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宮沢賢治 81 回忌法要

りんどうの花秋空に映える
平成２５年９月２１日 延暦寺国宝根本中堂近く
にある賢治歌碑の前で、導師・出仕５名の延暦寺高僧
により賢治忌法要がしめやかに行われました。1 週間
前に台風１８号が過ぎ去り台風一過の快晴の下、５０
名の賢治愛好者が参列し延暦寺様と賢治ファンが一
体となった法要となりました。秋のシルバーウィーク
初日と重なり、車の渋滞が発生し、自家用車の方はい
つもより遅れたようです。午後からの記念講演会講師、
鎌田東二先生も遅れて到着でした。今年も花巻の宮沢
家より菊の花が届き、本会が取り寄せたりんどうの花
と共に祭壇を飾り、秋空に映えておりました。

いただきました。花巻市でも賢治祭が行われているた
め法要のみの参列で、昼食後あわただしく帰郷されま
した。
全員の焼香が終わった後、北水会近畿支部の面々によ
る寮歌斉唱があり、星野祐美子さんの詩の朗読が続き
ました。詩は「多くのボランティアを勇気づけた」と
いわれるあの有名な「雨ニモマケズ・・・」で、三宅
香織さんの静かなチェロの伴奏と相まって参列者の
心を打ちました。今年から全員合唱は賢治さん作詞の
「精神歌」となり、同じく星野さんの指揮と三宅さん
の伴奏で賢治さん没後８０周年に彩りを添えました。
最後は導師の横山照泰師のご挨拶（別掲１）があり、
予定時間を 15 分過ぎて法要を終了しました。
参列者が増え新たに来賓挨拶も加わり、３０分の法
要時間内に収まらなくなりました。法要司会は幹事の
八重樫善幸氏で久しぶりの司会でしたが、忙しい日程
で午後の講演を待たず下山しました。

宮沢賢治忌記念講演会
―鎌田東二

今年は延暦寺様に、宮沢賢治および実弟の宮沢清六さんご
兄弟と共に、賢治さん後輩の渡辺二郎様（享年９０才）およ
び東日本大震災犠牲者のご供養をお願いしました。渡辺二
郎様のご遺族代理で、北水会後輩の高橋清紀氏が、東日
本大震災犠牲者のご遺族代表として、陸前高田市出身で震
災によりご親戚を亡くされた松坂定徳氏が、また花巻市長代
理で副市長の高橋公男氏、関西岩手県人会の鎌田会長、
京都岩手県人会の及川光夫会長、岩手県大阪事務所から
は安達健次主査など各団体のご代表が献花・焼香され、そ
の後全員が続きました。
来賓ご挨拶では、花巻の高橋副市長より別掲２のご挨拶を

京都大学教授―

お昼時間もそこそこ
に、ほぼ定刻の午後 1
時から『宮沢賢治にお
ける宗教と文学』と題
して、鎌田東二先生の
講演が始まりました。
講演司会は金野 衛
副会長が担当し、先生
のご予定が窮屈なた
めに初参加の方の紹
介を省き、
「いわゆる
鎌田東二・京都大学教授
学者肌の先生とは一味も二味も違う講師」の紹介を致
しました。

２
演題内容に入る前に、鎌田先生は「一味違うところをお見せ
しましょう」といって、３種類の楽器を吹いて見せました。一つ
目は「岩笛」というものでニュージーランドの海岸で拾ったと
いう黒っぽい石製で甲高い音色、二つ目は竹製の「横笛」で
尺八に近い音色、三つ目は修験者の持つ「法螺貝」で、腹底
に響く重厚な音色でした。宗教（精神）と医学（体）の世界を
学び、両者の関係を研究して心の安定をもたらす手段を探
るかたわら、神主の資格を持ち、ギター片手に神道ソングラ
イターとして作曲・ライブ活動もするという、型破りな方の面
目躍如な講演開始でした。宮沢賢治はシャーマン（霊的世
界の諸存在と交信・交感することが出来る）であった。自らも
幼少時に神秘体験を経験し、宮沢賢治と同じようなシャーマ
ンの感性を持つ鎌田東二先生の講演は、驚きの内容でした。
宮沢賢治は、幽霊もお化けもいっぱい見た。宮沢賢治は怪
人２０面相。銀河鉄道の夜は「ほんとうのさいわい」を求めて
いく旅＝スピリチュアリティ(霊性)の探求と論理、それに対し
てグスコーブドリの伝記は、｢ほんとうのさいわい｣を実現して
いく行為＝スピリチュアリティの実践と倫理」など興味深い講
演でした。
深田記

別掲 1

導師ご挨拶

―延暦寺行院長 横山

照泰

師―

皆さん、ようこ
そお参りいただき
ました。台風１８
号も過ぎ去り台風
一過で良い天気が
続いていますが、
今年の夏は猛暑、
ゲリラ豪雨、竜巻
延暦寺行院長・横山照泰師
と異常気象が続き
ました。昨今の温暖化の影響でしょうか。先ほどの詩
の朗読にも、賢治さんが自然災害に頭を痛めていろん
な想いをされている。そういう心情が厖大な作品の中
に全て表現されています。弟さんの清六さんが亡くな
られてもう１３年くらい経ちますが、清六さんはこの
法要に参列されたことがあり、懇親会でお兄さんの賢
治さんの思い出を語ったり、自ら唄を披露されたこと
があり拝聴しました。
１９８７年、清六さんの「兄のトランク」という本の
中で、賢治さんの想いが綴られています。ちょっと紹
介いたします。
「賢治のいかなる作品でも､心象スケッ
チでない作品はない」と。そして「完全な心象スケッ
チは真に書けなかったのではないか、と私は考えてい
ます」と綴られています。心象スケッチ、いわゆる森
羅万象の全てに賢治さんは想いを寄せておられた。そ
ういう中からいろいろな作品が生まれてくるわけで
すが、弟さんは間近にお兄さんの賢治さんを見ており、
いろいろな形で賢治さんからの教訓・訓示があったろ
うと思いますが、本当の意味で「賢治さんが心象スケ
ッチと心に想い描くことを語りつくせなかった」と見

ていたのです。
必ず作品の中に登場するのは、動物や昆虫や風のよう
に天地自然のいろんな事柄です。こういう情景は、ま
さにお釈迦様の説かれた仏教の世界、更にはこの山を
開かれたで伝教大師・最澄上人の御教えで、その教え
は自己と他者を区別しない、「一切衆生 必仏性」あ
るいは「妙法蓮華経」、
「草木国土 悉皆成仏」という
天台の御教えではないかと思います。
宗教の違いでお父さんと言い争う。大正１０年、賢治
さん２５才のとき関西旅行をしており、その折にお父
さんと共にこの根本中堂にお参りし、その時に詠まれ
た歌が「根本中堂 ねがはくは 妙法如来正徧知 大
師のみ旨 成らしめたまえ」というこの賢治碑です。
今、時代は変化している、その中でとりわけ人間のあ
りよう、人間がどのように歩んで行ったら良いのか、
賢治さんは作品を通して我々に語ってくれています。
我々がつい現実にかまけて真実の存在あるいは我々
の目には止まらないものを見逃しがちであるが、そう
いうことを賢治さんの作品を通してお一人お一人が
感じ取っていただいたら、賢治さんの想いにつながり
届くのではないかと思います。
本日は本当にお忙しい中賢治さんに想いを馳せて
いただき、この場を共有できたことを感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

別掲２

来賓ご挨拶

―高橋公男花巻市副市長―
花巻市副市長の髙橋公男でございます。本日は第４
９回目になります関西宮沢賢治忌法要が、このように
厳粛な中にも、かくも盛大に挙行されますことに誠に
ご同慶に堪えない次第であります。
ご存知のように賢治さん
は明治２９年８月２７日
に花巻の地でこの世に生
を受け、昭和８年９月２
１日に３７才の若さで世
を去りました。その中に
あって、賢治さんはお父
さんとこの地を訪れ、大
変無垢な賢治さんの心の
こもった歌が詠まれて、
ここ比叡山延暦寺にも歌
高橋公男・花巻市副市長
碑を建立していただきま
した。こうして毎年賢治さんの歌碑の前において法要
を営んでいただいていることに対し、生誕の地の花巻
市民として心から感謝申し上げる次第であります。
今日は花巻市でも「賢治祭」を挙行いたしており、
多くの賢治さんに関わる方、あるいはファンの方々が
賢治さんを偲びつつ祭祀を行っております。今、花巻
市では市役所の中に「賢治まちづくり課」を設置して、
賢治さんの香りあふれる町づくりを進めております。
ご承知のとおり、既に「宮沢賢治記念館」があります

が、その周辺を「賢治ゾーン」として更に整備を進め
３
ることにいたしております。どうぞ、本日ご来場の皆
「アテルイ・モレの碑」法要
さんも花巻市にお越しの際には、賢治さんゆかりの施
設はもちろんではありますが、市役所にもお立ち寄り
秋晴れの１１月９日、恒例の「アテルイ・モレの碑」
ください。
法要が盛大に執り行われました。
先の東日本大震災では皆さんからたくさんのご支援
関西会員、奥
を賜っており、改めて心から深く感謝申し上げます。
州市胆江日日
そして、先日の台風１８号ではこちらでも大きな被害
新聞社、福島
があったようで、被災された皆様には心からお見舞い
県田村歴史観
申し上げます。これからも賢治さんを偲んでいただき、
光協議会に加
この法要に参列する会を長く継続していただければ
えて青森県平
大変ありがたく思います。粗辞ではありますが一言ご
川市の津軽音
挨拶にかえさせていただきます。
羽会から清水
寺のアテルイ
表白文奏上・清水寺森清範貫主
・モレの碑前
別掲 3 参列者代表挨拶
に参加し、笛師
森美和子さんの
―関西宮沢賢治の会 会長 深田稔―
篠笛にしばし心
今年も多くの方に比叡山にお登り頂だき誠にあり
を鎮め、松坂定
がとうございます。今年は賢治さんの没後８０周年、
徳会長のご挨拶
法要回数では８１回忌です。あの東日本大震災より２
で始まりました。
年半が経過しました。震災以来多くの方がボランティ
法要に先立ち坂
アとして現地に入られました。また本会のなかにチャ
篠笛の音しみわたる
井輝久学芸員の
リティー朗読会を開催し収益を義援金として寄付さ
解説による重要文化財「西門（さいもん）」の特別拝
れた方も多くおられます。
観と、法要終了後円通殿にて森清範貫主様による特別
このように、「何かしなければ・・・」と多くの方を
法話を頂戴致しました。
駆り立てた作品は、有名な「雨ニモマケズ・・・」の
法要終了後、洗心洞にて及
詩であるといわれます。後で星野祐美子さんに朗読し
川光夫副会長の司会で、故
ていただきますが、この詩の「自分を勘定に入れずに、 佐々木隆男胆江日日新聞社
困った人がいればイッテ助けてあげる」という、この
前社長、故加藤眞吾学芸員
詩の心がボランティアの背中を押したのだと思いま
と東日本大震災で亡くなら
す。
れた方々に黙祷を捧げ、懇
今なお多くの方が行方不明であります。今年も延暦寺
親会が和やかに始まりまし
様に東日本大震災犠牲者のご供養をお願いしました。 た。穀田恵二衆議院議員、 関西アテルイ・モレの会
また、渡辺二郎様は、盛岡高等農林農芸化学科を昭和
小沢昌紀奥州市長、
松坂定徳会長
１６年にご卒業され、賢治さんと同じ校舎・同じ教室
安彦公一主筆、影山勝夫会長、及川洵会長から軽妙な
で学ばれた賢治さんの後輩であります。それ故お元気
ご挨拶があり、鎌田龍児関西岩手県人会長による乾杯
な頃は毎年この法要に参列されておりました。
と懇親の中で、佐藤秀昭会長、中野一雄会長から各地
それでは、延暦寺高僧の皆さんによる読経の下、ご縁
の思いが、また津軽音羽会工藤良一会長から初参加の
の深い渡辺二郎様および東日本大震災犠牲者と共に
思いが披露されました。小野寺一雄氏から「来年の２
賢治さんご兄弟のご冥福をお祈りしたいと思います。 ０周年記念には郷土芸能『しし踊り』を奉納したい」
と力強いお言葉を頂き、柏山喬副会長から「佐々木さ
ん、加藤さんがこの席に見えないのが残念」と哀悼の
こもる中締めがありました。この間、森清範貫主様は
多くの方々から求めに応じてお気軽に記念写真に納
まっておられました。
事務局としては、今年は西門、アテルイ・モレの碑前、
円通殿、洗心洞と場所が変わり、１２０名を超える参
列者の移動が円滑に行われるだろうかと危惧してお
りましたが、参加者の皆様と実行委員１５名のご協力
で予定よりも早く進行でき、余裕の時間で浜松市、青
森県むつ市等からの初参加の会員をご紹介できまし
た。法要、懇親会の様子は『関西アテルイ・モレの会』
ホームページ『お知らせ』で紹介しておりますので、

４
ご覧下さい。
これからも引き続きご支援の程、よろしくお願い致し
ます。
関西アテルイ・モレの会事務局：和賀記
法要・懇親会参加者名（敬称略）
猪久保健一、安達健次、濱田明正、富久豊、中路正恒、
磯部喜美、神田久美枝の皆様。
安倍寿明、及川光夫、奥村昭吾、小野寺正芳、柏山喬、
片山賢吉、加藤文雄、鎌田龍児、菊地茂昭、熊谷俊夫、
小瀬川操一・美代子、金野衞、佐藤耕吉、佐藤貴子、
島忠征・信子、菅洋子、菅原文雄、鈴木綾子、鈴木力、
高橋由美子、刀根正先、中川龍美、高橋清紀、高橋由
美子、刀根正先、濱本昌範、深田稔、藤井修・知子、
藤井勝、藤原照雄、松坂定徳、水上佳子、村上忠夫、
和賀亮太郎、木村稔、戸谷森孝子、野坂フサ、辻他久
雄様等の皆様。

大船渡のさんまに長蛇の列

東日本大震災復興支援プロジェクト「2013 泉大津さん
ま祭り」が、10 月 20 日（日）大津神社前道路と中央
商店街で行われ沢山の市民などで賑わいました。祭り
では、大船渡から直送されたさんま１５００尾が無料
で振る舞われるとあって、
9 時 30 分の祭り開始前から、
市民らが長い列を作り、配った整理券は早々となくな
くなりました。
泉大津さんま
まつり実行委
員会の人たち
が、大きなグリ
ルで、さんまを
次々に焼き上
げると、商店街
には美味しい
ニオイがたち
応援に駆け付けた県人会の皆さん
こめ熱々のさんまに大根おろしを乗せ、しょうゆをか
けてほおばる家族連れからは、思わず笑みがこぼれて
いました。泉大津市は、震災後職員を大船渡市に派遣
するなど交流を深めており、実行委員会の人たちは、
こうした活動を通じて、東日本大震災の風化を防ぎ、

継続的な復興支援を続けて行きたいとしています。
編集部

会員サロン
深田

稔（一戸町出身）

祖母が残した「アモコ キタッ」の言葉
前回、先祖の命日など「精進の日」に決まって食べ
させられた「はっと」について考察した「はっとの語
源に関する一考察（イーハトーブ１０号、2008,6,18）
」。
今回は、祖母が残した言葉で、私自身の中で、長らく
意味不明であった言葉について述べる。
私が騒いで言うことを聞かなかった時、祖母は、さも
恐ろしげな表情やしぐさをして上記の言葉を発した。
今思えば、それは「お化け出たぞー｣と言っておさな
児をなだめる様子そのものであった。樺太からの引揚
者で小学校２年になっていた私には、祖母のしぐさは
なんとも滑稽に見えた。効果がないと知った祖母は２
～３回で止めたが、祖母の言葉とそのしぐさはずっと
私の脳裏に残った。
高校日本史の先生と授業は好きだった。
「元寇(げんこ
う)の役｣で蒙古軍が博多湾集結の途中、手始めに占領
した対馬・壱岐で、守護代をはじめ、女、子供を含め
た残虐な殺戮があった歴史を知った。彼等は島民に鼻
輪をつけ牛馬の如く引きずりまわしたという。その時
は気づかなかったが、後年、ふと「祖母の言葉と蒙古
軍の残虐な行為」が結びついた。祖母の発した言葉は
「あっ、蒙古が来たっ」なのだと、その時そう確信し
たのである。
仕事の関係で佐賀県に住んだことがあり、滞在中壱岐
に旅した。岬には「蒙古襲来の地」という石碑があり、
高校時代の日本史の授業と祖母の言葉がよみがえっ
た。当時の西日本新聞に九州大学の教授が、博多湾に
面してかなり内陸に位置する堰堤（えんてい）を、
「元
寇の防塁(ぼうるい)」と断定した記事が載っていた。
NHK の大河ドラマで、和泉流狂言師 和泉元彌が蒙古
襲来に苦悩する北条時宗を好演したのは２００１年
である。武士、庶民の区別なく、日本中が恐れおのの
く様子が演じられていた。文永１１年（１２７４）に
続き、弘安４年（１２８１）の２度目の蒙古襲来でも、
１度目を凌ぐ殺戮が行われたという。
ふるさとで子供をなだめるのに、蒙古軍の恐ろしさを
語るようになったのが、いつ頃からなのか分からない。
おそらく明治の教育の普及によって、蒙古船団を一夜
にして壊滅させた台風・
「神風」のうわさと共に広ま
ったものと思われる。対馬、壱岐を含め北九州一円の
恐ろしい出来事が、遠くみちのくの岩手の山奥に、し
かも１２００年代後半の「元寇の役」から、私が内地
に引揚げた昭和２３年（１９４８）
、６６０年あまり
の時を経て語られていたのは、蒙古襲来がいかに日本
の歴史上恐ろしい出来事であったかを改めて思い知
る。私も今では祖母の年齢に達した。祖母が「アモコ
キタッ」を蒙古襲来のことと知っていたかどうか定か

ではない。もはや、その言葉は、ふるさとでは「死語」
になっているのではあるまいか。

北東会ゴルフ戦績
―岩手チーム：団体３位入賞―
１０月２日（水）
、第２７回北東会（北海道と東北６県
のゴルフ会）コンペがよみうりカントリークラブに於い
て、曇り時々晴れという、降らず照らずの絶好の天気の
もと開催された。持ち回りの今年の幹事は北海道（尚、
来年は秋田、再来年はわが岩手）。参加者総勢８４名（岩
手８北海道２７秋田１４山形１０宮城９福島９青森７）。
成績：団体戦はチームの上位５名のネットスコア（ダ
ブルペリア）の合計で競われ、優勝北海道、２位秋田、
３位岩手、４位宮城、５位青森、６位福島、７位山形の
順であったが、優勝した北海道は圧倒的に多人数を揃え
たことにより、上位５名のグロス合計 440（@88）ネット
合計 362.0(@72.4)と２位秋田のグロス合計 412（@82.4）
ネット合計 367.6(73.52)にグロスで負け越しながら、参
加者の多さがダブルペリア方式のハンディに有利に働い
た結果となった。ちなみに、わが県の３位は５人のグロ
ス合計 458(91.6)ネット合計 374.0((74.8)であった。個
人戦ではわがチームでは１５位以内では、１３位に高橋
氏、１４位に熊谷氏が入った。
来年はわが県から多数の参加を期待しております。
岩手チームのメンバー（あいうえを順・敬称略）
：柏山
喬、熊谷克己、髙木浩、高橋清紀、外浦記代美、濵本昌
範、藤井勝、松本泰州
藤井記

“花の甲子園”

黒北・華道部

全国 準優勝！
(一財)池坊華道会が主催する「Ikenobo 花の甲子園
2013」全国大会が 11 月 17 日 京都池坊会館で開催さ
れ、
東北地区(6 県 13 校)代表の黒沢尻北校・華道部が、
見事 最優秀に準じる優秀校２校の中に選ばれた。
全国 109 校から選出された９校が、京都の冬の花を使
い２部構成で腕を競い合った。１部では 3 人が夫々に
花を活け主旨を発表(3 分 30 秒スピーチ)する形式。3
人の中の 1 人は「文学と花」をテーマに宮澤賢治のグ
スコーブドリの伝記の世界を表現した。結果 9 校中
3 校(ノートルダム女学院・京都、熊本県立第一高校)
に選出された。
午後からの２部では「明日への想い」を掲げ、東日本
大震災の喪失と再生を花に込め、全国からの支援に対
する感謝と復興への希望を伝えた。最優秀には手が届
かなかったものの、初参加から４年目で全国大会に出
場し優秀賞を獲得することができた快挙は、12 月 27
日から花園で開催される第 93 回全国大会に出場する
同校ラグビー部にとっても、格好のエールとなったに
違いない。
平野記

５

黒沢尻北 2 年連続花園へ！
第 93 回全国高校ラグビー大会岩手県大会
決勝は、10 月 20 日、盛岡市の盛岡南公園
球技場で行われ、黒沢尻北が 29 対 17 で黒
沢尻工を下し、2 年連続 4 度目の花園出場を決
めた。昨年同様、北上勢同士のダービーマッチとなっ
たこの試合、雨が降り続く悪コンディションの中で、
展開ラグビーの黒北とフォワードで押し込む黒沢尻
工が互いに持ち味を発揮して緊迫したゲーム展開と
なったが、運動量に勝る黒北が最後に黒工を突き放し
た。昨年花園で、1 回戦で敗退した黒北は、その悔し
さを晴らすために 1 年間厳しい練習を積み重ねてきた。
逞しくなった黒北フィフティーンに声援を送りまし
ょう！まずは１，２戦を突破し、新年元日を花園で祝
えるよう健闘を期待したい。
編集部
大会日程
12 月 28 日 14：00 第 1 グラウンド 熊野（和歌山）
12 月 30 日 12：00 第 1 グラウンド 報徳学園（兵庫）

【訂正】
前号２３号の岩手県大阪事務所の紹介記事の中で、
主任山本和弘氏とあるのは、山本和広氏の誤りでした。
お詫びして訂正いたします。

事 務 局 掲 示 板
早や平成 25 年もあと僅かとなり、あっという間に 1
年が過ぎ去りました。
今年の夏は異常な暑さが初秋まで続いたかと思えば、急
に冷え込んで来て短い秋となりました。報道では、ふる
さとの冬の訪れは早く、震災被災者の方々の難儀が思い
遣られます。
今号の記事は比叡山･延暦寺における宮沢賢治忌法要（９
月２１日）、京都･清水寺におけるアテルイ・モレの法要
（１１月９日）が例年通り主な記事となりました。年々
関心を寄せる人が増え盛会となりつつあるのは大変喜ば
しく、関係者の努力の賜物と敬意を表します。
前号（イーハトーブ２３号、９月４日発行）から更に１
名の訃報が届きました。米内滋郎氏（盛岡市）が６月に
ご逝去とのこと、謹んでご冥福をお祈りします。届出に
よる退会者は梶村征洋氏（一関市）
、村上サダ子氏（八幡
平市）、千田靖氏（奥州市）
、佐藤嘉明氏（西和賀町）、自
然退会者は池辺幸造氏（盛岡市）、正林利子氏（奥州市）
でした。
また、新会員は外舘友治氏（久慈市）、小林潤子氏（京都
市）、長山幸悦氏（二戸市）、加藤 忠氏（北上市）の４
名です。積極的に行事等への参加を期待します。来年の
総会･懇親会は平成 26 年 1 月 26 日（日）、スーパードラ
イ梅田です。来年もよろしくお願い申し上げます。
深田記

６
編集後記
今号は、たまたま黒沢尻北高の記事が２本重なった。関西地区での話題から拾ったもので特に恣意的な意図
はない。不来方高校が、第６６回全日本合唱コンクールで６年連続となる金賞を受賞するなど、このところ県内
外での次代を担う高校生たちの活躍は頼もしい限りだ。今年の最終号をお届けするにあたり、会報に寄せられた
会員皆様のご協力に心から感謝したい。一方、東日本大震災からの復興は決して順調とはいえない状況だ。防潮
堤や土地のかさ上げ、高台への移転など、新しい街づくりに向けた動きは遅々として進んでいない。被災各自治
体は、県や全国各地の自治体の応援を得て、昼夜を問わず懸命に復興計画に取り組んでいるが、あまりにも多す
ぎる課題の処理に手いっぱいの状況で、自治体職員も苦しんでいる。仮設住宅には、いまだ３万４７００人の人
たちが住み、３度目の厳しい冬を迎えているが、一向に見えてこない復興の動きに打ちのめされながらも、それ
に耐え、懸命に前を向こうと頑張っている。何よりも深刻なのは、震災の風化だ。関西をはじめ都市部では、残
念ながら確実に風化が進んでいるように思われる。しかし、少なくとも私たちは、それに歯止めをかけ、
「3.11
を忘れない」
「故郷を忘れない」という誓いを改めて確認し合わなければならないと思う。新しい年が、復興の
動きが目に見える、少しでも明るい再生の年、幸多き年であることを切に願う。
（龍）

平成２６年総会・新春懇親会
達増知事出席予定！
平成２６年の総会と懇親会を下記の通り行います。
会員の皆さんが集う年１回の機会です。多数ご参加ください。
日時：平成２６年１月２６日（日）
総会

午前１１時～

懇親会

１２時～

会費

６０００円

場所：アサヒビアレストラン

スーパードライ梅田

TEL ０６－６３１１－２８２９
大阪市北区西天満４－１５－１０ ニッセイ同和損保フェニックスタワーB1

（梅田新道東南角）
JR 環状線大阪駅から徒歩１０分
地下鉄谷町線東梅田から徒歩５分
JR 東西線北新地駅から徒歩５分
地下鉄御堂筋線淀屋橋駅から徒歩１０分

