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ぉょび掛け細め式 2020年 8月 1日 (土 )

京都清水寺～規模鯖おして開催～

2010年 (平成22年)に 当時の京都岩 手県人会々長・

及川 静衛氏が、清水寺貫主 。森 清範師にご相談 し、

境内に 「岩手名産 。南部風鈴」を飾 ることになったの

が最初である。

2013年 (平成25年)に は 「南部風鈴を愛でる会」が

発足、会長に及川 静衛氏、事務局長に佐 々木 享氏が

就任、後援に岩手県、同教育委員会、釜石市、同教育

委員会、京都府、京都市、同教育委員会、協賛には株

式会社・岩鋳 、南部鉄器共同組合 に参加 して もらい

(現在は富士善工業い 。北上市、いプランテ ック・奥

州市 も参加)、 岩手 と京都の児童に短冊に願い事を書

いてもらうことに加 えて、本堂での風鈴法要 と回廊で

の掛け初め式典および児童の朗読など現在の行事様式

を整えるに至った。2017年 (平成29年 )か らは南部風

鈴を愛でる会、京都岩手県人会、岩手県大阪事務所に

加えて、関西岩手県人会、関西奥州会、関西アテルイ・

モ レの会が協力団体 として参加 し、風鈴の飾 りつけ、

取 り外 しなどに協力 している。昨年2019年 (令和元年 )

は第10回 の節 目に当た り、関連団体が多数参列 して法

要・掛け初め式および祝賀会が盛大に催 された。

しか し、本年はコロナ禍によ り多 くの行事が軒並み

中止の中、 「南部風鈴を愛でる会」 とこれ を支える関

西4団体 (関西岩手県人会、京都岩手県人会、関西アテ

ルイ 。モ レの会、関西奥州会)および岩手県大阪事務

所 &名 古屋事務所の代表が、風鈴法要 と掛け初め式に

参列す るにとどまった。主催者 の意向で地元京都か ら

の来賓 も少な く、短冊を朗読す る小学校生徒の参列 も

なく質素であった。

今年の祈願には 「世界平和及び東 日本大震災復興」

関西宮沢賢治の会々長 深田 稔 (一戸町出身)

花巻市が今年 (2020年)の賢治祭を早々に中止と決

定した。花巻の代わりに、延暦寺の法要に参列 したい

と北海道の方から打診があったが、関西宮沢賢治の会

もIMん だ末に会としての法要参列および記念講演会を

南部風鈴・掛け初め式  (どなたかわかるかな?)

の他 「新型 コロナ ウイルス退散」が力Πわ り、10時か ら

清水寺本堂内陣にて、森貫主をは じめ一 山僧侶による

法要が行われた。

読経の続 くなか参列者の焼香があ り、その後、岩手

県大阪事務所次長・主濱 隆志氏の司会の下、森貫主お

よび及川会長 の ご挨拶 、達増岩手県知事 メ ッセー ジ

(岩手県大阪事務所長・土井尻 英明氏代読)があった。

次いで、拝観入 り口す ぐの回廊にて主だつた方々に

より風鈴が掛けられ、掛け初め式も無事終了した。

8月 1日 から31日 までのlヶ 月間、清水寺境内 (田村堂、

回廊)で南部風鈴の涼 しい音色が鳴 り響いた。

なお、7月 31日 の飾 りつけおよび最終 日の取 り外 し

(後始末)に ご協力いただいた多 くの皆 さんにお礼 申

し上げますc (事務局F記 )

中止 した。

しか し、雨が降ろ うが槍が降ろ

中止 され ることはない。そ こで、

可能 とし延暦寺の了承 も得た。

当日は素晴 らしい秋晴れ とな り

うが延暦寺の法要は

法要に個人的参列は

、久 しぶ りに賢治歌

コロナ稿を避け会として0
～ 個 人 参 列 11`～  2020年明 21日 (月 、祝)比叡山延暦寺



碑の自1で 法要が行われた↓過去341i間 は雨を避けて
~法

華 卜講」が行われる大講堂 (僧 侶の学問研鑽の

場)で開催されていた3

個人参列者 |ま 岩手県大阪事務所の 11井尻 英明所長、

主濱 隆志次長は じめ、熱′とヽな賢治愛好者 17名 (子 供

3名 含む)であつたEなお、麓の坂本に住み賢治に関

心があるというご夫妻が飛び入りで参列された「

今年は例年のような詩の劇1読や合唱 t)な く、延暦

キ法務剖:主 事の中島 隆乗師の百]会 で始まり、導師の

横山 照泰師、出仕4名 の高僧が読経を続ける中、参

列者全員で献花、焼香 し賢治 さんを偲んだっ岩手県

和賀市『西和賀町沢内より取 り寄せた
‐
りん どう」の

青い花が、ことのほか祭壇に映えたこ

今年は賢治 さん と清六様の宮沢ご兄弟の他、有縁

物故者として本会が大変お ||ヒ 話になつた元國1会長の

本寸
^ヒ

忠夫氏 (亨年87歳 )他 1名 の迫善供養をお願い

した。 さらに10回 忌 となる東「1本 人震災犠牲者の供

養 もしていただいた=今 午の有縁物故者は来年 も供

養をお願い し、多 くの会員と一緒に故人を偲びたい

と思つている。

午前中で散会 となつたが、外出白粛が解けてす ぐ

の1連体の晴天日とあつて、午後 |こ なつて (ぅ 比叡山を

目指す車列は途絶えず、珍 しく渋滞が発生 したc 上 :法要風景  ド:導師 と出仕および ll■ ブ、参列者

第34ロヨヒ京会 レボー ト
戦ヽ繊鍾奪輩熱舌鬱す患藁

2020年 10月 7日 (水 )

キングスロー ドゴルフクラブ (三木市 )

ゴルフ幹事 藤井 勝 (花巻市出身 )

北海道 と東北5県 (「 3森 欠席)に よるγj341口 1北 束会ゴ

ルフコンベが、|た H占 とい う好条件の中、キングスロー

ドゴルフクラブ (兵 庫県二木 ||「 占川HT)に て開催 され

ました。今年の幹事は秋田県

総勢55名 、わが岩手 |ま 8名 の参加 (北海道 9、 秋田15、

宮城 6、 福島5、 山形 12)。

成績 :団 体戦は例年通 リチームの上位5夕|の ネッ トス

コア (ダ ブルベ リア方式)の 合計で競われたこ順位は

優勝北海道 (上 位 5名 の合計―以 下同)ネ ッ ト369.8

(グ ロス467)、 準優勝秋田ネッ ト3760(グ ロス 178)、

3位山形ネット3766(グ ロス457)、 4位岩手ネ ッ ト376

6(グ ロス475)、 5位宮城 ネッ ト380.6(グ ロス,155)6

位福島ネット3868(グ ロス526)=

優勝 した北海道は ネッ トlt i仁 た |:

ロスび)よ かった宮城 県 と、 ツ=ス「「て

|‖ 俗 rさ ん (男 女併せて第 生 | '千
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中し Lげ ます と共に、来 fll lま fし 共`|:■・11で 1っ あ り多

数のご参加を期待 してお ります

岩手チームのメンバー (立,tヽ うえお |・ ま11■  :伊藤

太元、伊藤 泰子、柏山 喬、神 田 真晃、刀恨 誠、

外浦 記代美、新円 陸夫、 藤井 時 」由」ni111可 13H受領)

『太陽が隠れた季節』
多賀谷 真吾(花巻市在住)
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まだ油断ならない。

大雨の被害に隠れて 目立たないが、このところ、全

国各地で火山活動 も活発である。

賢治 さんは、 「グスコーブ ドリの伝記」の中で、冷

害を火山噴火で解決 させ ようとしたが、ほんとうに火

山が噴火すれば、江戸期の天明の大飢饉のように、冷

害どころではすまなくなるc

地水火風、とい うことばがある。世界を構成する自

然の四大要素のことだが、地震、水害、噴火、台風、

とも読める。 まさに、人間生活を運命づける自然は、

諸刃の剣、ということでもある。

自然災害に加 えて、コロナ渦がある。終息す るどこ

ろか、感染再拡大の兆侯を見せている。

関西 と岩手を毎週のように仕事で往復 している私が、

3月 下旬以降、一度も往来できていない。

関西からは、来ない方がいい、と助言 される。岩手

では、行つてこないで、と懇願 される。

無理 もない。岩手はいまだ感染ゼ ロ街道を独走中な

のだ。 ここまで来れば、岩手県人は何があろうと感染

第 1号には絶対な りたくないのだ。

もし、不名誉な第 1号にでもなれば・・・。待ち受

けるのは、噂、中傷、村人分、罵詈雑言。全国のマス

コミの餌食になって しま う。 口には出さぬが、その恐

<金山一揆が起こる>
古代か ら黄金の採取の主流は、農民が副業で河川敷、

澤から採取する砂金が主流であつた。

秀吉は、農民が副業で細々と採取する砂金だけでは

物足 りなく、採掘権を与えると言 う名 目で 「許可証」

を与えて住所氏名を 3年かけて採取者全員を調べ上げ、

年 1回の年貢 (税金)を文禄 3年 から「年 3回」にす

ると通知 した。

怒ったのは許可証を受け取つた堀子と呼ばれる農民

である。気仙郡、東磐井郡、磐井郡 (以 上は岩手県)

本吉郡 (宮城県)の堀子 3千人が反対運動に参加 し、

東磐井郡千厩村の白山堂 (現松沢神社)に集結 し、増

税反対の狼煙 を挙げた。危険を感 じた 3人 の金山奉行

は伊達政宗の居城、岩出山城に匿い、 ´
揆に参加 した

群衆は伊達家の武士に鎮圧 された。

首謀者35名 は見せ しめのため、礫の刑に処せ られ、

解散の命で個々に散会 して平穏に収つたかに見えたが、

実は陰で糸を引いて居るのは伊達政宗である、との噂

が流れ、秀吉の耳にも人 り伊達家の大騒動 となる。

この時、政宗は京都に居たが、窮地に立たされてい

た。留守を預かる城内の重臣達は大慌て、会議を重ね

て責任者の大肝入 。白石十郎左衛門、堀子監督の本判

役・及川十郎兵衛を京都に派遣 し、無実を釈明 して受

け入れ られた。

文禄 4年、伊達領内の金山支配は伊達政宗に委譲す

るとの知 らせを受けて驚き慌てたのは伊達政宗。早速

大迫町の人道雲 (2018年 8月 23日 多賀谷真吾氏撮影)

怖が岩手県人の心の中に居座っている。

そのことを念頭においた慎み深い行為が、感染ゼ ロ

とい う結果に結びついているような気がする。

だが、実のところ、そんな息のつまる生活か ら、い

ちはや く解放されたいのだ。

まもなく、岩手の田んぼでは出穂の時期を迎えるc

青々とした稲が、日の光を待ちわびている。

太陽よ、岩手の大地 と、そこに虚、づ く人々の心に、

ぬくもりの陽、希望の光を与えたまえ !(2020年 7月 29

日受領、皮肉にも当日夜8時岩手で初の感染者発表あり)

玉山金山入り口案内図

伊達領内の金山を管理す る家老クラス (金 山見分役 )

の選考に当たったが、適任者が居 らず、気仙郡の金山

を恙無 く管理 して居る名声の高い松坂徳右衛門定久に

自羽の矢が向けられた。

岩出山城に呼び出されて強引に 「金山見分役」を引

受けろ、と言われても、武将の地位 を捨てて金山開発

の専門分野に目覚めて従事 しているので、政宗の家来

になる意思は全 くない。領内の地下資源 「お宝」を維

持管理する組織は皆無であ り、現状では政宗の意向に

は従えないと一蹴 した。

政宗公は何が何で t)引 き受けて貰わなければならぬ。

鞍馬や駕籠に乗つても良い。必要な ら武士の派遣 も許

そ04 金山´撲と伊達
松坂家第28代当主 松坂 定徳 (陸前高田市出身・本会顧問)
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す。武将並みの扱いにするが、家 来の 11ド 関係の扱い

には しないと約束 したので、金山経営に協力すると妥

協 したこ契約は成立 し、鉱 山組織の改正は徳右衛門定

久に一任され、金山見分役を引受けたっ

(次回 その5 明治以降の松坂家と玉の湯 )

【はじめに】

関西岩手県人会の皆様、

はじめましてc

日乍年の 10り 1に 同会に入

会させていただ きました
「
大輪 1羊史Jと 申します。

私は生 まれ も育ち も

大阪 とい うことで生粋の

大阪人 なのです が、平成  だいわよしふみ(1979年生)

29年 1月 1口 か ら平成31  大阪市水道局・勤務

年3月 31日 までの2年 間、東 日本 人震災の復興支援 業

務に従 事す るため、災害派遣職 員 として山田‖「に派

遣 されていました ,

この派遣 をきつかけに、山田町そ して岩手県の こ

とをた くさん知 り、そ して大好 きにな り、今では私

の 「第二の故郷」 とな りましたし

今回 |ま 、第 二の故郷である 「山田町」への思いな

どについて、県人会報の誌面をお借 りし会員の皆様

にお伝 え したいと思いますこ

【派遣のきつかけ】
「平成23年 3月 11日 、14時 46分」を会議先に向か う

車の中で迎 えた私は、あの地震 (東 北地方太平洋沖

地震)の揺れをまった く知 りませんで した。

会議先に若くと周 りの方々が、 「すごい揺れたなぁ」

や
「
東北が大変な ことになっているJと い う話を し

ているのですが、揺れ を矢Πらない私は 「地震あつた

んや」 くらいの感 じで したっその後、いつ ものよ う

にお酒 を飲みに行 き、家に帰 ってテ レビをつける と、

鵜辮 ぬ遺 I

病 事鑽鑢 繊 '新ξ 態鐵 掛 け慶
F

2021年 1月 24日 (日 )予定の総会 。新春懇親会はコロナ

禍のため中止 といたします。 どなた様 もお元気で新年

をお迎えください (事務局)

大阪おから山口町に2年間派遣
大輪 祥史 (泉大津市出身、同市居住 )

津波 と火災に襲われた 1気 1沼市」の映像が流れて

いました
=

一瞬、何が起 こつているのかが全くわか りません

で したが、 「こんな時に、のんきにお酒なんて飲み

に行って…」と自分に出
:立

ちを感 じたのと1司 時に、

1復 興のためにお役に立た)た い」と思いました.

そσ)思 いから、震災後に

'T城

県 (作
「巻市及び南

三陸田「)に ボランティアで行かせていただき、現地

の方 々か ら色々なお話をお聞かせいただ く中で、

「短期のボランテ ィアではなく、長期間、災害派遣

職員として復興業務に従事したい」との思いが湧き、

庁内の公募に手を挙げ、山田 lrrに 派遣 されることに

なりました
:

【町の復興】

派遣当初、町のあちらこちらに盛土があ り、 「本

当に復興なんてできるのかな ?」 というのが正直な

感想で したこ

しか し、役場前をは じめ、大津波に襲われた地区

の嵩上げの完了、非居住 lえ 域 となつた区域にお住ま

いだつた方々 /1tt「・FI移 転先となる高台団地の完成な

ど、私の派遣された平成29年度、30年 度σ)241i間 は、

町のハー ド面の復興が ―番進んだ期間であつたとい

うこともあり、復興へ向かつて 日に国に変化 してい

く街並みを見ながら何度 t♪ 感動 したことを覚えてい

ま
‐
すこ

中でも、ヽ
「

成31年 3月 23日 に 「二陸鉄i亘 リアス線 J

が全線開通し、 ―番電 F巨が陸中山ド駅σ)ホ ーノ、に人っ

てきたときは本当に感動 しました し、他の被災地で

避難場所 となった高台 (御蔵山)に ttrっ 東 ‖木大震災慰霊 l161

左 :津波犠牲者の碑 右 :殉職消防団員の碑復興 した山口1町役場前 (平成29年 5月 撮影 )



見られたBRT(バ ス路線)での復興ではなく、鉄路での

復興を強 く要望 し、それを実現 された方々の苦労話な

どもお聞きしていたことか ら、感動のあま り駅のホー

ムで涙 したことを思いだ します。三陸鉄道には 「復興

のシンボル」 として、そ して 「人々の足」 として、山

田町をは じめとした沿岸市町村の皆 さんの思いを乗せ

て、これからも走 り続けてほ しいなと思います。

派遣期間中は、辛いこと、 しん どい ことなどが沢山

あ りま したが、復興に向けて力強 く前に進 もうとす る

町民の皆 さんか らた くさんの力や勇気をいただけたこ

とで、本当に頑張ることができました し、復興支援業

務に従事 させていただいていることを本当に誇 らしく

思えました。

【最後に】

山田町では今年度、復興計画の最終年度を迎え、町

の復興は最終段階を迎えようとしていますが、それは

いテ レビ岩手大阪支社長

八重樫 雅弘 (岩泉町出身 )

関西岩手県人会の皆様 テ レ

ビ岩手大阪支社の人重樫 雅弘と

申します。 どうぞ宜 しくお願い

致 します。昨年のH月 か ら大阪

での生活がスター ト、早くも1年

が経ちま した。出身は龍泉洞の

町・岩泉町です。

初めて となる関西 。大阪での単身生活。右 も左 もわ

か らず、悪戦苦闘の 日々か ら、よ うや く仕事 。生活に

慣れ、休 日には京都 。奈良に足を延ば し、これまでに

ない刺激を満喫 しは じめた3月 、 「コロナJと い う目に

見えない敵が大阪、そ して 日本を襲いました。

狭いアパー トの部屋に閉 じこもつた生活、岩手に残

した家族への思い。その時には、故郷や家族の大切 さ

を一層感 じたものです。

そんな生活の中、自分の心を支えてくれたもの、そ

れは水都大阪を代表する 「堂島川」です。

少 し遠回 りにはな りますが、朝晩の通勤時間は堂島

川沿いを歩いて通 うように しています。季節毎、いろ

いろな表情 を見せて くれ る堂島川は、故郷 。岩泉の清

流 とはまた趣の違 う、大きな安心を私に与えてくれ る

ものです。 (2020年 10月 28日 受領 )

m岩手 日報社大阪支社長

藤井 公史 (青森市出身)

気がつけばもう師走の足音が

ひたひたと。 4月 に着任 しまし

た岩手 日報社大阪支社の藤井公

史と申 します。公史 と書いて

ハー ド面の復興であ り、 ソフ トin(心 の復興)は 、ま

だまだこれか らだ と思います。派遣 とい う機会を経験

させていただいた人間 として、微力ではあ りますが、

今後は、 ソフ ト面の復興のお役 に立てる取組みを して

いきたいなと思つています。

また、被災された方の中には 「あの 日のことは忘れ

たい」 とおつ しやる方もお られましたが、私はあの

震災が風化 しないよう「被災地で見た こと、聞いたこ

と、そ して経験 したこと」をしつか りと伝 えていかな

ければいけないと思つています し、それが使命だ と思つ

ています。

本当に山田町が大好 きです し、正直、今す ぐにで も

帰 りたい と思っています。愛する故郷のため、今後 も

出来ることを積極的にやつていきたいと思います。

(2020年 H月 15日 受領 )

*****

「まさふみ」 と読みます。 どうぞよろしくお願いいた

します。

自己紹介を簡単に。生まれは青森市。父は秋 田県横

手市、母は青森県三戸町出身です。

大阪支社での業務は主に広告営業です。 「新聞社」

とい うと記者 とい うイメージで しようが、様々な職種

があ ります。広告主、広告代理店 と連携 を しなが ら、

企業な どのニーズに合わせた新聞広告の提案を し、広

告出稿を目指すのが主な仕事です。

かつては奥州支局 (当 時・水沢支局)やスポーツ担

当の記者を担当。紙面 レイア ウ トな どを行 う整理部 と

い う部署にも在籍 してお りま した。大阪では、広告営

業と共に、関西発の皆様の活躍を岩手へお伝えすべ く、

取材等 もさせていただきますのでご協力の程、お願い

いた します。

初めての大阪暮 らし。紙面や他媒体で見聞きした

｀
大阪あるある、は、毎 日を刺激的にしてくれます。

梅 田の地下は迷官▽天神橋筋商店街で見知 らぬおば

ちゃんに声掛けられ る▽おばちやんは 「ヒョウ柄」、

Tシ ャツの猛獣率は高い▽エ スカ レー ターは右側▽

「ほんまほんま」 「矢日らん矢口らん」 よく繰 り返す▽歌

舞伎揚げではなくばんち揚げ▽新喜劇が毎週放送 (盛

岡では時々放送)▽ サンテ レビは貴重な民放プロ野球

中継 (私はカープフアンですが)な どなど。

挙げればき りがあ りませんが、コロナ禍で 日常生活

が閉塞 している中、大阪の元気のかけらをそこか しこ

で感 じてお ります。

年が明ければ東 日本大震災か ら10年。 あの 日、 「当

た り前が、決 して当た り前ではない」 ことを目の当た

りに しま した。大切 な人を守 るため、支 え合い、 とも

に歩み、明 日へと語 り継 ぐ一。

関西、東海、広 く西 日本の皆様か ら、10年 の節 目を

迎える古里へ寄せ るお気持 ちを、紙面を通 じてお伝 え

すべ くお手伝いができれば と思つてお ります。今後 と

もよろしくお願いいた します。 (2020年 11月 2日 受領 )



輸IBC岩手放送大阪支社長

佐々木 昭人 (盛岡市出功

コロナ禍の2020年4月 1日 、

大阪支社に赴任、本来の大

阪の活気や賑わいを感 じる

事無く半年が過ぎました…。

本社勤務5年・東京支社 15

年・本社3年 を経て初の大阪

勤務 となります。

中之島のオフィスまでは

毎 日30分程歩いて通勤 して

お ります。堂島川沿いを通る事もあ り 「暑 くて地 Lは

歩けない |と 聞いていた大阪の夏も何 とか乗 り切 りま

した。春 。秋はとても気持ちの良い通勤路です。

<会員認介 > よらしくお願Щ Oたします

2019年 H月 人重樫 雅弘氏 テレビ岩手大阪支社長

2020年 04月  佐々木 昭人氏,IBC岩手放送大阪支社長

2020年 07月  鈴木智瑛氏、盛岡市、現大阪市

2020年 08月  志賀 弘敬氏、二戸市、現大阪市

<お知 らせ >202… 綺事手定

2021年 1月 24日 (日 )総会 。新春懇親会   中止

2021年 3月 03日 (水 )イ ーハ トーブ45号発行 実施可

2021年 3月 07日 (日 )震災10周年街頭募金  予定

2021年4月 04日 (日 )親睦お花見会(円 山公園)予定

2021年 6月 09日 (水 )イ ーハ トーブ46号発行 実施可

2021年 7月 18(日 )3県合同 ビアパーティ 予定

2021年 8月 中 卜旬 甲子園高校野球応援   予定

体 Flは 京都まで足を延ば し寺社を巡つた り、大阪市

内を走つてお ります。東京では皇居や駒沢オ リンビッ

ク公園、盛岡では北上川か ら中津川を遡 るコー ス等を

走つていましたが、中之島公園を通 り天満橋を折 り返

すのが大阪のランニングコースです。余裕がある時は

大阪城を 1周 し14キ ロ程走る事 もあ ります。昨年は第 1

同いわて盛岡シティマ ラソンを完走 しま した。岩手大

学をスター トして市街地を抜け、御所湖で折 り返 し盛

岡市中央公園まで、アップダウンのある中々タフなコー

スですЭ今年、休止になつて しまった大阪マラソンも

楽 しみに してお ります。

造幣局の桜や 中之島公園のバ ラ、大阪城の紅葉一大

阪の四季を感 じなが ら走 つた後は、美味 しいお酒 と

「食い倒れの街」大阪の グルメを堪能 したい と思いま

す。宜 しくお願い致 します。 (2020年 10月 27日 受領 )

残すのみ となつたし本年度は年初の総会 。新春懇親会 こ

そ実施 された t,の の、突如流行の新型コロナ ウイルスに

より、その後の県人会行事は中止あるい |ま縮小を余儀な

くさ才した.

ほぼ無傷で実施されたのは i絆iに な りにくい野外行 !|「

であ)る ゴルフコンペ¢)み であつたようだi

それ故,本 号は行 事:報 告が少な く記 lf不 足を予想 した

が、松坂 定徳氏、多賀谷 真吾氏の連載シ リー ズと人輪

祥 史氏の山田町派遣記事、それに職域幹事であるマス

コミ3社の大阪支社長による 「就任ご挨拶 J、 新会員υ)

佐藤 康氏の自己紹介などの寄稿があ り、 ヒて t)魅 力あ

る紙面となつた。 H月 にコロナ流行第3波 が襲来、次号

以降 t,記 事不足が 予想 される,多 くグ)方 σ)寄稿を期待 し

釜石W杯 ラグビー

プレイベン ト会場にて

:目四 櫨 蹴 」電漱「
……

1関■ 口 ::[::「]:警
:会員の阿部 邦彦氏から何度かお謝 をヽいただき、昨       

ン

I皐 碁各暮霞

=こ

は墓憂

:[it【号槽]]増lF17∫::i:「[_11[|]l               illilili[,li::抽 舞 tH却中学言で 喘 で クラブも 喘 で した

、管 iズ 。ξ塚 FIT〔 rif:球 部 (ソ フ トテニス部)で は前衛 と後衛で311問チーノ:球 部 (ソ フ トテニス部)で は前衛 と後衛で311問チームを   J/1 。E劃圏醸圏圏田lい (D3度 ほど通 りま した

林凡み ました,中 学の同級生で一番西に来ているのは自    佐藤 康・昭子ご夫妻   今年はコロナで難 ヒンいと

:分 では一と思っていたので、邦彦氏から連絡があった              ろです=移 さな 1す ればと思:

押寺はびつくり.舞鶴で20数年 (?)ぶ りに家族を交え   いつつ本籍は今 tD― 関です.            :
:て 再会、再び ||1交を温めて現在に至つています.       これからはできるだけ会の行事に参加 して、皆様と::て 再会、再び ||1交を温めて現在に至つています。       これからはできるだけ会の行事に参加 して、皆様 と:

: 私 とに1じ 時期に新 しく人会 された方々が才キく、 1`4均   親交を深めさせていただけたらと思 つてい ます  よぅ

ント齢をドげたにt,かかわらず、私げ)人会で台無しにし   しくお願いいたします.             :
:て しまいお詫びいた します=                呂

1か
ら 「さしみ」と 「さくぶん |が 大σ)苦 手、 lltつ

:

: 私は高校卒業時、小学校か ら 一緒だった同級生に誘   付き幸かつたのが本音ですこ加えて私事なが ら、家内
:

:われて、 「寝 るところはあるか ?あ る !|「 飯は食え   が4月 末に利き手の右手肖
^を

骨折 して手術,玉ネギ、ジャ:

:る か ?食える !Jの 1つ の質問に対する答えだけを聞   ガイモな どの収穫 と黒大豆植え付けの準備の時期に、:

:き 、何 1)奸|ら ない海 卜1自 衛隊へ 人隊 し舞鶴へ・・ 。
「   慣れない Ё婦業が加わ リバタバタしている毎 日です :

:."21慮 r■ 11選雅、"そダ2後人と姫蜂 rO■■■量産勲 ゆ.、 "…… … … … … … … … … … … … … …聟
pl∝ lQ却.|ユニ標,.」

2020年 t)あ とわずかな |1数 を

た い (事務亀)I'記 )


