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コロナに打ち勝 って
オリンピック開催な l 会 長 会 野  衛

三の、そ′)後 |ま コ:]十 感染中」i大 li tり 多くυつ行
.卜 が中止・

:縮 小を余儀な (さ れ誠に攻念な 1午 ヒな り美した J

:今 fl三 ,11年 |[続 き」度 ロダ)「 雪ヽを、事態 串:言 二が 1月 7日

:(べ )|■ 1第 3果 にヽ令、 1ナ 111日 (本 )に lt ttj反 、 1(F;、

:兵 l li/だ「Fけliノキむ 7府 県が iLり |さ れ ました そ して

:2Hi)l111(11二 |よ !垣 に lヶ 月.″

'延
1● ウ`|た ま |ブ ました

:今 年 生tr,新 春懇社会 |ま 昨年の うちに中 |卜 が決定 してお

::り 、3月 TH(H)の震災10年の街頭募 令 :り 中 |ll、 1月 lH

:t il}′ )'π 用;嶋 1人 会 ヒの
l‐tll上 お花 見 (り 望■,I午 です

岩手県知事
達洒 拓也

lla lす ま してお めで と う

ございます

FF頭
|二 当た ケ|、 li性 ん で

御1央 |ラ を中 し上 1ザ 土す
:

関 西i岩 手県 ノ、会の皆様

―

lキ       |・ ltヽ 高i佼 野球や 高校 ラ

グビーの全 」l大 会 ||1場 校に規r)― ろ激町ちや応援 をいたた「す る激 町ちや 応援 をいただ

ま他 人事:で

it tl)り ま―tlん  一ノこりヽとりが

専 |り 家′)警鐘に耳を傾け、な

るべ くイ(要 イ(急 t′ )。卜出を幸抱

しまし 上う

しヽ-1り しワクニ千レデ||ヽ |キ |[イ Tき

わたろまで、そ してア スリー

トの夢であるオ リンヒック開

lrが できるよう皆で頑張 りま

しょう (202123「 2'メ1)

ました

また、県でlt「 束 Hへ 大震災 |卜 波′)経験に基づ き、

引き続 き復興に取 り組みなが ら、お 有iい |こ 幸福を守 り

育てる希ツ椒「いわて二を基本 国標に掲 |デ た 「いわて県

民計画 (2019ヽ 2028)Jに 基づき、県民
‐人ひ とりが

お /1:い を 支′合いなが ら、「ヽ1作 Iiを i塵 求 してい くこ とが

できる地Inx社会の実 Jり[を  指 し、取
''組

/し てい 主す
1

今年は、東「1本 大震 災津波υ)子

`'こ

か tっ 10午 を Llぇ 、

国において 7L ν)た 5年 間の 「第2 tll復 興・倉」生期間_が
スター トす る年です「 県 として 1,、 り|き 続 き、復興推

illフ ランl■

'I:づ
く取り糸H.み をillざ )て ま:ヽ ります

また
~東

京2020オ リン ヒック・ ′ヽラ リンヒック:竜 1支

大会=や 、国内最 大規模 の観 光キャン 一ヽ ンで力Dろ

「束Jヒ デ ステ ィネーシ ョンキャン´`t― ン_が 1用 催 され

る fTlで t,お ります  L界 中か ら日 4く 、そ して岩手に |キi

が集まろ 二υ)機 会をllLえ 、感 |た 拡 ノご
'り

,llヒ ri会経

rlT活 動の前i立 を図 りなが ら、71手な らで |ま ブ,お 1,て な

しで本県の観 光、物産な どを国「句
'卜

1こ 向 |す PRし てい

きますので、皆様の調l支援 士御 協力をお願いいた しま

,「

今イト|ま
「丑午」です

高付光 太良:の 「岩 手の人Jと い う詩 に、 「岩 手の人

沈深牛の如 し,地を往きて走 らず、金てて草卒ならず、
アメひ|こ そヴ)htJべ きを与え司 J とルロリ、 まさに 「±11は

ギ|「 υ)イ 11 ~で '「  /)Oiも 、 ′
トグ)kう ′t昔 ブまさと、 しヽざ

勝

tヽ ていろほか、東「]本 人震災 /11波 か ら′つi質 叩1に 当た 。
)

支援 イベ ン トの

`ヽ

画・実施、県産肝|の 普及・‖反売に御

協力いただ くな ―ビ、 日頃か ら、ふ るさと岩手げ)子と展″)

ため、県政のあ らゆる分野 にオつた
''御

支′妥、御協 力を

しヽデLだ い てお ります 二と|こ 、 1朱 く感計を |||し Liデ t」
~

1昨 付ili、  |]i'ilコ ロ リウ ィル ス感染 Lli l二 よ |)、  71「 り【

勺√)飲 食 晨、宿 i′ 業、小売 業を始め とす る多 (プ )業 種

において、大きな影響を受けたところです
[

県は、 甲期 に感染者を発見す るための検査体市」の強

|ヒ や医療提供体制lυ )整 備な どに kり 、感染中」:人 りJ11に

全 ブリで取 り組む とともに、 1也域子1済 υ)日 |11や 活 lψ li化 に

向 |す 、事:業 者が行 う感染症 対策 ^こ′)補助等 (■ より、感

染 FT‐ 対策の徹底をillし た うえで、融資に kる 資金繰 り

支援や、 「員 うな ら71手 の もυ)運動 .~,向 よるな ら)ソ
|

「
のイli運 動 |こ 上ろ ,肖 費 1奥 lLな どに取 り組ノしでまい り

第2額領曇・創坐頭間ス′―ト



買 うなら岩手のもの運動

とい う 1寺 のパ ワーで、様 々な取組 を進めて まい ります

結びに、新 しい年が関西岩 手県人会の皆様に とりま

して、健康で幸多き年 とな ります よ う祈念 しましてお

祝いの言葉 といた します (令和3年 1月 31日 受領 )

2021年 1月 21日 (H)に 予定 していた総会 。新春懇親会

は、一向に衰えない コロナ禍によ り中止 したが、総会

については全会員宛に議案書を送付 (メ ールまたは郵送 )

し賛 台を問い、 1月 20口 発送、 1月 31日 ,マ 切の結果、賛

成多数で承認 された .

1号議案 2020年度事業報告お よび収支決算報告並びに

監査報告

2020年 度は 1月 グ)総 会・新春懇幕1会 を例年通 り実施で

きた ものの、2月 以降の行事はコロナ感染 l17人 により軒

並み 中止 また |ま縮 小された。少ない行事ではあったが

3部会が機能 し事務局業務が軽減 された= さらに、特筆

す・ミきことlt、 事務局員の努 力に kり 中i務 局内業務の

合理化・改善が大きく進んだことである

2020年度の決算報告は、 1月 6「|に 中村圭史氏 「1株1県

産大阪営 業所長」の需i査 を受けた_繰越金は ,想以上

に多いが、行事の中止 と事務局員交代出所 な どの交通

費節約が寄 与した
=

2号議案 役員改選 (2021～ 2022年)別 l表 参照

今野 術会長留任、昌1会 長に池川希莉1夫氏が常 (■ 幹 争:

か ら昇任で 1名 体制に、常 (T_幹 争:に 菊地茂昭氏 (争:務 局

:含 会量 8ぶ L[し よ」7)帥 敏博 げ[巻 m池 田希
:

:[i景1lililf抱謂ⅧlITIII‖「:

:胤島
(|[留

lfll現在『 1晶 |)重

際幸眈hm:

:幹 事(11)|1西 文伎 (イと巻市)平 IH莉 枝 (奥 Jll市 )菊池憲司 :

:(麻岡 F)1島 橋 H吾 (奥州 IF)佐藤勇作 (ギ1手 町)荒川真イ1

:(盛 岡市)澤 口朋哉 (紫波町)立花 ll― (住 円町)千 田史皓:

:(´ 関市)則武頼 F(八幡平lif)馬 場慶次郎 (吹 田市f)

:事務局 事務局長 (1)1栞 |1 稔 (兼 )事務局 (1)菊 地茂昭 (兼 )

:監 事 (2)1村 11史 (岩
「

県産酬0大 阪ギ1業 |りilt)和 1賀 だス(員 ;:

:(‐開 i)

:職域幹事 (6)主濱隆志・岩手県大阪事務所次長 藤井公史・

:鯛岩 手日報大阪支社長 佐々木昭人・ (例 IBC岩手放iX大阪支
:

:社長 ノヽ重樫雅弘 。(檬テ レビ岩手大阪支社長 f令 木 敦・1株 岩

:手 朝 ロテ レビ大阪支率:長 森小 由 in・ ・株岩手めん 二いテ レヒ

:関 匹「支社1(

顧 間 (4)桐 山

(陸前 |れ 出市 )

喬 (奥 川I Ilf)松「反,L仲」(「千前 曹i世||「 )イ[ilt l

鎌 田龍児 (北 上 if) (注 )太字は新任

兼務)と 多賀 谷真吾氏が昇任 し10名 |二 =新幹事 |こ 立花

正一氏、馬場慶次郎氏、貝」武頼 子氏 、澤 口朋哉氏、t
川真行氏、 千田史嗜氏の6名 が就任 し1171と なつた _

職域幹事は6名 の うち 4名 が 入れ替わつた1顧 間には新

たに鎌 円青L児 氏が就任 し171と なつた.

3号議案 2021年度の事業計画および収支予算計画

本年度 t♪
コロナ終壇、の気配が見えるどころか、 1月 11

日か ら再び近畿2府 1県 に 「緊急 事態宣言J力 出` され 、

全国で11都 府 県となったi総会 。新 春懇親会を除 く他

の行 中:は例年通 り計 1自iし た  しか し実施 :二 当たつて lt

その割
'度

｀
HI凶 Fづ

~る
二とに した ′

メ li度 |ま 晨災 101111あ

た り、3月 の往i頭 募 4ヽ お 上び 11月 の■:ll言ち間 (震 災復興

視察)υ )2事 業を計山iし た 前者は専金ができな くとも

せめて法善寺の i豊 悼供養´ヽtl参 列、後者は翌年に延期

す る場合は、アテ ′レイ 。モ レt71会 が予定す る奥州市観

光旅行に続けて実施するとした
,

2021年度収支 f′ 算計 lllll i t、 会員数減 少による収 入減

があ りlll iし い 予算 となつた
=

の コ ロ

|ヽ 田島晴夫 ;掲題の件、賛成でお願い しますじ

き、今後ともよろしくお願いします。

佐藤 康 ;い つもお世話になりありがとうございます [

第 1～ 3号議案について賛成いたします

主濱隆志 ;賛 成のメール回芥を失念 してお りました

失ネLし ました.

鈴木綾子 ;1号 ^～ 3号議案賛成です=コ :コ 十が収束して

お花見や納涼祭、郷上訪問などができたらいいですね.

池 巧 ;2021年度の第 1～ 3号議案についていずれ も

賛成 します 役員′)ll― 様の ご活躍を析念 します. この上

:も どうぞ `よ ろしくお馬りれ しヽます

々木伸行 ;2021年度総会議案第 1～ 3号 υ)各 議案に異

議あ りません[

l藤 彰 ;ご 苫労様です.すべての議案に賛成ですこ こ 今の ところコロナにかか らないよ う一人ひ とりが注意

2



:表題の件につきまして賛同いた します。:す ることしかないですね。               稲 相寿 ;表題の
「 Fに つさまし

~(賛
1司 いた しま可c

i橋 正吾 ;県 人会の実務ご苫労様でございます。議案   外舘友治 :日 頃は何かとご指導賜 りありがとうござし

こ賛成 します。                     ます。第 1～ 3号議案同意いたします。

束を見ないコロナ禍で、恐 らく毎 日苦 しい想いをし   中野由貴 ;1号議案～3号議案 すべて賛成です。コロ

ているであろ う、岩手出身の関西在住学生諸君を、何   ナ禍での会の運営、委員の皆様本当にあ りが とうごさ

らかの形 (奨学金、家賃支援、食糧支援等々)で応援で   います。

きないものかと毎 日考えています。ただし、思いだけ   平田和枝 ;返信を失念 してお りました。中し訳ありま

で、具体的な方策があるわけではありません。同 じ思   せん。遅くなりましたが賛成です。

のヽ人がおれば ・
firに 考え実現したいと思いますc

2020今■1月 14日 (土) 京都清水寺

関西アテルイ・モ レの会

会長 和賀亮太郎 (一 関出身 )

快晴に恵まれた当日、関西在住の会員と大分市、東

京都、田村市、111台 市、奥州市の各地からお越 し頂い

た45名 を超える会員と約20名 のアテルイ・モ レ愛好者

が碑前に集い、第27回『阿三流為・母稽之碑法要』を

執り行いました。

新型 コロすの感染の恐れがある中で、高齢の親御様、

病身の奥様等を介護 されている方々から「今年は自宅

で11時の法要に合わせて、清水寺に向かい手を合わせ

ます Jと お便 りを頂きました。誠にありがたいことで

す。

今年初めより全国的に新型コロナウイルスが蔓延 し、

感染防止のため「外出を控え、3密 にならないよう注意」

とい う事態を迎え、関西の岩手県人会3団 体の各種行事

も軒並み中止となる中で、『阿三流為・母稽之碑法要』

も法要のみを‐
TAり 行い、前半の特別拝観、後半の特別

本納 と懇親会を中止することとし、9月 に会員の皆様に

法要の案内を致 しました。役員の間では 「今年の参列

者は私達だけかもな」と語 り合いましたが、予想を超

えた参拝者が全国からお越 しになり、改めてアテルイ 。

モ レに対する会員や愛好者の思いの強さを感 じた次第

です。

紅葉に映えた碑の前での集合写真の後、森管主様の

特別のお計 らいで、ご夫婦で参加の方8組 とツーショッ

トの記念写真をお撮 りしました。

法要終 f後 、 「お久 しぶ り昼食会Jを 開催、門前通

りの 「清水順正おかべ家」で、湯 どうふを頂きましたc

コロナ感染防止対策のためのプラステ ィック板が邪魔

2020年 12月 12日 (上 )、 大阪天満宮前の好立地に居

酒屋『岩手 志賀』がOPEヽ しました。

店主の志賀 弘敬さんは二戸市出身で、長年にわたり

静岡や大阪のホテル、飲食店で料理の腕を磨き、昨年

12月 までは県大阪事務所が入居する大阪駅前第一 ビル

内で居酒屋の店長を務められていました。 「大阪、関

西で食を通 じて岩手を発信 したい」と言 う、これまで

温めてきた夢を実現するため、今回満を持 しての開店

となりました。

して、対面の方と顔を合わせての話ができ

たが、人と会 うことで世界が広がるのだ、

た今年でした。 (令和2年 11月 受領 )

ませ /ν で し

と強 く感 じ

清水寺僧fFlに よる法要

恒例の森美和子氏による篠笛奉納

天神ビル1階のお店と志賀弘敬さん



岩 手の洗練された山海の幸 とお酒の提供にこだわ り、

“オ手人"ら しく「質実岡1健 、武′
日
′で飾 らない、『 し

み じみ美味い』そんな料理店をモ ッ トーに、皆さまの

お越 しをお待ちしています」との力強いメッセージを

いただきました。

末永くご愛顧のほどよろしくお願いします。 (岩手

◆過去の県勢戦績

第30回 (昭 25年度)大会か ら参加 してお り、優勝2回

(盛 工)準優勝3回 (盛 工 :2黒工 :1)。 全勝敗も98勝 70

敗と勝ち越 してお り輝か しい戦績 と言えるのただ近年

目標 としている「ベス ト8」 は平成11年度 (第 79回 )が最

後で、3「1戦止まりが現状。

◆ “2校 "出場

第 1回 (大正6年度)大会の4校以降に紆余曲折あった出

場校は第71回 (平成3)か ら51校 (大阪 :開催枠を含め3、

北海道 。東京各2)。 今回は “100回 記念"で 12校 の特別

枠が加わり、全国9ブ ロックから 1校 と参カロ校が多い埼

玉・愛知・福岡が1校増。県予選優勝の盛岡工業 (12大

会ぶ り35日 日)と 東北各県 2位の トーナメン トで勝ち上

がった黒沢尻北 (6大会ぶ り6回 日)の 2校 出場 となつた。

◆コロナ禍の下で

組合せ抽選 (12/5)の 前 日に無観客試合 と決まり、40

名から外れた選手や父兄他学校関係者 も試合会場に入

れない寂 しい大会 となつた。以降、感染状況が悪化の

一途で、試合開始 (12/27)の 2日 前を予定 していた県人

会主催の激励会も見合せ ざるを得ず、出場記念品や激

励金は宿泊先のホテルフロン トに預ける形にЭ

そのホテルも諸事情より定宿の市内 (港区)か ら泉佐

野とな り、会場 との50km弱 の移動距離もチームの不安

◆ライブ配信での戦況

初 日(12/27)出場の黒北は組織的デイフェンスで奮闘

するも613(自 t半 326)の ノー トライ敗戦。188cml12kg

の留学生M.8を 要とする3年生主体の日本航空石川に攻

守で圧任1さ れ、ペナルテイを重ねる黒北に付け入るス

キは見当たらず。先発メンバーに1・ 2年生が8名 …弊衣

破帽のバンカラ応援団と共に来年も必ずや花園に。

二日目(12/28)北 上勢に阻まれ 12大会ぶ りの出場 と

なつた盛工。シー ド校 (関 西学院・兵l tt)本日手に、平均

◆県勢の快挙

専大北上は5年連続 5口1日 の全国大会だが昨年までは

東北 “第3代表"ど まり。宮城県に全国有数の強豪が2校

あり、その一角 (常盤木学園)を PK戦で制し、決勝でも

う1校の聖和学園に敗れ (04)は したが快挙の言葉に不

県大阪事務所長 土井尻英明)

https://www.instagram.com/iwate_shiga/

場所 ;大 阪市北区天神橋 一丁目1411天神 ビル lF

TEL;06-6940-4142

ア クセス;JR東西線大阪天満宮駅、又は大阪 メ トロ谷

町線・堺筋線南森町駅か ら徒歩5～6分

コロナ稲0 エ
2校の出場なるも、残念ながらともに初戦敗退  2020年 12月  花園ラグビー場

盛工 対 関西学院 (岩 手日報社提供)

体重で勝 るFWと ハイバ ン ト攻撃で前半中盤 までは互

角の戦い。 しか しハン ドリングや ス ピー ドに長 けた相

手方の戦術 に後半 (026)力 尽 きゼ ロ敗 (043)。 県勢の

“全国大会 100勝"と 3回戦勝ち上がつての “ベ ス ト8"

は来年以降に。 【スボーツ担当 平野記】

足はない。なぜなら当大会だけでも山i校の決勝進出は過

去28国 中16回 あり、優勝は8回 (常盤木5回 、聖和3回 )を

数えるから。

◆コロナ禍での会場行き

自宅 (枚 方)か ら最寄 り駅 (ネ中戸電鉄緑が丘)～会場 (三

木総合防災公園)ま でのバスを含むと5路線で片道約2時

間半。乗 り物内での感染 リスク1)気 になリマイカーで

(約 1時間)。 駐車場には岩手ナンバーの大型バスが2台。

検温 しピッチの緑が生える試合会場へ。

黒北 対 日本航窄イf川 (昇 1手 日報社提供)

盛工 対 関西学院
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◆対戦校と試合経i畳

関西第2代表 とは言え日ノ本学園 (姫路)も その実力は

トップ レベルで、全国大会の優勝回数H回は国内2位

(1位は常盤木の17回)。

1月 3日 13時45分、快晴・微風、気温12度c試合開始

より殆 ど自陣に釘付け状態の中、開始21分 で最初の被

弾。直後敵陣ゴール前に攻め入り、キーバー頭上越え

にループシュー ト・同点 !… と思いきや無情にも線審

のオフサイ ドフラッグ。その後見せ場もなくコーナー

キックやシュー ト “0"の完敗 (06)に終つたc残念な

がら聖和 。常盤木も夫々2・ 3回 戦で姿を消 したが常連

校に相応しい惜敗だつた。 【スポーツ担当 平野記】

<玉山金山はどこに>
玉山金山大遺跡は何処に有るのかと言うと、陸前高

田市竹駒町字壺と言 う地名にある。気仙郡を横断する

山脈、氷上山 (ひかみさん)を頂点 とする中腹にあるc

l日 気仙郡全体が氷上花商岩で形成 されている。シルル

紀以前の岩体で出来て居 り、地質学的にも珍 しい岩体

であると言 うこ

現在 この地を居住地に している人は居ないが、天平

の昔から人が住み、桃山時代には松坂家 17代 の祖、気

仙松坂氏の先祖・松坂徳右衛門定久が屋敷を構え、浄

土宗功徳山無量院荘厳寺を建立 して繁栄 したが、元禄

の頃から衰微に向かつたと見え、 「定朝」作の阿弥陀

三尊像を御本尊に祀つた 「荘厳寺」も仲の沢の現在地

に移つているこ伊達政宗公から今泉村に松坂屋敷を拝

領 し、他郡の金山の視察や指導の時は、今泉の屋敷を

拠点に活動 したと言 う。然 し、出張中に貰い火に因る

火災により多くの記録を失い、残欠が少々残るのみと9

代松坂慶蔵定重が明治政府に実情を説明している。

江戸末期になると仙台藩の財政 も逼迫 し、金山開発

に投資する資金が困難 となり、8代松坂大之助定弘が今

泉屋敷を担保に金山再興に尽力 した。明治 17年 まで曾

祖父 。9代の松坂慶蔵定重 (仙台藩・最後の金山奉行)

夫妻 と10代 目の社父・松坂清左衛門義宣の兄弟姉妹、

(男 3名 、女3名 )が住んで居た。下から二番 IJの 二男

が竹駒神社宮司の菅野寛大叔父であり、明治9年生まれ

で昭和34年 (1959)ま で存命でありましたので、玉山

での生活や家庭環境を具に (つぶさに)聞 くことが出来た。

長兄の清左衛門は小生の祖父で安政5年 (1858)玉 山に

生まれ、三男との歳の差は、18歳 も離れている。

次男は慶応2年 (1856)生 まれで、松坂徳丸・徳三郎

と呼び秀才と言われ、幼 くして高田村の厭離山浄土寺

の菅原察潤和尚や総代に見込まれて入寺 し、京都の知

恩院で学ぶ。兄の漢文の教えも理解 し、積極的に質問

をしていたと言 う。知恩院を任期満了で退学する時に

は首席であり、大学の学長に推挙されて居たと言 うc

父・慶蔵定重は、他の金山の見回 りや金山跡地の整

理で留守が多く、家庭の教育係は専 ら長兄や母 (直 江

=小友村医 。高橋玄龍の長女)に任されていたと言 う。

母も文学を好み和歌に親 しみ、作詩 しては同好の士

に進呈して居たと言 う。

<竹駒神社官司の大叔父の懐古～玉の湯の効能～>
或る時、長兄の指導で次兄と二人で漢文の素読をし

ていた。次兄は10歳 も年上であり、素読も理解 して居

たが、4～ 5歳の私には、何が何やらさつぱり分からず、

ついウトウトして長兄に酷く叱られたと話 してくれた。
「澤の水で顔を洗つて来い」と言われたが、澤が凍つ

て居て氷を割って顔を洗ったことがある。怖い兄貴だ

と思つたが、羽黒山で修行 した時は、耐えることの必

要を感 じ、良い人生経験をさせてもらつた、と懐 占
‐
し

ていた。

お風呂を沸かすのは楽 しみの一つであった。家族用

の風呂であるが、近所の人も村人も「玉の湯Jを 貰い

に来る。父・慶蔵は村人が貰い湯に来るのを快く受け

入れる様にと、常に話 していたと言 う。村人は 「玉山

の我家のお風呂」を「玉の湯」 と称 し、玉の湯に入る

と疲れが取れる。神経痛に効く、皮膚病に効 く、と口

伝えにお風呂の効能が広まり、態々2時間を掛けて登つ

て来る人もいた。

なぜ 「玉の湯」が好まれるかと言 うと、金山の抗道

専大北 11 対 日ノ本学園 (岩手 日報社提供 )

松坂家第28代当主 松坂定徳 (本会顧問)

松坂定徳 (筆者)と従弟の松坂泰盛氏 (左 )



か ら湧 き出る金水 (霊 泉)を litで 引き入れた綺麗に澄

んだお風 層1で あ り、村人には特に好評であつた と言 う。

或いは漢方医の岳父 。高橋玄龍が入浴 を勧 めていたの

か も知れないG高橋玄龍 は矢作村の屋号 「兎屋敷」の

生まれであ り、高野長英先生が脱獄 中に自宅や大船渡

市の長安寺に匿つた ことでも有名である。墓は小友町

華蔵寺にあ り碑文は岡千切先生の選文である。 (次回そ

の6 日露戦争 とI山金山)

結局、 1年が経ったのだが、終虐、するどころか、前

稿の時点より状況が悪いままとなつているc

コロナ禍のことである。

もつと t)、 昨年 7月 末までは感染者ゼロを貫いてき

た岩 手も、一時はどうなることかと′とヽ丙己されるほどク

ラスター■例も報告 されたが、ここにきて落ち着きを

取り戻してはいる。

ただ し、人は動いていないぅ したがつて、経済も動

かない。折にふれて、盛岡、花巻、一関などの都市圏

を歩いてみたが、商店街、飲食店街は、どこも閑古鳥

が鳴いていたc

用心に用′いを重ねる県民性からすれば致 し方ない。

苦肉の策であろ うか、ローカルテ レビの番組では、

飲食店のテイクアウトメニューの特集が続いている。

けれども、毎度毎度この話題では気がめいる。

コロナのことは、ここでいつたんおいて、岩手の近

況をお伝えしようc

今冬の厳 しい寒さは、3シーズン前の2018年 以来であ

る。今年の特徴としては、県央の盛岡が記録的な積雪

となつて、降雪後何 日たつても低温で雪が消えず、4号

線のバイパスは慢性的な渋滞となつている。

ぃっぼ うで、水沢、前沢など、県南部の積雪量 も大

変多く、交通障害をきたす 日も日立っている。

そんな中、 1年 でもつとも寒いとされる、大寒から

立春にかけての時期を迎え、今年も岩洞湖のワカサギ

釣 りが盛況である。

最近は、若いファンが増 えてきたそ コロナ禍

の影響で、人ごみを避け、自然の中で過ごすスタイル

が求められているc昨今のキャンプ 。ブームとあいまつ

て、氷上にテン トを張つて釣 り糸を垂れるスタイルが

人気のようだ。

ところで、つい先 日、花巻市石鳥谷町の葛丸渓流

で、たろし滝の測定会が行われた。 ご存 じのように、

たろ し滝は、岩盤か らしたた りおちる水滴が寒気を

受けて成長 し、氷柱 となつたもの。

厳寒の年ほ ど氷柱は太 くなるが、暖冬で測定不能

となつた昨年 とは一転、今年は歴代8位 、 じつに9年

ぶ りに直径6.1メ ー トル との記録が出た。

たろ し滝の大 さで当年の農作物の作柄を占うのだ

が、冷え込んだ冬こそ、氷柱 も成長する。それが太

ければ太いほ ど好ま しいc今年は豊作 とい う判J定 と

なつた。縁起の良い結果が、ついでにコロナ禍を吹

き飛ばす 1年 となることを願いたい。
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玉の湯

大浴場

今 、 王 山 に

住む人は 「玉

湯Jを管

している人 と

il泊 客がいる

くらいである

たろし滝 (2013年 2月 H日 多賀谷真吾撮影 )

北上市出身

関西岩手県人会

金 野  衛
EL71S主任審査員

〒530‐0001大阪市北区梅田 1-3-1-900大 阪駅前第 1ビル9F

岩手県大阪事務所内

TEL&FAX 06-6344-5969

具里ξ子辰
8雁

冤誹辟
鴻池町1丁目26-32

希望郷いわて文化大使 閣菫岩手県大会 籐甲
大麟 門グリークラブ 会 長
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刺 ～益々のご清栄を祈念いたします～

ゼ奔 ～ご健康とご多幸をお祈りします～
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一戸町出身

希望郷いわて丈化え使

大阪歴史恙薇会。名誉会長

松 坂 定 徳
〒5998123 界市東区ヨヒ野口56128

TEL&FAX:072-235-4185
E mail:sadanori_nlatsuzaka@mbr nifty com

陸前高田市出身

関西岩手県人会

鹸
菊

長

池 敏 博

〒530‐ 0001蒼
撃貫美最警霧議品

3-1-900大阪駅前劉ビル9F

TEL&FAX 06-6344-5969

自宅 :〒 532‐0004大阪市淀川区西宮原 3丁購31‐626

TEL 06-6350-5517

花巻市出身 盛岡市出身

所属/趣味/一言
氏  名 現住所 生 年 出身地

岡 豊 豊中市 日召和 22年 (1947) 釜石市 コロナ禍 ダーツを始めました

親兄弟がい くな り、だんだん故郷が遠 く

感 じるようにな りま した。

鉄道に関す る趣味

花道協会

|

菊池満昭 大阪市 昭 和 18年 (1943)) 花巻市

菊池昌平 四条畷市 日召不日194「 (1944) 遠野市

鈴木綾子 守山市 昭和19年 (1944) 大船渡市

平野良夫 枚方市 昭 和 22年 (1947) 花巻市

長山幸悦 神戸市 昭 和 22年 (1947) 二戸市



欄田ド″チヵの膏森・警手の漂産轟アンテナシ

青森・岩手
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書森・岩手ええもわショップ 営蒙開ta時間が午鸞‖時からとなりました。

2021年度 事業計画  (行事ごとに実施可否見極め)

*1月 03日 (日 )全国高校女子サッカー選手権大会

専大北上高校出場 (1回戦敗退)

*1月 24日 (日 )総会・新春懇親会

*3月 3日 (水)イ ーハ トーブ45号発行

*3月 7日 (日 )震災10年街頭募金

(済 )

中止

中止

*3月 11日 (木 )震災10年法要 (法善寺・代表&有志)

*3月 14日 (日 )かもめの会総会 。新春懇親会 呻||ト

*4月 4日 (日 )親睦お花見(京都円山公園) 中止

*6月 9日 (水 )イ ーハ トーブ46号発行

*7月 18日 (日 )3県合同納涼祭 (幹事 :青森県人会)

*8月 1日 (日 )か もめの会・夏季懇親会 (梅 田周辺)

*7月 31日 (土)～ 8月 31日 (火)南部風鈴 (京都清水寺)

*8月 中旬 全国高校野球選手権大会 (甲 子園)

*9月 21日 (火)宵沢賢治忌法要 (比叡山延暦寺)

*9月 23日 (木・祝)アテルイ 。モレ慰霊祭 (牧野公園)

*10月 10日 (日 )かもめの会・秋季懇親会

(京都鉄道博物館 )

*10月 L。 中旬 震災10年郷土訪問 (震災復興視察)

*H月 13日 (土 )ア テルイ 。モレの碑法要 (清水寺)

*12月 5日 (日 )かもめの会忘年会 (道頓堀ホテル)

*12月 15日 (水 )イ ーハ トーブ47号発行

昨年 (2020)は コロナ禍にIInけ 暮れた。

ふと思いついて100年前 (大正8年 。1918～ 10年・1920)

スペイン風冽Sを調べてみたc

ほぼ3年間で世界では5億 人が感染 し、死者は1億 人以

、日本では患者数2380万、死者数39万 とあつたっ

驚いたことに、若年成人が死に至 りやす く、アメリ

力では死者のほぼ半数が20～ 40歳 であつたこ新型コロ

ナ感染症の 「高齢者要注意Jと はかなり違っている]

2021年 2月 21日 現在、 lll界 の新型コロナ患者数は1億

千万、死者246万 、日本では 12万 4千 、死者7100人 であ

り、幸か不幸か今の ところはスベイ ン風邪には及ばな

。ヽ この差はウイルスの強弱か、第1次世界大戦末期

乱のせいか、100年後の生活および医療水準の高さ

いかわからない.

今号もコロナに翻弄され、記事のいたるところにコ

ロナの字が日立つこ何とか早 く収束に向かい、オ リン

ピック・パラリンビックを開f星 してほしいと願 う。

いつもは扱いの小さい高校ラグビー、女子サッカ

記事が、今回、行事中止による原稿不足を補 うべく

岩手県勢の活躍の歴 史を交えて、詳 しく解説 して く

ました。無観客試合で応援できなかったため、岩手日

社にプロの写真を提供いただきましたcあ りがたく

ネL中 しヒげますこ (F記 )


