３０センチ

以上はあるかと

思われるコンク

リートの壁が、

割れて外にめく

れあがり、正面の時計は、３時２４分で止まったままだ。

ここでは、役場職員１３９人のうち、加藤宏暉町長を含

む３３人が死亡、または行方不明となった。 
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復興の槌音よ響け！ 郷土訪問団三陸で祈る 
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全員で黙とうした後、語り始めた臼澤さんの言葉は強烈

だった。「私は、本当はここに来たくない。役場の職員だ

った妻がここで亡くなっているからです。でも皆さんに

は、被災地をしっかり見ていただき、この現実を持ち帰

って地元で伝えていただきたいのです」。役場機能がマヒ

していた大槌町もようやく動き始め、少なくなった若者

たちが共同で漁をやり始めているが、魚市場が無いため、

他所の港に水揚げしていることや、５０人から１９人に

減ってしまったワカメ養殖業の人たちが、被災前よりも

イカダの数を増やし頑張っていることなど、壊滅的な被

害から懸命に立ち上がろうとする姿を臼澤さんは語って

くれた。圧倒的な現実を前にした言葉を失っていた私た

ちは「来年から、カキやホタテが獲れるようになります。

是非また来てください」という最後の言葉に、はっと我

に返った。今回の故郷訪問は、同じ現場に立ち、同じも

のを見ながらも、会員それぞれが感じたことが、同じ周

波数で響きあうことが、これからの支援活動を続けて行

く上で必要だと感じていた私の思いはかなったと感じて

いる。震災を風化させない活動の力になると信じている。

被災した市街地の再興は、街づくりの基本計画が策定さ

れた後になるため、目に見える形で復興の動きを感じる

ことが出来なかったのは残念だった。そのあたりは、阪

神淡路大震災とは大きくかけ離れている。  

冷たい風が吹き抜ける元住宅街の、コンクリートのか

けらが散乱する家屋跡に花が供えられていた。しかし、

その隣の土台は、生い茂る雑草に覆われていた。足早に

通り過ぎる時間と、止まったままの時間の狭間で、やり

きれないもどかしさを感じながら、一日も早く復興の槌

音が高く響くことを切に祈り、手を合わせた。 

今回の郷土訪問のセッティングをしていただいた岩手県

大阪事務所の佐々木哲哉次長、訪問団に同行してさまざ

まな手配をしていただいた永山光悦主査に心から感謝申

し上げます。              鎌田記 

 

参加者（順不同） 

濱本正範 鈴木力 藤井勝 鈴木綾子 鎌田龍児  

金野衛 堯律子 深田稔 永山光悦 

 

 

 

 

 宮沢賢治 80回忌法要 
大石花巻市長参列 比叡山延暦寺 

関西宮沢賢治の会 会長 深田 稔 

宮沢賢治 80回忌法要（関西宮沢賢治の会として 48回

目）は、平成 24年 9月 21日 延暦寺国宝根本中堂にあ

る賢治歌碑の前で、導師・出仕 5 名の延暦寺高僧により

しめやかに行われました。昨年は台風により会員の参列

を中止しましたが、今年は快晴に恵まれ約 50名の賢治愛

好者が参列し、宮沢賢治および実弟の宮沢清六さんご兄

弟、「宮沢賢治・心象スケッチを読む」の著作で有名な池

上雄三氏および東日本大震災犠牲者のご冥福をお祈りし

ました。 

 

 

＜初めての花巻市長ご参列＞ 

今回初めて、議会開催中の忙しい中を調整されて、賢

治さんの後輩でもある大石満雄花巻市長が参列されまし

た。以前より花巻市出身の会員が望んでいたことで、「や

っと実現した」と大変な歓迎振りでした。大石市長は来

賓として別掲のようなご挨拶をされました。 

その後、岩手県西和賀町沢内より取り寄せた「りんどう」

を献花・ご焼香の後、関西在住の北水会員による「自啓

寮寮歌 天翔りゆく」の合唱にも加わっていただきまし

た。 

この時期花巻市では「賢治祭」が行われており、お忙し

い身のため、午前中の法要だけで帰郷されましたが、初

めての市長ご参列で、賢治忌法要は延暦寺行事の中でま

すます重要な位置づけとなったと思われます。 

 

＜佐藤泰平先生による精神歌独唱＞ 

賢治の音楽研究で名高い立教女学院短期大学名誉教授

の佐藤泰平先生が、仙台よりご参列されました。星野祐

美子さんの熱心なお願いを聞いてく

ださったので、急遽、詩の朗読と精

神歌合唱のプログラムを変更し、代

わりに精神歌の 1 番から 4 番までを

伴奏なしで独唱していただきました。

ゆったりと一言一句を心を込めて歌

われ、その歌声は朗々と境内に響き

渡り、参列者に大きな感銘を与えま

した。また、歌の前に、以下のような精神歌に寄せる篤



い思いをお話しになりました。 『賢治さんの精神歌は、

プリントには花巻農学校の校歌とありますけれども、賢

治さん自身は校歌にしたくなかった。当時の畠山校長か

ら「校歌にしたい」と望まれたけれども、賢治さんは断

った、「精神歌として残したい」と。私は今でもこの精神

歌は花巻農学校だけの歌ではない。日本全国の学校、小

中高、短大、大学も含めて、どの地域の学校の精神歌で

あるものだ、と思っています。そして日本にとどまらず、

世界中の、地球に生きている全ての人たちは、この精神

歌、精神の歌というのを大事に歌っていく必要があるの

ではないか、と思っております。それでは、つたない声

ですが歌わせていただきます』 

 

精神歌（花巻農学校 校歌） 

宮沢賢治作詞 川村悟郎作曲 

 

一．日ハ君臨シ カガヤキハ 

白金ノアメ ソソギタリ 

ワレラハ黒キ ツチニ俯シ  

マコトノクサノ タネマケリ 

 

 二．日ハ君臨シ 穹隆ニ 

       ミナギリワタス 青ビカリ 

       ヒカリノアセヲ 感ズレバ 

       気圏ノキハミ 隈モナシ 

 

     三．日ハ君臨シ 玻璃ノマド 

       清澄ニシテ 寂カナリ 

       サアレマコトヲ 索メテハ 

       白堊ノ霧モ アビヌベシ 

 

 四．日ハ君臨シ カガヤキノ 

       太陽系ハ マヒルナリ 

ケハシキタビノ ナカニシテ 

ワレラヒカリノ ミチヲフム 

             （配布プリントより転載） 

    

＜宮沢賢治忌記念講演会―池山理恵氏＞ 

午後の講演の前に、チェロの音色を聞けなかったお詫

びにと、三宅香織さんにより、賢治音楽のいくつかをメ

ドレーで演奏してもらいました。その後、『賢治文学の慈

しみ―外山詩群を研究した池上雄三と共に―』と題して、

「静岡自然を語る会の代表」池山理恵氏により講演が行

われました。故池山雄三氏は「春と修羅第二集」の中の

五篇の詩に惹かれ、その詩に「外山」の文字が一切出て

こないものの、それが外山を舞台としたものであると推

定し、約十年にわたり外山に通い「賢治と外山」の関係

を明らかにして、二十八歳の生き生きとした生身の賢治

を掘り起こした、と述べました。晩年、病を得て病床に

あったご主人の枕元で、家族一緒に賢治作品の読みあい

した時の様子や、締めくくりの花巻子守唄の独唱(口唱：

宮沢清六、採譜：佐藤泰平)は大変聴講者の胸を打ちまし

た。池山雄三氏の研究を手助けした講師は、本講演にあ

たり自らも外山を訪ねてご主人の研究の跡を確認し、そ

の際お世話になった方として、「盛岡賢治の会」会長・ 
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亀井茂氏他 2 名を挙げられました。池山雄三氏もお世話

になったとのことです。私事ですが、亀井先生は農芸化

学科で「肥料学実験指導」をいただいた私の恩師であり、

スライドには約 50 年前とさほど変わらないお姿で映っ

ており大変懐かしく拝見しました。 

 

                      

導師ご挨拶                     

延暦寺行院 院長 横山照泰師 

賢治さんが亡くなられて 80年、また大きな節目を迎え

た。昨年大変な大震災が東北、東日本を襲って、私も賢

治ではないが、「即、駆けつけて･･･」という「いても立

ってもいられない気持ち」が起こりました。 

「雨ニモマケズ･･･」の詩の中に、東に西に、それから南

に北にと、それぞれ困っている人がいるときに、まず「イ

ッテ」としたためている。研究者の皆さんを前にして、

作品のことを私が言うのも恐れ多いが、「雨ニモマケ

ズ･･･」の詩において、宮沢賢治は「法華経の信奉者であ

った」という事実、それが特に我々の胸に迫る。「イッテ」

という表現は「小手先だけでなく、まず行動が伴わなく

てはならない」と強く訴えかける。清六さんのお孫さん

である宮沢和樹さんも、そのこ

とを書物の中に書かれている。 

これは、伝教大師のみ教え「菩

薩行」である。「言うだけならい

くらでも言える、しかし、実践

が一番難しい」と賢治は身をも

って示された。清六さんが「兄

のトランク」で書かれているが、

カバンの中のポケットから手帳

が出てきたように、この詩は作

品として出すつもりはなかった。公にするためにこの詩

を書いたのではないということ。また、最後の最後に、

自分のほんとうの気持ちをこの詩にしたためたのだと思

う。 

今、世の中は、精神世界においても自然界においても大

変な混乱期を迎えている。賢治が今この世に居ったなら、

まずは「イッテ」と、「とにかく行って、気持ちをしずめ、

癒していく」、そういうことをされたに違いない。我々は

単なる研究のみならず実践の使命を帯びている、と思う。

今まさに教育の場において、宮沢賢治の文学、思想が投

影されなければならないと思う。今回は特にそういうこ

とを思いつつお勤めさせていただいた。 

私はまだ若輩の身でお導師を務めるような立場にないが、

この重圧にめげずに、賢治の考え方、伝教大師のみ教え、

菩薩としての実践行を含めて再認識し、気持ちを新たに

している次第である。「菩薩行」というのは「世のため人

のため、賢治の言うところの自分を勘定に入れないで」

という気持ちを持って社会に貢献していくことで、どう

かご参会の皆様も、そういう使命を一人一人が担ってい

ることを認識していただきたい。つたないご挨拶になり

ました。法話ではありません、失礼しました。 

 



４ 

来賓ご挨拶  

花巻市長 大石満雄氏 

花巻市長の大石です。昨年は台風のため急遽取りやめに

なり残念に思っておりましたが、今年はこんなに良い天

気の下に、法要会が開催されますことを心からお喜び申

し上げます。 

賢治さんの歌碑の歴史をうかがい

ましたが、延暦寺様のご配慮により

毎年法要が行われていることに対

し、また皆様が賢治さんに思いを馳

せ毎年参列されていることに、賢治

の出身地である花巻市民を代表し

て心より感謝申し上げます。 

賢治さんの生まれた 8月、亡くなっ

た 9月は賢治さんの行事がたくさん

ある時期です。今日は賢治さんの命日で、地元の岩手･

花巻市においても「賢治祭」が開催されます。賢治詩碑

の前で市民と各地の賢治愛好者が集い行う催しです。明

日は「宮沢賢治賞、イーハトーブ賞」の贈呈式典があり

ますので、申し訳ありませんが最後まで行事に参加でき

ないことをご了承ください。 

どういうご縁か分かりませんが、明治 29年、賢治さんの

生まれた年に明治三陸大津波、昭和 8 年の賢治さんが亡

くなられた時に昭和三陸大津波がありました。昨年 3 月

11日の東日本大震災以来、賢治さんの代表作である「雨

ニモマケズ･･･」の詩が、日本および世界各地で改めて紹

介されました。「人を尊ぶ心」その大切さを改めて私達に

示したものと思っております。「世界がぜんたい幸福にな

らないうちは･･･」、そういう意味で賢治の地元の町とし

て、花巻市は人の心がわかる、やさしい心が感じられる

ような、「賢治さんの香りあふれるまちづくり」に取り組

んでいます。 

今年度から、市役所に「賢治まちづくり課」なるものを

作りました。賢治さんの「総合窓口」ですので、何かあ

ったらご連絡いただきたいと思いますし、また、岩手花

巻にお出での際はどうぞお立ち寄りください。 

岩手からすれば遠くのこの地で、毎年賢治さんおよび弟

の清六さんにも思いを馳せていただいていることに、改

めて心から感謝申し上げご挨拶といたします。 

 

参列者代表挨拶  

関西宮沢賢治の会 会長 深田 稔 

宮沢賢治さんが生まれた年に明治三陸大津波がありま

した。そして亡くなった年には昭和三陸大津波がありま

した。まさに賢治さんは、「荒ぶる自然の申し子のように

この人間界に生まれ、科学や宗教をよりどころとして、

冷害など自然災害に実践的にかかわった」、と本会会員で

あります浜垣誠司氏が「災害と賢治」の講演で述べてお

ります。昨年 3月 11 日、東日本を大地震が襲い、「平成

の三陸大津波」ともいうべき大災害を引き起こしました。

本会会員の中には、ご親族やご友人を失った方が多くお

ります。そこで延暦寺様に、東日本大震災犠牲者のご供

養をお願い致しました。 

賢治さんの作品は、励ましや復興への願い・祈りを込め

て多くの方が引用しました。池上雄三様は賢治研究者で

した。その研究成果は度々研究者仲間に文献として引用

されており、よく名前の知られた方です。その研究成果

の一端は、午後からの奥様池上理恵様のご講演で聞くこ

とが出来ます。 

本日は賢治さんの八十回忌です。延暦寺高僧の皆さんに

よる読経の下、賢治さんご兄弟、ご縁の深い池上雄三様

および東日本大震災犠牲者のご冥福をお祈りしましょう。 

 

 

 

「アテルイ・モレの碑」法要は大盛会 

              京都・清水寺 

１１月第２土曜日の１０日に清水寺で、関西アテルイ・モレの

会主催により、奥州市から２０名、福島県田村市から４０余

名、関西の会員５０余名と一般参拝客が参列して、森清範

貫主様によりアテルイ・モレの顕彰と慰霊供養の法要を執り

行いました。 

法要に先立ち、昨年に

引き続き今年も東日本

大震災で亡くなられた

方々の鎮魂を願い、笛

師森美和子氏による篠

笛の演奏を奉納致しまし

た。（ＮＨＫが法要の様子を取材しました） 

    

         表白文を読み上げる森清範貫主 



法要終了後洗心洞に約１２０名の参加を得て、森貫主様を

お迎えして懇親会を催しました。 

碑の建立に寄与された穀田恵二衆議院議員、アテルイ・モ

レの故郷奥州市の小沢昌記市長、アテルイを顕彰する会の

及川洵会長、胆江日日新聞社安彦編集長、坂上田村麻呂

公生誕の伝承を持つ田村歴史観光協議会影山勝夫会長、

アテルイの首塚の伝承地枚方市牧野の伝アテルイ・モレの

塚保存会中野一雄会長様などから、ユーモアたっぷりの祝

辞や、昨今の世情から年末恒例の森貫主揮毫の「今年の漢

字」は『変』が相応しいと森貫主に迫るなど、例年に増して笑

いの絶えない和やかな懇親会となりました。 

                        この「アテルイ・モレ

の碑」法要は関西

岩手県人会、京都

岩手県人会、関西

奥州会等の連携を

深める意義深い行

事で、アテルイ・モ

レ、坂上田村麻呂   

公の縁で繋がる交 

藤原副会長の音頭で乾杯     流の輪も年々広がり

を見せており、会員の参列者が年々増えて、主催者として心

強く感じています。 

今年夏に「関西アテルイ・モレの会」ホームページを立ち上

げ、時折の情報を皆様にお届けしておりますので、これから

も引き続き、ご支援のほど、よろしくお願い致します。 

（関西アテルイ・モレの会 加藤文雄撮影、和賀亮太郎記） 

 

追伸 

２０１３年１月１７日（木）午後８時からのＮＨＫＢＳ歴史館にて、

今回の法要の風景が放映される予定です。 

 

法要・懇親会参加者名 

阿部孝、安倍寿明、荒木かつ子、及川光夫、奥村昭吾、

小野寺正芳、柏山喬、片山賢吉、加藤文雄、熊谷克己、

小瀬川操一・美代子、金野衞、佐々木亨、佐藤耕吉、島

忠征・信子、菅洋子、鈴木善行・綾子、鈴木力、高橋正

吾、高橋清紀、高橋由美子、刀根正先、中川達美、濱本

昌範、深田稔、藤井勝＊２、藤原照雄、前田光子＊２、

松坂定徳、水上佳子、村上忠夫、山本大輔、和賀亮太郎、

佐々木哲哉、永山光悦、山本和広、濱田明正、富久豊 

神田久美枝、木村稔、熊谷俊夫、中路正恒、井上邦洋、

中島勉さん等 

 

                        ５                                                            

                      

会員サロン 

 

 

道上文次郎 （一戸出身 昭和 4年） 

 

（１）賢治と聖書 

かなり以前に、一関の牧師が「賢治と聖書」について

何かに書いたことがありましたが、途中で途切れてしま

いました。旧約聖書ヨブ記三十八章七節に「かの時には

あけの星は相共に歌い」、二十九節には「空の霜は誰が生

んだか」、三十一節に「オリオンの綱を解くことができる

か」とある。双子の「星めぐりの歌」は、ヨブ記が大き

く影響しているようです。霜もオリオンも･･･、霜は 2

箇所でオリオンは 1箇所か 2箇所だったか？ 

「星めぐりの歌」の歌詞は、「赤い目玉のさそり、広げた

鷲のつばさ、青い目玉の子犬、ひかりの蛇のとぐろ、オ

リオンは高くうたい、つゆと霜とをおとす。アンドロメ

ダの雲は、魚の口のかたち、大熊の足を北に、五つのば

したところ、小熊の額の上は、空のめぐりのめあて」。 

僕は線路工夫で夜勤のとき、晩秋のオリオンが縦に三つ、

さながら「オリオンが高く歌い、つゆと霜とをおとす」

にめぐりあいました。「思い出｣一つ、儲かったと思って

います。 

「よだかの星」は旧約聖書レビ記からのものであると思

います。「よだか」は食べてはならない「けがれたもの」

である。「よだか」は食べられるほどの肉はついていない

だろう。夜行性のものは全部「けがれたもの」とされて

いるようだ・・・「ふくろう」や「こうもり」も。僕は「よ

だか」の声は聞きましたが、姿は見たことがありません。

木の枝にへばりついているらしいので、見た人は少ない

と思います。「タカ」には目障りだとあざけられ、「市蔵」

と名乗れといわれる。「市蔵｣とはまた変なあだ名で、何

からだろう？ 醜いけれど、「かわせみ」は「シンセキ」

なのに・・・とか云ったと。それは学者に云わせると関

係ないようです。オリオンにも、どの星にも相手にされ

ず、遠くに去って今も「よだかの星」は輝いている、と

いう物語です。「めくらぶどうと虹」の物語は、ぶどうの

なりそこないみたいな「めくらぶどう」と虹の話で、「ノ

アの洪水」の後に、神が虹をかけた物語と云われる。ち

ょっと、なんで「めくらぶどう」かと思われるかも知れ

ないが・・・どう読むか？ 

（２）山菜・うるい物語 

東北本線は上野・青森間だが仙台が大体中間くらいと思

う。仙台はもちろんのこと、花巻、盛岡そして啄木の渋

民・沼宮内くらいまでは平らで、坂道を登る「奥中山駅」

は四百五十メートルの高地にある。駅から「西岳」とい

う山に向かって「山菜取り」の列をなしたことがあった。

岩手日報の時事川柳に「ハイキング、去年は食べた草を

踏み」の句が載ったことがあった。食料事情好転をうま

く表していたので、少し微笑んだ。岩手、秋田、青森は

雪国で知られるが、岩手の寒冷地でしか見なかった「う

るい」が、関西でもところどころに見られるのがうれし 



６ 

い・・なんとなく。山菜の味を知っているものにとって、

ハウス栽培の野菜は「舌」になじまない。なるべく自分

で作るようにしている。「キュウリ、トマト」など、自分

で作ったのは歯ごたえがある。来年春のために、今から

「武田尾方面（宝塚市）」に行き、「うるい」をとってき

て植えておきます。山のものだけに手入れも少しで済む。

もし聞けたら「カジカの声」も聞きたい。 

 

「会員サロン」への会員の皆さんの寄稿をお願いします。 

                     編集部 

 

 

さんま祭にぎわう 泉大津市 

 泉大津市の泉大津中央商店街と大津神社周辺で、10月

14 日（日）、東日本大震災復興支援と題して「泉大津わ

いわいフェスタ withさんま祭り」が賑やかに開催された。

目玉は、大船渡から直送されたさんま１０００尾を焼い

て、集まった人たちに

無料で配布しようと

いうもの。祭りスター

ト前から長蛇の列が

でき、用意した１００

０枚の整理券はあっ

と言う間になくなっ

た。仕掛け人の浄土宗 

生福寺住職で泉州てら   整理券を求める長い列 

こや代表の石原成昭さんらボランティアが、この日のた

めに特注した大きな炭火グリル 5 台で、次々に焼き上げ

たが、はるばる大船渡から駆け付けた、市観光物産協会

の事務局長新沼信男さんの手ほどきを受けただけに、手

際良く焼かれ、あたりにはサンマの香ばしい香りが立ち

込めた。県人会からも 4 人が応援に参上しましたが、ほ

とんど出番が無い程でした。熱々のサンマに、じゅっと

醤油をかけ頬張る人たちからは、「美味しい！」という声

が多く聞かれ

た。直送の新鮮

なさんまを炭

火でこんがり

焼きあげたの

だから当然だ。

泉州てらこや、

泉大津青年会

議所の方々は、

さまざまな機

会を捉えて、岩

手の物産を販売するなど復興支援活動を精力的に展開し

ている。こうした民間レベルの支援活動は、市職員を岩

手に派遣した大阪府南部の各地を中心に盛んで、本当に

頭の下がる思いだ。さんまの煙が、妙に目に沁みる一日

でした。                 編集部 

 

 

北東会ゴルフ 

岩手チーム：団体・個人とも振るわず 

 １０月２日、第２６回北東会（北海道と東北６県のゴ

ルフ会）コンペが山形県幹事で関西クラシックゴルフ倶

楽部にて開催された。天候はほぼ快晴で文句の付けよう

なし。参加者総勢８１名（岩手１０山形１８北海道１５

秋田１１福島１１宮城１０青森６）。 

 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、優勝山形、２位宮城、３位秋田、4

位岩手、５位北海道、6位福島、7位青森の順であったが、

優勝した山形は参加人数が多いうえ女性陣の圧倒的パワ

ー（上位 5 人中 1 位～4 位が女性）が目立った。個人戦

では、１０位以内に我がチームでは９位に小生（藤井）

が、１０位に柏山氏が入った。当チームの上位 5 人の平

均年齢 75.8歳と高齢者が健闘した。やはり数は力であり、

我がチームも参加人員の充実を図りたいもので県人会員

並びに縁故者のゴルフ会（桐友会）への新規登録をお待

ちしております。尚、次回幹事は北海道。 

 岩手チームのメンバー（仮名順）：柏山喬、神田眞照、

神田眞英、熊谷克己、髙木浩、高橋清紀、外浦記代美、 

濱本昌範、藤井勝、松本泰州        藤井記 

 

 

黒沢尻北7年ぶり花園へ！ 
 第 92回全国高校ラグビー大会岩手県大

会は、黒沢尻北が 15対 12で黒沢尻工を下

し、7年ぶり 3度目の優勝を遂げた。北上

勢のダービーマッチとなったこの試合、黒

工の強力なモール攻撃で前半リードされた

黒北は、後半持ち前の展開ラグビーが機能し 12対 12の

同点に持ち込み、後半ロスタイムに、ＣＴＢ梅津和司が

劇的なドロップゴールを決め、宿願の花園出場を決めた。

全国大会は 12月 27日から、東大阪市の花園ラグビーで

行われる。試合日程は新聞、テレビ等で確認していただ

き、たくさんの皆さんの応援をお願いします。県人会で

は試合に先立って激励会を行いますが、詳しくはホーム 

ページでお知らせします。         編集部 

 

 

 

 

 

 

新入会（敬称略） 

馬場慶次郎（吹田市） 千葉たみ子（奥州市） 

南亮子（盛岡市） 佐藤俊三（一関市） 

吉岡恵子（奥州市） 中村滋（盛岡市） 

昆文彦（矢巾町） 嵯峨嘉子（普代村） 

 

編集後記 

郷土訪問記は、上っ面だけの内容になってしまった。次

回、別の形で報告したいと思っている。（龍）                                                    

事 務 局 掲 示 板 


