
平成23年 1月 23日、例年通り八幡勝栄常任幹事（元ア

サヒビール）のお世話により、大阪市北区西天満の「スーパ

ードライ　梅田店」にて総会および新春懇親会が開催された。

昨年とほぼ同様の総勢82名の出席者があり盛会であった。

＜総会議事内容＞

別室に準備された総会会場で、藤井　勝副会長の司会によ

り開会が宣言され、恒例により鎌田龍児会長が議長に選出

され審議に入った。

①　第１号議案　平成22年度事業報告、同決算報告

熊谷克己事務局長（兼副会長）から以下の事業内容の報告

があった。平成22年度の特筆すべきことは、基本方針の一

つにあった「他団体との交流」が実現したことである。すなわ

ち、4月 3日京都でのお花見会、7月 25日秋田、青森との3

県合同納涼ビアパーティーがそれにあたる。いずれも初め

ての試みであったが、京都岩手県人会役員有志や3県との

交流が進み有意義であった。もう一つの基本方針であった

「情報を密にする」に関しても、待望の「関西岩手県人会ホ

ームページ」が会員山本幸子氏のご尽力により 2月 17日に

立ち上がった。「関西宮沢賢治の会｣や「アテルイ・モレの会」

などの情報のみならず、岩手県全般のニュースが得られる

ので大いに利用して欲しいとのことである。

他の主な行事はほぼ例年通りであるが、宮沢賢治忌法要会

(9月 21日)は、延暦寺の主要行事として定着しつつあり、京

都清水寺のアテルイ・モレ法要会(11月 13日)は、年々参列

者が増えつつあるのは喜ばしい。22年度収支決算報告の

特筆すべきことは、次期繰越金が26 万円余りとなり前年の

約 2倍になったことで、昨年の新春懇親会における川村　巌

氏の絵画即売会が好評で、その売り上げの大半をご寄付い

ただいたことが大きな要因である。監事を代表して鈴木政人

氏より、関係帳簿および証拠書類等を点検監査の結果「問

題なし」との報告があり、第1号議案は拍手をもって承認さ

れた。

②　第 2号議案　平成23年度役員選任

あらかじめ9人の役員選考委員会で選ばれた役員候補が

会
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場前列に並び、議長より紹介があった。新たに役員になられ

たのは、菊地満昭氏(常任幹事）、鈴木綾子氏（幹事）、水上

佳子氏（同左）で、20名全員が大きな拍手で承認された。な

お、今回、松坂定徳副会長、常任幹事の池田希和夫氏、溝

井まさ氏、幹事の小山綾子氏が退任となり、暖かい拍手が

送られました。松坂定徳氏には今後もご指導いただきたく顧

問にご就任です。
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③　第 3号議案　平成23年度事業計画および予算

事業計画はほぼ昨年と同じであるが、昨年のお花見が役員

レベルであったのを、今年は全会員に拡大して参加を呼び

かけること。場所は京都円山公園で、今年も京都岩手県人

会員で本会会員でもある及川光夫氏、佐藤耕一氏のお力を

借りることになった（午後の懇親会の席上、お二人のリード

で4月9日(土)と決定した）。また、他県との交流においては

東北 6県を視野に活動するとのことである。県人会報イーハ

トーブは今年3回発行の予定で昨年より 1回多い。このよう

に、交流、情報交換などを強化する基本方針は昨年と変ら
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ない。なお、春の選抜高校野球出場校が岩手県から選ばれ

なかったのは残念である。予算総額はほぼ昨年と同額に抑

えられている。以上、①から③の議案いずれも盛大な拍手

でもって承認され総会は無事終了した。

＜新春懇親会―ご挨拶―＞

熊谷克己副会長の司会の下、鎌田龍児会長の挨拶から始

まった。挨拶の要旨は以下のとおり。

『関西岩手県人会の会員数は現在 214名、そのうち 60 歳以

上が80％を占める。この現実をしっかり受け止めて、次世代

に引き継いでゆくための土台作り･組織作りをすると同時に、

県人会の基礎を築いていただいた高令の方々・先輩に感謝

して、その方々が元気に活動できるような環境づくりが必要

と考えている。「どうすれば良いか」を役員会に諮問し、また

総会でも出席者にご意見をお聞きした。

昨年、試みに始めた京都でのお花見を、今年も京都のお二

人にお願いして行うことにした。会員の皆様に3月上旬くら

いにご案内できると思うので多数ご参加ください。なお、大阪

第１ビル９階の岩手県大阪事務所に、事務局員が毎週水曜

日に出勤しているので、買物ついでに是非お立ち寄りくださ

い。今年は“うさぎ年”なので県人会のいろいろな行事が順

調に進むよう祈っています』。

次いで、ご来賓の岩手県秘書広報室長　廣田　淳氏を大き

な拍手でお迎えした。廣田氏は「達増拓也岩手県知事」の祝

辞を代読された(別掲)。それに付け加えて下記のようなご挨

をされた。

『岩手県秘書広報室

長の廣田です。本来

ならば知事なり副知

事が出席するところ、

どうしても都合がつか

ず私が出席させてい

ただきました。昨年の

「いわて文化大使」と

知事との意見交換会

来賓の廣田淳岩手県秘書広報室長

では、私も出席して何人かの皆様とはお話をしましたが、ま

た年が明けてこのような場に出席できて大変うれしく思いま

す。知事のご祝辞に、ちょっとだけ「いわての PR」を補足しま

す。一つは、今、知事のご挨拶にあった「平泉の世界遺産」

のことで、「登録」に向け準備中ですが、我々としては６月決

定となれば、是非今年を「いわて平泉年」とし、「いわて平泉

宣言」を内外に発信したい。バーチャルの「いわて平泉博覧

会」も作ってどんどん PRしたいと思っています。　昨年の

NHK大河ドラマは「坂本龍馬」ですが、石川啄木のお父さん

の終焉の地が高知であった、というわけで、石川啄木記念

館と坂本龍馬記念館が１年間、さまざまな交流を致しました。

もう一つ、同じ NHKで３年前に「どんと晴れ」が朝ドラで人気

を博しましたが、この４月に「スペシャルドラマ」をやることが

決定しました。「BSプレミアム」にて２回放送予定で、かって

のスタッフ・メンバーが２･３月に地元に入ってロケの準備を

進めます。NHKの朝ドラは80 作あるとのことですが、スペシ

ャルは3作目で大変貴重な機会を得ました。その他、「コミッ

ク岩手」を、岩手にゆかりのある漫画家の皆さんが作って、1

月 28日に発刊します。今年は「うさぎ年」で、「脱兎の如く、

順にチャンスをものにしてゆきたい」と思います。これも皆様

の絶大なるご支援とご協力があってのことです。本年もよろ

しくお願い致します』。

次いで藤原副会長が、ご来賓の廣田室長へ御礼を述べた

後、力強い乾杯の音頭をとり宴会が始まった。

―男性合唱団のすばらしい歌声―

しばし飲食・歓談の後、鎌田会長がお呼びした早稲田大

学同窓会・大阪稲門グリークラブの面々が、お揃いのスーツ

とネクタイ姿で入場してきた。その中には鎌田会長もおりま

した。体格の良い方が多くインテリ風の方々20名が、壇上

からはみ出て並んだ姿に圧倒された。阿部良行・和子ご夫

妻の指揮およびピアノ伴奏の下、男性合唱団の意外にも

若々しい歌声が静かに流れた。外観からは決して若いとは

いえない方が多かったので驚いた。力強い男性合唱分野の

名曲や石川啄木にちなんだ歌など、そのつど説明があり、

最年少 49歳の読売テレビアナウンサー道浦俊彦氏の軽妙

な司会が光った。鎌田会長は先輩で、彼が入社した時既に

「偉いさん」であったとのこと。アンコールを含めて全５曲で、

合唱団司会者が「手拍子をいただいたのは初めて」と驚くほ

ど、歌い手と聴衆が一体となり、本宴会の一大イベントとな

った。鎌田会長は「道楽仲間｣と評しましたが、53年の歴史

があり演奏旅行にも出かけるという本格的な合唱団でした。

　　　　　　　　　　大阪稲門グリークラブ

―カラオケ大会と盛岡さんさ踊り―

いつものように、のど自慢の皆さんがかわるがわる歌声を

披露された。やはり北国情緒のある演歌が多かったが、中

には本格的歌曲もあった。カラオケの「トリ」は、驚いたことに

ご来賓の廣田室長で、歌詞が岩手の名物を盛り込んだ「ど

んとこい岩手」を、参会者の手拍子に乗って名調子に披露し、

やんやの喝采を浴びた。余興の最後はこの人、岩手県大阪

事務所吉田次長でした。今年も出ました、盛岡さんさ踊り。

祭り衣装に身を包み太鼓を打ち鳴らし会場を練り歩いた。今

年は祭り姿の踊り子2名の他に、「はっぴ」をまとった男女数

名の踊り子が続きました。これらの方は、吉田次長が本日



の懇親会にお誘いした初参加の「なにがしか岩手に縁のあ

る方々」で、それぞれ味のあるスピーチをいただいた。吉田

次長の「ツイッター」に応答があってお誘いした脇田健一氏

（神戸市、龍谷大学教授）や賢治や岩手が大好きで昨年秋

に本会に入会した中野由貴氏（芦屋市、料理研究家）からも

スピーチをいただいた。岩手県以外の方の参加および入会

はとてもうれしいことです。

　

会場内を練るさんさ踊り

―抽選会、中締め―

恒例の福引・抽選会に移り、鎌田会長が箱から抽出した

番号と受付でもらった番号との照合です。景品は、昨年に引

き続き鎌田会長のご友人が丹精こめて作ったお米（2kg袋）

が 9本と 3千円相当の商品券 10本で、今年の“福”を手に

した幸運な人は19名でした。中締めは深田　稔　副会長で 

今年予定されている各種行事への参加を呼びかけて、三三

七拍子で締めました。

＜写真集および写真パネル即売会＞

西宮市出身で岩手に魅せられ足繁く通ううちに、岩手の方を

お嫁にもらい住民票を岩手に移してしまった多賀谷真吾氏

（花巻市東和町、大学講師、山岳写真家）が、昨年10月に

出版した写真集「いわて旬華愁凍―イーハトーブの国から」

(\2,500)と、そのうちの秀作を大きな写真パネル(\15,000)に

したものの即売会が懇親会会場の片隅で行われた。自ら歩

いて独自の角度から岩手の風景や草木および花を撮影した

写真集で、各章毎の解説文がまたすばらしく味わいがある。

われわれが容易に見ることのできない岩手の風景が満載で

ある。写真パネルはとても美しく迫力満点で賞讃する方も多

かったが、持ち帰りを懸念されたせいか売れ残りがでてしま

った。しかし、写真集は持参した30部が完売した。多賀谷氏

は売り上げの一部を県人会に寄付するとのこと、大変ありが

たく感謝申し上げます　　　　　　　　　　　　　　―深田記―

達増拓也岩手県知事

祝辞

　新年あけましておめでとうございます。平成 23年度関西岩

手県人会新春懇親会が盛大に開催されるに当たり、お祝い

を申し上げます。

関西岩手県人会の皆様には、希望に満ちた輝かしい新春

をお迎えのことと心からお喜び申し上げますとともに、全

岩手県知事　　　　国高等学校野球選手権大会やラグビ

達増拓也氏　　　　－選手権大会での心温まる激励と応

援をはじめ、関西とふるさと岩手をつなぐかけ橋として県政

のあらゆる分野にわたり御支援、御協力を賜り、県民を代表

して厚くお礼申し上げます。

さて、昨年は、本県独自のネットワークにより、上海万国

博覧会への南部鉄瓶の展示や中国雲南省プーアル市との

友好協定締結により、岩手の歴史・文化、自然、伝統工芸な

ど誇るべき魅力を世界に発信するなど、本県にとって未来を

切り拓く、大きな飛躍の年となりました。

また、岩手・宮城内陸地震で通行止めとなっていた国道

342号「須川－真湯」間が開通するなど、地震災害からの着

実な復旧・復興が進み、さらには「いわて県民計画」に掲げ

た「希望郷いわて」の実現に向け、力強い第一歩を踏み出し

た年でもありました。

　国内経済は、世界的不況により大きな打撃を受け、本県に

も極めて大きな影響をもたらしました。県内の景気は、製造

業を中心に持ち直しの動きをみせ、雇用情勢も改善に向け

た動きが続いておりますが、依然として厳しい状況にあり、

今後の本格的な景気回復に向けて、官民が一体となって努

力しているところであります。

　このような中にあって、観光や文化の振興の面では、東北

新幹線の全線開業に伴い本県をはじめ北東北が注目を集

めその効果が期待されており、また、「平泉の文化遺産」に

つきましては、6月にバーレーンで開催される世界遺産委員

会において登録が審議されますが、これまで進めてきた取り

組みの成果が実を結び、人類共通の宝として登録が実現さ

れることを強く願っております。

　関西岩手県人会の皆様におかれましても、今後ともふるさ

と岩手の発展のため、絶大なる御支援、御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

結びに、関西岩手県人会のますますの御発展と、御参会

の皆様方の御健勝、御活躍を心から祈念いたしまして、お

祝いの言葉といたします。

岩手県知事　達増　拓也

2期目の会長就任にあたって

鎌田龍児



会員の皆様方におかれましては、新しい年をお健やかに

お迎えになったこととお喜び申し上げます。私は 1月 23日

に行われた、関西岩手県人会総会において、再び会長を拝

命致しました。力不足ではありますが、役員、会員の皆様方

のお力添えをいただいて、何とか使命を全うしたいと願って

います。

総会のあとの懇親会でも申し上げたのですが、現在、当会

の会員数は、2１ 4名です。その内 60 歳以上の方が、8割を

占める「超高齢団体」となりました。逆に 50 歳以下の会員は、

わずかに 13人です。この現状から、やらなければならない

課題は自ずから明らかです。このまま何もせずに推移すれ

ば、段々先細りとなり、会の運営そのものも出来なくなること

も考えられます。それだけに、次の世代につなげて行くため

の土台作りが大変重要です。

　　　　　　「どんとこい岩手」廣田淳秘書広報室長

それと同時に、苦労しながら関西岩手県人会の土台を築い

ていただいた先輩の方々の存在を知り、感謝し、その方々

がお元気に活動していただける環境作りも大切だと痛感して

おります。

何をどうしたら良いのか、役員の皆さんのお知恵を借りて、

具体的な方策を考えたいと思っています。

今年は、青森、秋田両県人会との連携を、さらに深めて行き

たいと思っています。例えば、各県人会で行われているサー

クル活動にお互いに参加しあうなど、３県人会が一緒に活動

できる舞台を、多くしたいと願っています。また春には、京都

県人会の方々のご尽力で、円山公園での「花見」を予定して

います。天気とのにらめっこですが、是非成功させたいもの

です。

1年半前にお約束した、会員増と収入の増加を図ること、次

の世代に引き継いで行くための土台作りは、まだ緒に就い

たばかりです。残された2年間で、しっかり実りある結果を出

せるよう努力して参りますので、宜しくお願い申し上げます。

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　カラオケ隊熱唱

参加者全員で記念撮影



　　

　　

　　　



　　　　晩秋の法隆寺をたずねて
―関西奥州会史跡散策の会―

第３回関西奥州

会史

跡散

策の

旅は、

晩秋

の斑

鳩の里・

法隆寺訪ねて、１１月２７日（土）行いました。当日

会員は JR法隆寺駅に集合、全員揃ったところで、バスで

法隆寺へ。

先に法隆寺門前にて昼食を済ませたあと、森口会長から

聖徳太子と法隆寺創建についての事前説明を受け、日本

最初に世界遺産に登録された法隆寺境内へ移動。境内で

は、引き続き森口会長の説明を受けながら、五重塔、金堂、

大講堂、大宝蔵院そして聖徳太子の遺徳を偲んで建てられ

たといわれる夢殿、八角堂を拝観のあと隣接する斑鳩御所

中宮寺へ向かいました。中宮寺は聖徳太子御母穴穂部間

人皇后によって創建された寺とされ、内部には京都広隆寺

弥勒菩薩と並び称される本尊菩薩半跏像（国宝）が祀られて

おりました。また亡き聖徳太子をお慕いし、理想浄土の有り

様を刺繍として作成された天寿国曼茶羅繍帳を拝見し、今

回の旅は終了しました。森口会長の解説のお蔭で、大変

充実した旅でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤記

黒沢尻工 18強ならず 

全国高校ラグビー

第 90 回全国高校ラグビー大会は、昨年 12月 27 日から東

大阪市の花園ラグビー場で行われたが、2年連続 25 度目

の出場となった黒沢尻工は、2回戦で尾道（広島）に敗れ、

18強入りはならなかった。1回戦山口県代表萩商工との試

合は、ミスや反則が出て、中々リズムに乗る事が出来ず苦

戦したが、苦しみながらも接戦を制し、17対７で 2回戦に進

出した。2回戦の相手は、春の全国高校選抜 8強の尾道

（広島）。冷たい雨の降る生憎のコンディションとなり、スクラ

ムを組む選手からは、もうもうと湯気が立ち上った。黒工は、

序盤から劣勢に立ち、ほとんど自陣に釘付けの状態となっ

たが、前半終了前に、ゴール前のラックから、梅津主将が飛

び込んでトライ、5対 10で前半を折り返した。スクラム、モー

ル、こぼれ球への集散等で優位に立つ尾道に対し、黒工は

懸命に食い下がり、一時 15対 15 の同点に持ち込んだが、

その後トライ（ゴール）と PGを立て続けに決められ、15対 25

で敗れ、18強入りを逃した。1，2年生が多い黒工の選手達

は、冷たい雨を顔に受けて、来年必ず花園に帰ってくること

を心の中に誓ったに違いない。口惜しさをバネに飛躍しても

らいたいものだ。応援に駆けつけて下さいました県人会の皆

様 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 

編集部

練習グラウンドでの激励会

会員動向

新会員（敬称略）

　中野由貴（芦屋市）　太田一智（盛岡市）　

　赤坂巧・貞子（花巻市）

　総会と新春懇親会が会員の皆様のご協力により無事終え

たので事務局は(二人ですが)今が一番のんびりできる時期

の到来となりました。

　例年になく寒かった今年の冬もようやく峠を越したようにも

みられ、これからすべて春のモードに代わることになることで

しょう。

今年は春の選抜高校野球に岩手県からは出場がなく少し

残念ですが、初めての試みとして京都岩手県人会と合同で、

4月初めに京都・円山公園でお花見会を開催しようと計画中

です。いずれご案内申し上げますのでお待ち願います。

それから夏の三県(青森、秋田、岩手)の合同納涼ビアー

パーティには大勢の参加を期待しておりますが岩手県代表

としての余興もお待ちしております。

というわけで、今年度も皆様と共に着実に歩んで参るつも

りですのでよろしくご協力の程お願い致します。

◎ パソコンお持ちの方へのお知らせ

以前からお知らせしておりますが県人会と岩手県のニュー

スはインターネット「関西岩手県人会」で見られます。精々ご

利用願います。

編集後記

　ふるさと岩手と関西の架け橋という役割を思えば、今号は

岩手の情報をほとんど掲載出来なかった。今後出来るだけ

増やして行きたいと願っている。（龍）

事　務　局　掲　示　板




