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2019年 12月 8日 に、中国湖北省武漢 |,で 原因不明の最

初の肺炎患者が発見された〔国内では、ほぼlヶ 月後の

2020年 1月 6日 に神奈川県に住む30代の中国人男性が、

武漢市より帰国後に発症、その後も中国籍の感染者が

相次いだcl月 28日 、奈良県に住む60代のツアーバス7~4

転手が、国内初の 日本人感染者となった。バスは 1月 8

日に大阪で武漢からのツアー客を乗せていた。

東京都内のウイルス感染は、個人タクシー運転手ら

が1月 18日 に屋形船で開いた新年会から一気に広がった。

初のクラスター (小規模集 IJ感 染)と され、屋形船の船

頭はその前に武漢からのツアー客を接客 していた。

2月 初旬は、武漢から政府が手配 したチャーター機で

帰国 した人の感染、中旬には横浜港でのクルーズ船ダ

イアモン ド・プ リンセス号の船内感染が話題 となつたc

北海道は中国人観光客の人気第 1位で、春節 (1月 24

～30日 )の 時期に北海道を訪れた観光客が多かつたせ

いか、早くから感染者が出ていて、若い矢Π事の奮闘で

一時は抑え込むかと見られたが、その後何故かクラス

ターが続出した。

3月 になると、大阪府内の複数のライブハウスからク

ラスターが発 :L、 2月 15～ 16口 に大阪市内のライブハウ

スのイベン トに参加 した感染者が別のライブにも参加

していた。

その後、老人介護施設や医療機関で隣県の兵庫県を

も巻き込み多数のクラスターが発生 した。

3月 11日 には、下HOが バンデ ミック(世界的大流行)を

宣言、欧州各国で感染が拡 大し、者;市土1鎖 と共に各国

の出入国管理が厳 しくなって海外帰国者が増え、彼等

が感染源になつた=3月 2～ 13日 十二欧り旅行に|||か |す た

大学生が1人お り、帰国後のゼ ミスト業ネ
'[買

会に参り日し近

畿を中心に広く感染を拡大させて非難を浴びた[外国

人入国禁止や海外帰国者の 2週 間隔離が遅すぎたc第 1

波は武漢発だが、第2波 は欧米のウイルスに起因すると

いわれている.

3密 (客i閉 、密集、密接)回避のため、集会・行事の

市1限 、不要不急の外 |[1自 粛および多くの業種に体業要

請があつた.夜のi77Ll場やバチンコ店が厳 しく制限され、

地方の観光地や行楽地は 「頼むか ら来ないでJと 逆宣

伝、在宅勤務、テ レワークが流行語 とな りつつある。

4月 7日 、政府は7都府県に、16日 には全国に 「緊急事

態宣言 Jを 発令 した。 ゴールデ ンウィー ク中の移動 自

粛 によ り単身赴任者の帰省 もはばか られた。 5月 4日 に

は さらに5月 末まで延長 とな り、経済は リーマンシ ョッ

クを超 える落ち込みが予想 され、テ コ入れの 1次補正予

算の他、2次 も取 りざた されている。いずれ赤字国債や

何 らかの増税を覚悟せねばならないc

この よ うな事態か ら、 上半期の県人会行事は別表の

よ うに中止のやむなきに至った。既 に下期に も影響が

出始めているcなお、郷土岩手の感染者ゼ ロは奇跡 と

しか言いようがない。 (5月 4日 、事務局F記 )

<2020年度 関西岩手県人会・ L期行事>
1月 15日 (水) 第1回役員会        済

1月 26日 (日 ) 総会新春懇親会      済

3月 4日 (水)会報イーハ トーブ42号発行   済

3月 8H(H)東「1本 大震災犠牲者法要&街頭募金

(法善キ、難波周辺 )
1l111

4り 1511(11)澤1眸お花見,(り |(都・ |1公園) 中 ll

5り |卜 句  ||1友 介ゴん ′例会         中 II

6月 1()1(水 )第 2111役 彙会         中 II

1占 i面 による会議に変更)

会報イーハ トーブ43号発行   済

<下期の主な行事予定 >
7'1191(||)北 束1ヒ3県 合 llビアパーテ ィ  中止

8月 1日 (11)～ 31日 (月 )南 部風鈴祭 り(京都清水寺)

8月 2日 (日 )か もめの会 バーベキュー (場所未定)

8月 中旬 第 102回全国高校野球選手権大会  中止

9月 21日 (月 ・祝)宮澤賢治忌法要 (比叡山延暦寺)

9月 22日 (火・祝)アテルイ・モレ慰霊祭 (枚方市)

10月 L旬 桐友会ゴルフ例会 (秋季)お よび

北東会ゴルフ大会 (北海道 。東北6県 )

11月 14日 (上)アテルイ 。モ レの碑法要 (京都清水寺)

「*6pに続きます」

同 上



所長 土井尻英明

新型コロナウイルス感染拡大に伴い会員の皆様に

は、大変な思いやご苦労をされているものと心から

案 じてお ります。事態の早期収束に向けて皆様くれ

ぐれもご自愛くださるようお願い申し上げます。

さて、当事務所では、さきの県の定期人事異動に

より、高木章浩次長が岩手に復帰 (釜石市に置く沿

岸広域振興局経営企画部産業振興室)しました。新

所属では沿岸地域の観光や物産の振興等に従事 し、

大阪事務所での二年間の勤務経験を生かした活躍が

期待されます。

高木の後任には、釜石市に置く岩手県水産技術セ

ンターから主濱 (し ゅはま)隆志が着任 し、次長 と

して所長をサポー トするほか、観光や物産展、企業

誘致に加え県人会関連を担当します。

本年度、当事務所は、所長 として赴任二年目とな

る土井尻 と畑中あすみ主任、そ して新任の主濱次長

の二人体制で岩手県の発信など様々な業務に当た り

ますので、どうぞよろしくお願いいた します。以下

主濱次長の自己紹介です。 (4月 17日 受領 )

～着任挨拶～ 次長 主濱 隆志

令和2年4月 、岩手県大阪事務所に着任 した、次長

の主濱隆志です。滝沢市 (旧滝沢村)の 出身です

30年前に岩手県職員に採用されてから、岩泉町、

滝沢市、盛岡市、

奥州市、北上市、

一関市、釜石市

を巡 りなが ら、

小中学校、県営

運動公園、県庁、

児童相談所、水

産技術センター

等に勤務 してき

ました。

本格的に岩手

県を離れて活動

す るのは初めて

ですが、自分の

目と心で、どの

ような景色が見えるのか、とても楽 しみにしていま

す。

関西について知 らないことが多いからこそ、同郷

岩手への想いを抱いている関西岩手県人会の皆さん

から、いろいろ教えていただけることを頼もしく思つ

ています。

国難 (と い うより世界難)と 言える新型コロナウ

イルスの影響が落ち着き、皆さんとお会いできる時

を楽しみにしています。

土井尻所長、畑中主任 とともに業務や各活動に取

り組んでいきますので、これまでと同様に、岩手県

大阪事務所をよろしくお願いいたします。

三県合同大阪事務所 応接室にて

定期人事異動により大阪事務所から釜石市にある沿

岸広域振興局に異動することとな りま した。大阪事務

所勤務時は、金野会長、鎌田前会長を始め、関西岩手

県人会の皆様には大変お世話にな りました。 2年 とい

う限られた時間ではあ りましたが、 「人情の街大阪」

を堪能 させていた

だき、 この場 をお

る

釜石市沿岸広域振興局 主任主査 高木章浩

様の故郷に対する熱い思いと厚い人情は地元の岩手県

を離れ暮 らしている身には大変ありがたく感 じられ ま

した。

沿岸広域振興局では、引き続き、産業振興に関わる

業務を担当してお り、大阪事務所 と大きく変わるとこ

ろはないのですが、 2月 下旬から感染拡大 している新

型コロナウイルスの対策が岩手県でも本格化してお り、

4月 以降、在宅勤務の実施、不要不急な出張自粛や講

演会・セミナー等の見直し等が行われていますこ

また、釜石市内の観光施設等も体館 となつてお り、

飲食店でも県外客を断つている状況ですこ現時点では、

未だ終還、の日処が立っていませんが、通常の生活に一

亥1も 早く戻ることができるようになることを切に願つ

てお ります。

毎朝、公舎から甲子川沿いに散歩するのですが、そ

のルー ト上に東 日本大震災津波で亡くなつた方々を慰

霊する聖観音菩薩が建立されていますこ故人を極楽浄

土に導き、生人の願いを叶えてくれる仏様 とのことで

す。震災の際も沿岸広域振興局に勤務 していましたの

で、亡くなつた知人や様々な災害応急に従事 した当時

の出来事を思い出 し、両手を合わせています。震災か

2

:雪ιム:%。
御ネL

関西岩 手 県人会

の皆様 とは、歓 迎

会 に始 ま り、納 涼

ビアパー テ ィー 、

南部 風鈴祭 り、宮

沢賢治忌 法要 、阿

三流為 ・母 嵯之碑

法要 、高校 野球 。

ラ グ ビー の岩 手 県

代表校 激励 会等 の

行事 を通 じて交流

釜石 のホテル レス トランで の場をいただき、皆
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東 H禾人震災以後に建 アヽの 聖観 世音静薩

廠 焉耐蠣面翼爾輛饗薄T~¬
熊谷充毬氏滋く 事年80歳

～有志で熊谷氏を偲ぶ会を開催～    |

熊谷 ,L ttit11、 ほ |ご 1イ liあ ■ |り υ)ぱ1病
′117ル )の ち、20

20イ 111り 19HI二 お 亡くな りにな |'ま した. 非儀は 1サ 11311

(り |・ 祝)|二 11本 キ リス ト教会 |ダt川 教会にて営 まれた

旨、奥様の熊 谷朋 ∫‐様 より、鎌 田青E児 前会長お よび関

両一関 一高会の会長で後輩であるT「l賀 亮太郎氏に連絡

があつた とσ)こ と]

熊谷克己ltlま lf務 局長 7イ |プrど 本会で長 く要職 を務め

られた他、 間llL 
‐割

ヽ
高の高1会 長、 判西アテルイ 。モ

レグ)会 の Wi J「 、 1判 llLl′「≒〃(り〔1台 げ)会 υ)会 計監査 t,1檸:(1さ

れ ま した 謹ノしで哀悼の意を表 します とと tDに 、神の

御許にて安 らかに永眠 され ます ようお祈 りいた します .

2月 29口 (土 )大 阪第 1ビ ル12階  神lL閣 にて、和賀

亮太虫S氏 が中心になつて一関 ―高会お よび関 LltJ岩 手県

人会υ)有志が 1熊
7ヽ ヴご己1足 を偲ぶ会Jを 1旧 li増 し、奥様

ぉ kび ご r.し 271を 含マ)1371が 出中iし tし た

わし卜1十 二|ま 口姜7,さ んノ)遺 :l夕 (ご遺族 |キ 参)が飾 らオした

ほか、三 方の壁に熊谷 さんが映つた Fl lL岩 手県人会、

関西アテルイ 。モ レの会 (清 水寺 )、 関西一開
―高会

熊谷さんとご縁の深かつた竹さん (大阪第1ビル12階神仙閣)

でυ)思 い ||lυ )′ゲ真 1)飾 F)れ 、最 後 1■ ||1席 者グ)ブヽ

カギ,熊 谷 さ /じ /11ど、い |||li占 が披露 さ1し て、和や かな

|二 率冬rし 美し,t  (lfiち ||う I'i己 )

繭 j前 罰 瀬 悪 獅 稲 田市)

松坂家第28代当 キi 松坂定徳 (本会顧間)

<松坂家が に山金山に居イ|:し たわけ>

気(111`竹 り」村υ)|` 金 li最 神」li‖(||:し たげ)が 、任キ

坂徳イ1衛門定欠である[定 欠|ま 気但任ミ坂家υ)約 j代グ
'ノ
、

であるが、出白は、清和源氏の満政流 JII目 氏族の流れ

を波む武将の家系 |二 生まれた.我家の家譜に因ると、

父|ま 松坂家第16代 当■iで あり、松坂新次郎侍従兼近江

守源囃定と言い、足利 13代将午|″ )侍 従として|:え てい

た |サ は4り‖|(1城 1可 )(卜 人・任やサイリト賀守鴻t賞 宗げ)女

(拠
it)と あり、こυ)1人 ヴ)||||に 生まれた ―rで あり、

永禄 7年 (1561)山 城 LT I洛 陽 (京 倒:)に 11ま れ、又次

郎 と名付けられた 父・盛定は、足利義輝第13代将軍

の侍従として近侍して居たが、永禄8年 5月 19日 、三好

義継・松永久秀等に

'各

陽室‖II亭 で体壇、中に急襲 され

(永 禄の 1lLと 言う)′■兵少なく 1,1子 軍
′
IFソ 奮戦 (塚 嶋(

卜仁:プ )F[功ちj′ ■ご
`色

Fl+早イ云υ)腕
Fキ
11)し 、 /li涯 (し 上うがい、

戦タビ)げ )|サ 、父・1ヽ 定 ()i戦タビした  「 イ1119歳 ヒ「|う i

法名・無壁院殴ノこ享と1慶 大|||:と あろ 故に、 |サ ヒ共

に祖父松坂又次虫R新兵衛暴ヽ1主馬助従61に _11備 中守盛朝の

館 |こ うき取られ、1■勢国松坂城 (基、又|ま砦であろう)

で撫育 (ぶ いく、かわいがる)さ れた[永禄 12年 けを

J「iで rtう  1歳で父をvて い、5歳 でけをrtい 内組で頼ろ

者ltl[父 けのみである:

|サ
ト勢IJの [J「 11す 公

"岬

武1子げ
'北

lil!t教 (ヒ 1)′ )り )"岬、

北出i親房,北畠順家げ)直 系でル,る [ 天正 4イ 11(1576)ll

月具教りF「 と繊 FF右 大臣信長公と不和、戦 (い くさ)と

なり、国「ll家 が敗積 (|ま いせき、戦争で負|す る)と なり、

巳む無 く(リ
ト勢松坂を脱||す る:親成を頼 リト野国宇抑;

宮 1可 綱お貞のイil喬 1寸 を采地 (さ い夕り、|り 11也)に賜り古1111:す

る ||キ に松坂又次虫∫山llk定 欠13;1枝 と,|う

トリ千二|イ il喬 1寸 十二|||l li~l~る 1)、 イ「1喬 1111型 1)「コ1更 ■1は /t

く、宇樹
`宮

領内で t)安 住グ)l也 は無 く 「「4tあ れば千文

人

■
っ

故熊谷 克己氏の奥様に供花を 手渡す鈴木綾 子常任幹 lf



(か んか 、戦

争)を交わす」

とあ るか ら、

力 で境 界戦 を

犯 し、相 手 を

威 圧 す る世情

が続 き、武 将

の性 (さ が )

に嫌 気 を感 じ

て いた に相 違

ない。

そ こで、武

将 の生活 か ら
松坂家28代当主 松坂定徳氏 (堺市在住)脱却するため苦

悩 したと思われる。

この時、地下資源の開発に興味を抱き始めていた。

祖父盛朝が天正16年 (1588)3月 5日 、石橋村で62歳

で逝去 し、祖母の三回忌 と祖父の満中陰の法事を経て、

戦いや殺多 (さ つ りく)の世の中と決別 し、名を松坂

徳右衛門と改め、親族数名 と共に地下資源の修行の旅

に出る。 目指すは羽州の延澤金山 (山形県)で金鉱石

のイ ロハから着実に学ぶ。他の金山の違いを学ぶため

に、羽州の院内金山 (秋 田県)で更に深い知識を学ぶ

例年にない暖冬の岩手県であった。けれ ども、そん

な年は、決まって春さきに寒の戻 りがあって、今か今
かと気をもむ桜の開花も、結局は平年どお りとなる。

今春も、まさにその通 りとなった。 4月 下旬まで寒
い 日が続いた。周期的に降る里の氷雨が、奥羽山系の

山々ではなごり雪となって、せっかく開通 した人幡平
のアスピーテ・ラインも開かずの日が多かった。

だが、たとえ道路が開いた日でも、今年は寂 しい。

例年ならば、列をなして ドライバーが通 り過ぎる山岳

道路も、観光客の姿はまばらである。新型コロナ ウイ
ルス騒動の影響である。

北上展勝地の桜 も、たしかに咲いた (よ うである)。

だが、いつ咲いていつ散つたか、記憶に定かでない。

とい うのも、不要不急の観光 自粛要請によつて、見頃

ことが出来た。実務を研鑽すること既に6年、更に歴史

ある金山を尋ねて奥州第一の金山と言われた、陸奥国

伊達領気仙郡竹駒村の玉山金山に辿 り着く。

時に、文禄2年 (1593)の 春、玉山金山に登る前に今

泉村 (陸前高田市気仙町)の有力者 。米谷二郎右衛門

宅に草軽 (わ らじ)を脱ぎ、旅の疲れを休めて玉山の

情報を得る。玉山金山には、安西高右衛門と言 う金山

師が居た。安酉氏は金山の専門家の松坂徳右衛門定久

の来訪を歓迎 し、玉山金山の開発に協力することを約

し食客となる。

<豊臣秀吉より「金山奉行」を命 じられる>
伊達領の金山は、豊臣秀吉が直接支配 していた。金

銀は国の宝、国の宝は天下を治める秀吉の物 との理屈

である。同年秋、秀吉の金山奉行の大橋人蔵吉宗、西

村左馬助廉元、鯰江権右衛門貞勝の3名 が来訪 し、金の

採掘、精製などの質問があ り、素人でも理解できる様

に、具体的に説明 し、その応答振 りや知識の深 さに感

心 し、気仙郡内の鉱脈金山を一括管理する役 目が適当

と気仙郡の金山奉行 「金山物書頭立役」を命 じられ、

以後気仙郡内の金山を管理 した。 この頃から砂金採

取が主流であったものから、坑道掘 り産金が主流 とな

る。 (次回 その4 金山一揆と伊達家支配)

気仙松坂家累代の墓 (陸前高田市) 中央の石碑は「松坂家墓碑群の説明」

の時期の報道もされなかったからだ。無理もない。桜

まつ りも中止、駐車場 も閉鎖されたのである。

ただ、盛岡の石割桜の開花は、テ レビやラジオでと

りあげられた。今回の騒動の中、石に根を張る強靭な

桜に、今を耐え忍ぶ県人は自らの姿を重ねただろうか。

政府から出された緊急事態宣言 と多業種にわたる自

粛要請により、県内の公的施設、飲食店、各種イベン

トはことごとく営業や開催の中止を余儀なくされた。

国内 2番 目の広大な面積 と低い人口密度。いわゆる
「三密」 とはもともと無縁な県土であるが、さらに人

出が絶えて、沈黙の春となった。

都市部の飲食店では、テイクアウトを始めた り、営

業再開後に使用できる前売 り券を発行するなど、その

場をしのいでいる。だが、終慶、の見えぬ騒動が、県内
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Ｕ
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多賀谷真吾 (花巻市在住)
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より多くの相談を頂いています。また、昨年より約40

年が りに相続法8項 目(正確には民法第五編)の改正がな

され、お子様がいらつしやるご家庭などからも相続や

贈与についてご相談頂 く事が増えてきています。

本来であれば実際にお会い して、日を見て、雰囲気

を感 じて、そこから生まれる信頼関係を元にお話を進

めていくのですが、少 しでもお客様の想いに応えるベ

く、今はLINE等のTV電話でお話 しています。

しかし実際にやつてみると案外便利に感 じる事も多

く、お客様か らも違和感なくお話 しする事ができたと

お声を頂 く事も多くあります。特に、地元の岩手のお

客様などは、従来片道7時間ほどかけてお話 ししに行つ

ていたのが、瞬時にご相談に乗ることもでき、場合に

よっては利点が多いこともあるのかなと思つています。

好む と好まざるとに関わらず変化に対応せ ざるを得な

い環境にさらされた事で、少 しでも良い方向に変化 し

ていけたらと思つています。

昨年から県人会に入会 させて頂き、甲子園の応援、

円山公園のお花見、スーパー ドライ梅田での懇親会等々、

たくさんのイベン トに参加 させて頂きました。そのご

縁で岩手県主催の 「企業ネッ トワークin大阪」にもご

招待かつ達増知事 と交流までさせて頂き、入会 して心

から良かったと思つています。

しかしなが ら一点惜 しいなと思つている事がありま

す。それは、私のような働き盛 りの青年がほとんどい

C hude面J
澤 口 朋 哉
ライフプランナー

撃
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ないとい う事です。継続 して発展 していく組織である

ためには、多様性 と、それを受け止める寛容性が必要

だと思つています。

そこで事務局に相談させて頂き、青年部を作ること

を了承 して頂きました (注・6月 の役員会で承認 )。 目的

は青年部メンバーのビジネスの発展 と、それに伴い青

年部に入会 して頂き、関西岩手県人会を活性化 して行

く事です。今はコロナ禍にあり、充電の時期ですが、

収東に向かつた暁にはエンジンをかけて活動 していき

たいと思つています。

しかしながらまだまだ若輩者で未熟な点も多々あり

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、精一

杯活動させて頂きますので皆様の応援を宣 しくお願い

致します。

長山幸悦 ;新型コロナ ウイルス感染防止のため参加は

自粛させていただきます。

松原志朗 ;時節柄健康に留意して生活 しています。

三田地泰徳 ;番地が変更になりましたのでよろしくお

願いします。

吉田正夫 ;写真クラブ活動につき残念なが ら参加でき

ません。 (佐々木哲夫様、高橋清紀様 1日 も早いご回

復をお祈 りしております。事務局)

:勇見返信ハ芽｀ 。デL〃瀕轟 (駁私、挨拶文省囀

小林潤子 ;こ の日は福岡へ出張中のため残念なが ら参

れません。

小山綾子 ;元気にしております。

佐々木幸男 ;文楽公演中のため参加できません。

佐々木哲夫 ;三つの病名を抱えて療養中です。

高橋清紀 ;体調不良ですので欠席 します。

<会員紹介>
2020年 3月 8日  浅沼 徹氏 (花巻市、現門真市)

2020年 4月 1日  藤井公史氏 岩手 日報大阪支社長

(青森市)

2020年 4月 1日  主濱隆志氏 岩手県大阪事務所次長

(滝沢市)

2020年 4月 25日  畑中 茂氏 (大阪市,現大阪市)

<1面 下期の主な行事予定つづき>

11月 中旬 桐の会例会

12月 6日 (日 )かもめの会忘年会 (道頓堀ホテル)

12月 16日 (水)役員会、会報イーハ トーブ44号発行

12月 末～1月 上旬 第100回全国高校ラグビー選手権

12月 末～1月 上旬 全 日本高校女子サッカー選手権

本号は県人会行事の記録記事がない代わり、岩手県

務所の新体制 と着任挨拶を土井尻所長および主濱

が寄稿、また釜石沿岸広域振興局から高木前次長が元

なお便 りをくださつた。

思いがけなく熊谷克己氏 (元副会長&事務局長)の

もあつた。

だが、うれ しいことに、松坂顧間の 「玉山金山遺跡

介」シリーズの他に、今号から新たに多賀谷真吾幹

こよる新連載 「イーハ トーブの国からJ力式始まり紙面カ

実 した。

更に うれ しいことには、澤 口朋哉氏が 「青年部」を

、県人会に若い力を吹き込んでくれそ うで、大いに

したい。 (事務局F記 )


