
 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 25年度の総会および新春懇親会は、1月 27日

(日)に例年通り大阪市北区西天満の「スーパードライ梅

田店」にて開催された。今年は常連の方が 10名近くも欠

席され、また直前になって体調不良で 3名の取り消しも

あり、７２名と例年より少な目であったが、達増岩手県

知事のカラオケ熱唱もあって大いに盛り上がった。 

 

―＜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。なお、審議に入る前に鎌

田会長より以下のような挨拶があった。 

『昨年度は震災関連イベントがたくさん

あって、県人会の活動も様変わりしてき

司会・    ているという印象である。県人会役員と

藤井勝副会長 共に三陸の津波被害地を訪れたり、大変

忙しい一年であった。今後も皆さんのご協力をいただき、

「いわての学び希望基金」を継続して支援していこうと

思っている。現在、震災で親を亡くした生徒、あるいは

仕事を失くして生活に困っている家庭の子供達が５７５

人おり、奨学金が支給されている。小、中学生が 1万円、

高校生が 3万円、大学生が 5万円だが、この子供達が学

校を卒業して社会人になるまで継続して応援する必要が

ある。今後とも、皆さんのご協力をお願いしたい』 

Ⅰ． 第１号議案 平成 24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。 

＜震災募金活動＞ 

主に懇親会場に募金箱を置き義援金を募り、県産品の

販売により資金を捻出した。1月２２日の新春懇親会場

で￥２８，０００、７月１５日の豊中市、新田南祭りで

の県産品販売と義援金で￥２３，９４４、７月２９日の

三県合同ビアパーティーで￥４１，１０２の他、３月２

９日に法善寺から震災義援金として￥８４，８１１（３

県同額）を受領した。また、１１月４日、「四天王寺ワッ 
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ソ inなにわの宮」にて県産品の販売を行った。その売り

上げ￥６２，７００の販売利益は協会を通して育英資金

に寄贈された。 

その他、常任幹事・堯律子氏の自作 CDの売上金￥１８

５，０００、熊谷事務局長所属の芦屋熟年コーラスから

￥４８，５２５、常任幹事・金野衛、佳子ご夫妻より￥４

０，０００、松坂顧問の知人の喫茶店に寄せられた義援

金が￥３１，７６８、幹事・鈴木綾子氏や彼女の友人が

集めた義援金￥１８，７５７など、温かい気持ちのこも

った義援金も数多くあった。これら２４年度の義援金総

額は￥５１９，６２３に達した。震災発生以降の義援金

総額は￥７，６９７，５０７となった。２４年度以降は

いずれも「いわての学び希望基金｣に送金した。 

＜郷土の支援、応援＞ 

春の選抜高校野球では花巻東高校、夏の大会では盛岡

大付属高校、年末の高校ラグビーでは黒沢尻北高校に対

し、それぞれ宿舎での激励会と試合の応援に出向いた。

法善寺における３月１１日の震災一周年法要、また７月

１５日の大震災物故者追悼法要と灯篭流しに鎌田会長他

が参列した。比叡山延暦寺の賢治忌法要や京都清水寺の

アテルイ・モレの法要においても、同時に大震災物故者

の追悼法要を行っていただき多くの会員が参列した。な

お、賢治忌には初めて大石花巻市長の参列をいただき、

花巻出身者を喜ばせた。８月に岩手大槌中学校のブラス

バンドが河内長野市に招かれ演奏した際は、会長以下３

名が駆けつけた。１１月には郷土訪問旅行を企画し、岩

手県庁と岩手日報社を訪問後、被災地の宮古市と大槌町

に向かい、大震災現場の状況を視察し地元住民と対話し

た。 

＜その他の親睦＞ 

１０月に北東会ゴルフ（関西クラシック GC）、１１月

には桐の会(女子会)を芦屋市内のレストランで開催した。

その他、有志が立ち上げた「故郷の歴史を語る会（２回

目）」が７月に開催され、松坂定徳さん（顧問）により「気

仙（陸前高田市）の金山について」お話があった。県人

会報「イーハトーブ」は１９号(２月)、２０号(９月)、 

関西岩手県人会報    ２２号 
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平成２５年総会・懇親会盛大に行われる 

達増岩手県知事出席 
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２１号(１２月)と３回発行し、活動状況などの情報を

会員に提供した。 

＜決算報告＞ 

震災以来、他県との会合参加費やお布施など交際範囲

が広がったこともあり支出が増えた。広告費や関西アテ

ルイ・モレの会の花代など、支出削減をお願いして節約

に努めた。次期繰越金が￥４，１３４とかろうじて黒字

を保ったが厳しい決算となった。 

監事を代表して鈴木政人さんより、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。 

Ⅱ．第２号議案 ２５年度役員選任 

昨年１２月の役員選考委員会において、鎌田会長より

「規約には、常任幹事と幹事の定数はきまっておらず若

干名となっている。それぞれ倍増して若い方を補充した

い」との方針が示された。その結果、常任幹事には幹事

全員が昇格し、幹事には新しく８名の候補が選ばれた他、

旧役員は全員再任の新体制案が上程され拍手で承認され

た。職指定幹事には新たにテレビ朝日の波岡功氏が加わ

った。今回、７年間事務局長を兼務して本会を支えた熊

谷副会長が、深田副会長兼事務局長にバトンタッチ、事

務局の負担軽減のため、加藤文雄常任幹事に加えて新幹

事の平野良夫氏が加わり３名体制で臨むことになった。

鎌田会長が次の世代を担う新幹事７名（多賀谷氏欠席）

を一人一人ご紹介したほか、熊谷事務局長の長年の労を

ねぎらい、皆さんから温かい拍手が贈られた。新体制役

員の氏名は以下のとおり。 

 

       新体制役員一覧(敬称 略) 

会 

長 

鎌田龍児(北上市) 

副会

長 

熊谷克己(一関市)、藤原照雄(久慈市)、 

藤井 勝(花巻市)、深田 稔(一戸町） 

常 

任 

幹 

事 

加藤文雄(奥州市)、堯 律子（陸前高田市）、 

八幡勝栄(盛岡市）、菊池満昭(花巻市）   

金野 衛(一関市）、濱本昌範(大阪市）、 

鈴木綾子(大船渡市）、水上佳子(奥州市） 

幹 

事 

奥村昭吾（久慈市）、菊池敏博（花巻市）、 

高橋弘美（花巻市）、多賀谷真吾（西宮市） 

千葉たみ子（奥州市）、中野由貴（芦屋市）、 

平野良夫（花巻市）、渡部 芳（北上市） 

職指

定 

幹 

事 

阿部典彦(岩手日報)、石森 彰（テレビ岩手）、

佐々木哲哉（岩手県大阪事務所） 

鈴木正隆(IBC岩手）、田辺 裕(岩手めんこいテ

レビ)、波岡 功(岩手朝日テレビ） 

事務

局長 

事務

局員 

深田 稔(兼副会長） 

 

加藤文雄(兼常任幹事）、平野良夫（兼幹事） 

監 

事 

鈴木政人(盛岡市）和賀亮太郎(一関市） 

顧 

問 

泉 秀二(一関市) 柏山 喬(奥州市） 

佐々木 登(盛岡市）松坂定徳(陸前高田市） 

 
 新幹事（左から、奥村昭吾、渡部芳、平野良夫、千葉

たみ子、中野由貴、高橋弘美、菊池敏博の皆さん） 

 

Ⅲ． 第 3号議案 平成 25年度事業計画および予算 

深田稔・新事務局長より説明があった。

事業計画はほぼ昨年と同じであるが、

震災の記憶を風化させないよう、震災

2周年の 3月 9，10，11日に福島、宮

城との 3県合同街頭募金を計画して

いる点が昨年と異なる。予算総額は緊

縮財政を反映して縮小しており、一層

の節約が必要と説明された。 

以上、ⅠからⅢの議案いずれも盛大 

深田稔事務局長  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＞― 

総会終了後、達増岩手県知事を交えての記念撮影を行

い、新幹事・平野良夫氏の司会の下、直ちに懇親会に移

った。最初に「東日本大震災で亡くなられた大勢の方々」

に対し、全員起立して黙祷をささげた。ついで、鎌田会

長が「私ども岩手県人会は震災を

風化させる動きに同調してはなら

ない。いわての学び希望基金に継

続支援の必要がある(別掲)」と述

べた。ご来賓の達増拓也岩手県知

事は、関西岩手県人会の日ごろの

郷土支援に謝辞を述べられ、「“ふ

るさと”との絆が復興の原動力となり、また日本全体の

発展につながる。更なる支援をお願いする（別掲）」と話

された。義援金および追悼法要でお世話をいただいてい

る法善寺の神田真照氏は 

「法善寺が過去 2回の火

災に遭った際、昔の情緒

ある狭い路地（現在では

建築基準不適）を残すの

に 30万人の署名をいた

だき感謝している。今後

も東北の被災地支援を関

西岩手県人会の皆さんと   法善寺・神田真照氏 

協力して続けてゆく」と述べられた。 

乾杯の準備時間を利用して、新会員の紹介が深田新事務

局長からあった。以下のとおりである。馬場慶次郎氏（吹

田市）、千葉たみ子氏（奥州市)、佐藤俊三氏（一関市）、

中村 滋氏（盛岡市）。 

 



乾杯は藤原副会長の発声で行われ、その後しばらく食事、

歓談の時間となった。 

 

＜日本舞踊とカラオケ大会＞ 

余興の最初は、新入会員と

して紹介された佐藤俊三さん

で見事な日本舞踊を披露され

た。平野司会者が佐藤氏は御

年 90歳の卒寿であることを紹

介すると、しばし会場にどよ

めきが起こった。とても 90歳 「舞」佐藤俊三さん 

とは思えない身のこなしであった。次いで、のど自慢の

皆さんが、かわるがわる歌声を披露された。圧巻は達増

県知事で、「嫁に来ないか」を熱唱した。なかなかの美声

で会場の皆さんを驚かした。最後は「雪国の春」の大合

唱で幕を閉じた。  

 

     

     

 

 
    

                        ３ 

 

 

＜抽選会と中締め＞   

恒例の福引・抽選会に移り、鎌田会長が袋から抽出し

た番号と受付でもらった番号とを照合。景品は、鎌田会

長のご友人が丹精こめて作ったお米（2kg袋）が７本、

大迫ワイン 2本、2千円相当の商品券 33本、更に岩手県

産の雑穀カレーが 20本と総数 62本もの当たりくじがあ

り、外れた人の方が少数であった。募金にと商品券を返

上した方は、達増県知事をはじめ 10名もおり、ありがた

く義援金に計上させていただいた。最後は藤井副会長の

中締めスピーチで締めくくりお開きとなった。 

 

＜募金箱と大槌エコたわしの即売会＞ 

懇親会入り口に置いた募金箱には￥５４，６７０の尊

い義援金が寄せられた。鈴木綾子常任幹事が募金箱持参

で皆さんの席を巡回したせいもあるが、鎌田会長の「震

災風化に同調しない」との呼びかけに即座に応じてくれ

たものと感謝したい。１０人のくじ返上金￥２０，００

０、そして今回も法善寺様より￥２００，０００（３県

合わせて）の義援金寄贈があった。大変ありがたいこと 

である。会場の片隅では入江陽子さん(神戸市)が被災地

支援にと「大槌エコたわし｣を陳列した。アクリル毛糸の

支援があり、被災者仲間が集まって架設住宅で作った「エ

コなたわし￥５００」である。中締め後に一挙に完売し

た。販売利益は義援金に回るとのことである。 

 

祝辞 岩手県知事 達増拓也様 

皆さん明けましておめでとうご

ざいます。関西岩手県人会の皆さ

んには、日頃から岩手県の関西に

おける様々なことについてご支援

をいただいており、改めてお礼申

し上げます。２０１１年３月１１

日の東日本大震災発生以降、本当

に多くのご支援、ご激励をいただ

いていることに対し重ねてお礼申     

達増拓也知事   し上げます。義援金もたくさん

頂戴しております。関西を仲立ちにして西日本と岩手が

つながることで、岩手が日本全体とつながるような気が

致します。昨日、関西大学で復興フォーラムを開催しま

したが、岩手県としてもますます関西でアピールをしな

ければならない、と思いました。復興の力というのは、 



４ 

地元と外部との様々つながりの内から出てくるもの

と実感しております。地元の底力（そこじから）はなく

てはならない基本ですが、あれだけの大災害ですので地

元の力だけでは、復興が難しいのも現実であります。 

県の復興計画は８年計画ですが、８年かけて震災前に戻

すというのではなく、８年後の岩手のあるべき姿に向か

って追いついてゆく。過去に戻す復興ではなく、未来に

追いつく復興をスローガンにしております。例えば復興

道路と名づけておりますが、岩手沿岸を縦に貫き、八戸、

気仙沼の方にもつながる高速道路を完成させる。そして、

宮古と盛岡をつなぐ、釜石と花巻を結ぶ高速道路、２０

１１年にはなかったようなインフラを提示しております。

「内陸と沿岸が北上山地をどう越えて行くか」これが岩

手の近代化の最大の壁でした。復興の中で、岩手の沿岸

が一体化し、北上山地を越え内陸と沿岸が交流してゆく、

今まで壁であったものが発展の原動力となります。 

更に、北上山地の南の方の硬い花崗岩盤を利用する ILC

「国際リニア・コライダー」（３０～５０kmの長い地下

トンネルを掘って粒子加速機を据付けて素粒子の実験を

行う）という計画の誘致にも力を入れております。岩手

が大きく生まれ変わるような復興を進めながら、日本全

体にも貢献する、東日本大震災の復興と日本再生（経済

の活性化）を、車の両輪のように支えることで日本全体

がよくなります。岩手の底力と関西を含む外部の力が合

わさって復興と日本再生の原動力になることを期待しま

す。 

復興の途中ではありますが、年が明けて３年後の２０

１６年(平成２８年)に岩手国体が内定しました。この方

面も盛り上げてゆきたいと思います。 

関西岩手県人会の皆さんには、改めてお礼申し上げな 

がら、“ふるさと”との絆、これが復興の原動力となり、

また日本全体の発展にもつながる、ということでよろし

くお願い申し上げます。 

 

挨拶     会長 鎌田龍児 
皆さん新年おめでとうございます。寒い中多数ご参加

くださりありがとうございました。今日は県政大変お忙

しい中、岩手県知事・達増拓也様にご臨席をいただいて

おります。また、義援金募集などで日頃大変お世話にな

っております法善寺の神田真照様にもお越しいただいて

おります。ありがとうございます。申し上げるまでもな

く、震災から間もなく 2年が経とうとしていますが、残

念ながら震災に対する関心が急速にしぼんできているの

が現状です。しかし、私ども県人会は少なくとも震災を

風化させる動きに加担してはならない。岩手県で４，６

７２人が亡くなり、今なお１，１７１人の行方がわから

ない。そして５５，０００人を超える方々が応急仮設住

宅など、県内外で不自由な避難生活を強いられている。

この事実を忘れてはなりません。忘れないだけでなく、

このことを語り継いでいかねばなりません。 

先ほど総会の冒頭でも触れましたが、皆さんのご協力を

いただいている「いわての学び希望基金」には、まだま

だ継続して支援しなければならない。一層の努力が必要

です。 

昨日、関西大学高槻キャンパスで、岩手県主催による

「いわて三陸復興フォーラム」が行われました。内容の

濃いシンポジュームで、たくさんの参加者があり大変盛

況でした。そこで非常に印象に残った言葉を一つだけ紹

介します。釜石宝来館の女将、岩崎昭子さんの言葉です。

「正直言って、今私たちは、生きることで精一杯です。

でも私達には夢があります。それは単に震災前の状態に

復興させるのでなく、それを超えた新しい三陸を作りた

い。絶対に作ってご覧に入れます」。とても力強い言葉を

おっしゃっていました。我々も負けていられません。新

しい三陸、新しい岩手を作るために手を携えて、一緒に

連帯していきたいと思っております。どうぞよろしくお

願いします。               深田稔記 

 

 

達増知事を囲んで 

 

オール岩手で復興を！ 

～つながりを力に～ 

いわて三陸復興フォーラム 
 

東日本大震災から間もなく 2 年となるのを前に、1 月

26日、岩手県主催の「～つながりを力に～いわて三陸復

興フォーラム」が高槻市の関西大学ミューズホールで開

かれ、関西圏のＮＰＯなど支援団体や学生、民間企業、

行政機関、一般市民など約 250 人が参加し、熱心に聞き

入った。関西大学楠見晴重学長の歓迎挨拶のあと、達増

拓也岩手県知事が基調報告に立ち、大阪府の自治体がい

ち早く職員を各市町村に派遣するなど、全国から寄せら

れた震災支援に感謝した後、「安全」の確保、「暮らし」

の再建、「なりわい」の再生を柱にした復興計画を述べた。

復興まちづくり事業を担う技術者等の人材不足が深刻で

あること、地域の実情に応じて地方が創意工夫して使え

る自由度の高い財源措置が必要なことなど、復興に向け

た課題も提起したが、最後に「岩手はオール岩手で必ず

復興を果たします」と、基調報告を力強く締めくくった。      

続いて五百旗頭真復興庁復興推進委員会委員長が基調

講演を行った。阪神淡路大震災で、西宮市の自宅が全壊

し、家族が広島の知人宅に避難した経験を持つ五百旗頭 

氏は、今回の東日本大震災と阪神淡路大震災の相違点 

などを浮き彫りにしながら、復興の足取りが遅いことに

懸念を表した。また釜石市の学校に通う小中学生全生徒



２９２６人中、学校を休んでいたなどの５人を除く全員

が津波から逃れたことに触れ、「これは釜石の奇跡と呼

ばれているが、けっして奇跡ではない。日頃から災害に

対する教育と訓練を続けてきた結果だ」と述べて、学校

教育の大切さを改めて訴えた。また津波で消えた町の再

建について、高台移転などは１００％国の負担で行うべ

きだなど具体的な提案も行った。 

 

続いて行われたパネルディスカッションには、大船渡

で漁師と全国の消費者をつなぐネット通販サイト「三陸

とれたて市場」を運営する八木健一郎さん、釜石「宝来

館」の女将岩崎昭子さん、大槌町を中心に観光、商工業、

農業、水産業の再建と生活・雇用支援を目的に活動して

いる「おらが大槌夢広場」の事務局長臂徹さん、各地で

三陸復興市場を展開するなど、関西と三陸を結んで復興

支援に力を注いでいる社団法人ソーシャルサイエンス・

ラボの理事長川井徳子さんの４人が出席し、それぞれの

立場から復興にかける思いを語った。中でも、大槌湾の

根浜海岸で宝来館を営む岩崎昭子さんの話には胸を打た

れた。岩崎さんは、地震発生と同時に、その揺れの激し

さにただならないものを感じ、宿泊客と従業員をすぐ裏

山に避難させたが、逃げ遅れている近所の人たちを誘導

するために戻り、自分自身も津波に飲まれかけながら、

九死に一生を得た。宝来館は大槌湾の高台にあり、それ

まで津波に襲われたことは無く、避難場所に指定されて

いたが、今回は旅館の２階まで津波が押し寄せた。震災

直後、近所の人たちが岩崎さんを頼って避難してきたが、

飲み水も食べるものも無い。仕方なくがれきの下から食

材を探し出し、真っ黒な泥に汚れたコメを一粒ずつ風呂

の残り湯で洗い、別の風呂の残り湯で炊いて飢えをしの

いだという。宝来館は近隣の人たちの避難拠点として建

物を開放し、岩崎さんはリーダーとして大活躍した。こ

こには一時１２０人もの人たちが避難していた。建物は

大きな被害を受けたが、改装工事を経て２０１２年１月

再開した。この人のどこからこんなに力強く元気な声が

出てくるのだろうと思う明るい声で岩崎さんは語った。

「震災直後は茫然自失して、何をしたら良いのか分かり

ませんでした。でも皆さんが必要としていることを必死

にやるしかなかったんです。今でも生きることで精いっ

ぱいです。でもみんなで生きて行きます。そして元に戻

るのではなく、生まれ変わって行かなくてはならないと

思っています。私たちには夢があります。それは新しい 

三陸を作るという夢です。必ず作って見せます」。 

町の移転先の造成工事は、野田村では始まったが、他の 

 

                        ５ 

地区ではまだ手が付けられていないため、自力で家を再

建したくて出来ない状態だ。しかし三陸の人たちは、く

じけず前を向いて歩き始めている。このような人たちが

いる限り、例え膨大な時間がかかろうとも、三陸は必ず

復活する。そんな思いを強く感じたフォーラムだった。  

また、会場では、宮古工業高校機械科の生徒が制作し

た宮古市藤原・磯鶏地区の縮尺模型を使った津波発生の

様子の実演や、岩手日報社による震災写真の展示などが

行われた。                編集部  

         

 
     会場いっぱいに詰めかけた聴衆 

 

 

 

 

 

会員サロン 

 

道上文次郎 （一戸出身 昭和 4 年） 

 

賢治と聖書（２） 

サフランが賢治のどこかにありましたが、旧約聖書で

はイザヤ書にあります。三十五章一節に「荒野と乾いた

地とは楽しみ、砂漠は喜びて花咲き、サフランのように

盛んに花咲き」。イザヤにしてこんな詩が書けるものかと

も感じる。イザヤは武器造りの場に一人で行き、「その剣

（つるぎ）はスキに、槍はカマに打ち返せ」と迫ったら

しい。炭火をかけられ大やけどをするが、それでも止め

ない。ノコギリでひき殺されたと伝えられている。そん

なイザヤが愛らしい詩を残している。詩人とは反芻する

動物のハラと言った人がいるそうだ。サフランの花咲き

の章を反芻すれば、詩人の心に近くなれるかも知れない。

サフランの花を一度だけ咲かしたことがあるけど、それ

っきり。またやり直そう。料理にも使えるらしい。イザ

ヤ書には雪もあったな。賢治には田雪の上をきつねが通

るところがあった。雪は詩篇にもあり、雪国育ちの僕、

雪をもっと多く語りたい。寒さに負けぬよう寒さとあた

たかく付き合う。 

 

賢治と聖書（３） 

小さなひょうたんが何個か出来た。花は白くてきれい

である。「のぼりの旗」につけなければならないと聖書の 
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どこかにあった。かたちに面白みがあるからであろう。

食器に使ったり占いの道具にも使うとか。原産地はエジ

プトのような気がする。ひょうたんは寒さに負けるよう

である。花巻でも育たないだろう。春日八郎の「ひょう

たんブギ」、もう流行歌にも出ないと思うが。小説では志

賀直哉の「清兵エとひょうたん」、清兵エは子供のひょう

たん、安く自分のものにしたんじゃなかったかと、うろ

覚え、読み直してみよう。僕のひょうたんは種をくりぬ

いて取り、柿渋を塗ってみたいです。柿渋の色の感じ良

さをＰＲしたい。柿渋ではまだやったことがありません

が、近くの渋柿をいただいてきて細かくつぶしてやって

みたい。ゼロからの出発だけにムズムズした気分です。

去年はありがたくもったいない一年でした。何かしなけ

れば、と思うこのごろです。 

 

賢治と聖書（４） 

鹿の肉を一度だけ食べたことがあります。花巻の賢治記

念館食堂で･･･味はまずかった。もう一つ、一度だけ犬の

肉を食べたのも忘れない。「おいしいよ」と出されて食べ

て、くじらの肉か？と言ったらクスクス笑う。犬の肉だ

ったのである。旧約聖書で、アブラハム、イサク、ヤコ

ブの時代が一つの山を成している。アブラハムの息子、

イサクは鹿の肉が好きだった。イサクに双子のエサウと

ヤコブが生まれた。エサウは父っこ、ヤコブは母っこで

あった。このヤコブはエサウの財産を騙し取るようにし

て逃げて、親戚のラバンに仕える。ラバンには二人の娘

がいて、姉は目が悪く妹は美人であった。美人の妹を妻

にと約束するが、姉が側に。約束が違うと怒ったが、妹

欲しければあと七年奉公しろと言われる。ヤコブは七年

間奉公し妹ももらう。彼が後のイスラエルである。ヨル

ダン川の支流にヤコク川があり、渡ったところで天使と

格闘、「俺に勝ったようなものだ、今日からイスラエルと

名乗れ」と、天使から神の勝者を意味する「イスラエル

（イシャラー･･･勝つ者、エル･･･神）」の称号をもらった。 

 

（会員の皆さんの原稿募集中！編集部） 

 

 

宮沢和樹さん“賢治さん”を語る 

 ２月３日、フェリシモしあわせの学校「招福祭」を訪

れた宮沢賢治の弟・清六の孫にあたる宮沢和樹さんは、 

「賢治さん一家の幸せの種まき」のトークの中で、宮沢

家に伝わる思いや、暮らし、行いを通じて、“賢治さん”

の人となりを印象深く語った。帽子をかぶり長いコート

を着てうつむき加減に立つおなじみの写真は、大好きだ

ったベートーヴェンをまねて撮ったものであることや、

東日本大震災の後、改めて多くの人に勇気を与えた「雨

ニモマケズ」は、誰かに見せるためのものではなく、亡

くなる２年前のかなり病気が進行した苦しい頃に、手帳

に書き留めた自分に対する言葉であったこと、その中で

最も大切なのが「行って」という言葉だという事など、

穏やかな口調で語りかけた。「行って」は、賢治さんが信

仰した法華経そのもので、自分がその場に出向いて行っ

て行動すること、動くことを分かりやすく伝えたかった

のだと思うと和樹さんは話していた。また和樹さんに同

行した夫人のやよいさんが、賢治さんが聞かされていた

宮沢家に伝わる子守歌「道端の黒地蔵」を澄んだ声で歌

うと、会場はしんと静まり返り、目を閉じて聞き入る人

もあり訪れた人たちは、しばし賢治さんの無限の世界に

ひたっていた。              編集部 

 

黒北１回戦突破ならず 

第９２回全国高校ラグビー大会 

 第９２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、７年ぶり３

回目の出場の黒沢尻北高は、２８日山口代表の萩商工と

対戦、１９対１２で惜しくも破れ、１回戦突破はならな

かった。第３グラウンドで午前１０時から行われたこの

試合、冷たい雨が降り続くあいにくのコンディションだ

ったが、硬さの目立つ黒北は、前半ノートライに終わり

１４対０で折り返した。後半に入ってようやく持ち前の

展開ラグビーが機能し始め、５分、１４分とトライを奪 

い１４対１２と追い上げたが、２４分、相手のキックを

キャッチし損なうミスをつかれ、ダメ押しのトライを許

して万事休した。黒北

はハンドリングミスや

濡れた芝に足を取られ

る場面もあり、もう一

つ切れ味鋭いラグビー

が出来なかった。しか

し１．２年生が主力の                                           

チームだけにもう一度                                                                   

県人会の激励会で決意を述べる 花園に挑戦してもらい   

菊地快主将     たいものだ。 編集部 

 

 

 

 

 

 

 

これから２年間の役員が決定しました。新幹事８名の

活躍に期待します。事務局も７年間お世話いただいた熊

谷克己副会長の代わりに深田がなり、ベテランの加藤文

雄常任幹事と新進の平野良夫幹事の 3 名体制となりまし

た。鎌田会長および役員会方針の具体化のために、様々

なお膳立てが出来るよう精一杯頑張ります。新会員入会

の促進はもちろん、会員の自然退会を防ぐために魅力あ

る県人会をどうするかが大きな課題です。前号から「会

員サロン」を設け、普段行事に参加できない方の声を載

せています。今号も道上文次郎さんの執筆です。県人会

の活動、郷土の情報をイーハトーブで知るだけでなく、

自分も情報を発信しては見ませんか。何でもいいですか

らお声をお寄せください。         深田記 

                                              

事 務 局 掲 示 板 


