
朝日によるダイヤモンド富士／撮影者は写真同好会・山根治仁さん

　2011年。東北や北関東に多大な被害をもたらし
た東日本大震災が発生、まさに激動の一年でした。
そのような中、2011年の世相を表す一文字が「絆」
に選ばれました。
　先日、壊滅的な被害を受けた三陸の牡蠣業者を支
援するために、ライバル広島の牡蠣業者が立ち上
がり、様々な活動の中で交流を深めている、という
ニュースを拝見致しました。非常に力強く、また心
温まる内容で、私達の故郷である広島を誇りに思う
と同時に、新たな「絆」が結ばれた三陸と広島に改
めてエールを送りたい気持ちになりました。

　そして、2012年。NHK大河ドラマでいよいよ「平
清盛」が始まりますね。広島の文化遺産を舞台に、
日宋貿易などそれまでの風習にとらわれない新しい
やり方で国を栄えさせた清盛の存在は、行き詰まり
感のある日本に新風を巻き起こすきっかけとなるで
しょう。
　家族との絆、故郷との絆、様々な形で繋がった「絆」
をより深め、故郷広島を大いに盛りあげると共に、
東京広島県人会の活動をさらに活発にし、本年も皆
さまとともに元気や勇気を発信してまいりたいと存
じます。どうぞ宜しくお願い致します。

東京広島県人会
会長　林　有厚
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秋季役員懇親会
２０１１年１０月１２日（水）　東京ドームホテル

林有厚会長 大竹美喜副会長 松尾康二副会長

湯﨑英彦広島県知事 中下善昭広島県副知事 林正夫広島県議会議長

　「立ち上がろう日本」と号して5月に役員懇親会を
開催しましたが、秋季も元気な日本を取り戻そうと
恒例通り10月12日に東京ドームホテル天空の間で秋
季役員懇親会を開催し、日本復興の一助を願いまし
た。お陰様で例年と変わりなく、湯﨑英彦広島県知
事、林正夫県議会議長、多くの国会議員、中央省庁
の方々、市町長、広島県関係者など多数の役員の方々
にお集まりいただきました。
　アトラクションこそ自粛しましたが、地元の多く
の企業・団体からの協賛でおおいに盛り上がりまし
た。広島といえば広島風お好み焼き、今回もオタフ
ク様から、そして、新たに尾道ラーメンを頑固屋様
から屋台を出店していただき郷土の味に舌鼓。あな
ごちくわ、鶴亀最中、広島レモン、紅葉饅頭や三次
と世羅のワイン、ザ広島ブランドの秀逸な品々など
が会場を広島一色に染め、懐かしい広島弁とともに

広島人同志で楽しい時間を共有しました。
　さて、24年は平清盛の年、広島県の観光課とええ
じゃんレディに付き添われて清盛のユルキャラ「ひ
ろしま清盛」が登場し初お披露目となり、会場は和
やかな雰囲気に包まれました。また、平成25年４月
から開催される「全国菓子博覧会・広島」のお披露
目もありました。過去25回の菓子博では広島銘菓
の紅葉饅頭などが数多く受賞しています。さらに、
このニュースが発行される時期には盛況で終了して
いると思われますが、広島が誇る伝統文化から２件、
上田宗箇生誕450周年記念の宗箇展と、神楽門前湯
治村の第１回東京公演のPRがありました。
　役員懇親会終了後となりますが、壬生の花田植え
が世界遺産に認定され、また、平清盛も放映される
など、平成24年は広島から眼が離せなくなりました。
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Award
授章

秋の叙勲・褒章 謹んでお喜び申し上げます。

旭日中綬章（地方自治功労）
熊本哲之 様［元東京都世田谷区長］

旭日小綬章（弁護士功労）
杉野修平 様［元日本弁護士連合会常務理事］

　観光地「ひろしまブランド」の構築に向け、基本
コンセプトを策定し、そのコンセプトを表現するブ
ランドキーワード・ロゴを決定しました。今後は、
このキーワードとロゴを使い、首都圏等へのプロ
モーションを強化していきます。

〇「瀬戸内」をひろしまの観光イメージの起点に据える。

〇「瀬戸内」と「ひろしま」の地名を合体させ「瀬戸内」＝「ひ

ろしま」のイメージを確立する。

〇広島には未知の魅力的な観光資源「宝」がたくさんあるこ

とを打ち出す。

ブランドキーワード

「瀬戸内ひろしま、宝しま」

ブランドロゴ

○嚴島神社、カープ、お好み焼き（ソース）など、これまでに良

く知られている広島のイメージを色で表すならば、赤

○瀬戸内の穏やかな海、142もの多島美、サイクリング、レモ

ンや八朔（はっさく）をはじめとする柑橘など、あまり知ら

れていない広島のイメージを色で表すならば、青

○渓谷美、森林でのトレッキング、神楽など、あまり知られて

いない中国山地のイメージを色で表すならば、緑

○これら３色で広島県の様々な“宝”を表現し、それぞれが光

り輝いている様子を描いている。

観光地「ひろしま」の
ブランドキーワード・ロゴが決定

　一昨年の秋季役員懇親会でも80歳と思えぬ力強
い歌唱を披露していただいた、ラテン歌手の財満光
子さんが、平成23年10月20日古賀政男音楽博物
館けやきホールで行われた澤村美司子音楽賞で、特
別奨励賞を受賞されました。1930年広島市南竹屋
町生まれで、現在81歳。
　財満光子さんは、当初東芝レコードからデビュー
されましたが、交通事故で声を失われました。その
後再起。ラテン歌手として日本より本場メキシコで
活躍されていましたが、ツアー中に病に倒れられ帰
国。その後再び復帰されて、メキシコ政府、同作曲
家協会や音楽出版社からなど４度受賞されるなど大
活躍されました。その後、「歌は私の救い。元気の
源」と79歳を期に再度ライブ活動を国内で開始さ

れ、ご存知のようにその御歳からとても想像できな
いアメイジング・ボイスでこの度の受賞となりまし
た。授賞式では、波乱の人生を歩んでこられた財満
さんでなければ表現できないマイ・ウェイを熱唱さ
れ、集まった観客に、希望と感動の涙を与えられて
いました。東日本大震災に見舞われた日本にとり財
満さんの姿は希望であり、誇りでもあります。

Award
受賞 財満光子さん

澤村美司子音楽賞特別奨励賞を受賞

澤村美司子音楽賞の
受賞者の方（々左から、
優秀歌唱賞の石橋み
どりさん、特別奨励賞
の財満光子さん、浦ひ
ろみさん、有佳さん）
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Report
同好会

同好会だより
初心者の方も、経験豊かな方も、ふるってご参加ください。

県人会事務局
電話／03-3591-0028  FAX／03 -5511-8803

お問い
合　せ

新春パーティーでの記念撮影

　年末恒例の忘年カラオケ大会を12月10日銀座未
來家で行った。出席人数を懸念したが、適当な人数

となり、盛り
上がるや歌う
順番の取り合
いとまでは行
かないまでも
次々と歌い手
が続き、非常
に愉快な会と

なった。
　歌った曲は数知れず、午後１時から10時までの
ロングランとなり、店主だけが疲れた様子。途中竹
本拓史氏の歌唱指導があり個々に指導された人も数
名。大いに声を出して仲間と集うことの意義深さを
痛感した。
　今後とも春夏冬だけでなく秋も行い、年４回位は
必要と思うがどうだろう。店と竹本拓史氏と賀茂鶴
に深謝。次回は多くのご参加を。

カラオケ同好会 世話人／漆谷憲康

　恒例の「林CUP」争奪秋季ゴルフ大会を、去る
10月27日（木）、飯能グリーンカントリークラブで
63名ご参加のもと開催いたしました。当日は晴天
にも恵まれ、紅葉映えるコースも最高で、皆様受付
を済ませるや早くも広島交流会場と化し、まさに県
人会集いの場となりました。コース側も心得たもの
で東京広島県人会のコンペの日はコース全体で一日
を迎えていただく。
　プレーでは日頃の腕前を一杯に発揮され、プレー
を終えた後の顔は皆さん一様に満足顔かお ･･･。懇
親会は新見博チェアマンの挨拶に始まり、表彰式、
藤原銀次郎エグゼクティヴアドヴァイザーの乾杯の
声を合図に歓談タイム、広島弁での交流会へ。今回
で春秋年２回の開催で34回続いている、まさに“郷
土愛”溢れる交流の場として定着してまいりました。

ゴルフクラブ 世話人／山本武司

一日を満喫していただき、協賛者（社）からいただ
いた賞品を手に、また春にと口々にコースを後にさ
れました。賞品と銘酒をご協賛いただきました皆様
に厚く御礼申し上げます。
　次回は平成24年５月22日（火）千葉京葉カント
リー倶楽部を予定しております。是非ご参加下さい。

日本の伝統文化のひとつ「やきもの」を
自ら作り、こころ和むひと時を。
　粘土遊び感覚で土に触れ、やきもの作りを楽しん
でいます。年に６回ほどテーマを設けて作陶会を
行っています。ご自身の手で作った作品は暮らしを
彩ると共に、会話に華を咲かせることでしょう。
　広島を縁とする方々とこころ癒すひと時をご一緒
します。これからも素敵な交流の場として作陶会を

陶芸同好会 世話人／児玉裕司

続けて参り
ます。皆さ
まのご参加
と応援をお
願い申し上
げます。

県人会コンペ後の名物になった懇親会場風景
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　11月26日東京駅丸の内南口８時集合の為、５時
起床。前夜は子供の頃の遠足前の気持ちで就寝。朝

定刻にバス出発。
道中楽酒会の名
のとおり軽く喉
に湿りを与えな
がら目的地佐原
東薫酒造を目指
す。天気は晴れ。
体調万全。酒を

きき酒同好会 世話人／今田昇三

味わうためには体調が一番重要。
　鹿島神宮を参拝。NHKで塚原卜伝のドラマが放
映された後であり、鹿島の森の壮麗さに感服。
　佐原に到着。時間があるので舟で遊覧。低い目線
で佐原を探索。東日本震災の影響がそこかしこに
あったが、風情のある町並みであった。伊能忠敬の
出身地でもあり、歴史も堪能できる。昼食も美味。
東薫酒造で型どおり酒を賞味。なかなか味良し。辛
口を購入しバスに乗る。帰途も車中で酒を楽しむ。
楽酒会の持ち味が充分発揮。次回も楽しく。

さわやかな早春の「初打ち」でいい汗をかく！
　「広島県人会」テニス同好会の23年最後の練習会
を12月 9日（金）に予定していましたが、前日か
らのあいにくの雨で中止となりました。
　23年は３月練習会のプレー中に地震とか年間を
通して雨で２回も中止とか、軽井沢合宿では集中豪
雨にあい急遽雨天練習場を探して事なきを得た等、
例年にないことがいろいろありました。
　同日９日（金）夕方企画された忘年会は以前テニ
スが終わって通った吉祥寺の「イジン飯店」に15
名の方が集まりました。この辺りでは有名なお店で
久しぶりに中華の味を堪能しました。オーナーが代
替わりしていましたが、味は昔と同じく美味しかっ
たです。皆で円卓を囲み、「テニス技術・広島の話題」
について情報交換し、１年間の総括をしました。そ
の後は近くのカラオケに行き大いに盛り上がり23

テニス同好会 世話人／藤瀬活子

年の行事を終了しました。
　年明けの１月３日は「明治大学硬式庭球部」OB
会長の三村さんのご厚意により西調布の明治大学テ
ニスコートで「初打ち」を行いました。お正月のお
酒やお餅のせいか、実力が出せない方もいましたが
ビジターを含め総勢17人が早春のコートを走り回
り、いい汗をかくことができました。普段参加でき
ない方もご参加くださいました。
　テニスに興味のあ
る方は、毎月第二金
曜日の１時～４時ま
で名門「ミタカテニ
スクラブ」で練習会
を行っていますので
ぜひご参加下さい。

　青年部では、2011年の活動の締めくくりとして、
恒例の忘年会を開催しました。12月10日（土）の
皆既月食当日でしたが、44名の方々が神田のBig-
Pig神田西口店さんに集りました。ブログ等を見て、
県人会、青年部のイベントに初めてお越しいただい
たという方もおり、さまざまな広島トークで盛り上
がっていました。
　また11月より、活性部幹事の和田さんを中心に、
「talkひろしま」が開かれています。こちらは、以
前、青年部勉強会として開催されていたイベントを

Report
青年部 青年部だより

青年部委員長／田中高志

リニューアル
したもの。第
１回は、株式
会社フォトク
リエイトの石
崎さんにご講
演いただきました。今後も「広島にゆかりのある方
がご自身の仕事をご自身の言葉で紹介する、『オト
ナの社会科』」をテーマに、これからも活動を広げ
ていきます。

早春のコートに集う仲間たち（写真撮影：橘高淑夫）

忘年会での集合写真
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で、田の神であるサ
ンバイを田に迎え、
美しく飾った花牛に
よる代掻きの後、大
太鼓、小太鼓などの
囃子に合わせて早乙
女が田植えを行うも
のです。大変に華
やかなので「花田
植」と呼ばれていま
す。十数頭の飾り牛、
八十人規模の参加者
と、数ある田植行事
の中でも最大規模を
誇ります。世界の宝
となった「壬生の花
田植」を長く継承し
ていきたいものです。

　平成23年11月、山県郡北広島町の国重要無形民
俗文化財「壬生の花田植」が国連教育科学文化機
関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されました。
広島県内の世界遺産は原爆ドーム（広島市）、厳島
神社（廿日市市）に続く３件目で、無形文化遺産
は初めてです。北広島町はビッグニュースに沸き
たちました。
　「壬生の花田植」は、中国山地の村々で古くから
行われてきた囃子をともなう共同の田植行事の１つ

注目記事 北広島町「壬
み

生
ぶ

の花
はな

田
だ

植
うえ

」
世界無形文化遺産登録Hot News

　東京広島県人会会員の皆様には、平素より広島交
響楽団を応援いただきまして、誠にありがたく心よ
り厚く御礼申し上げます。皆様のご支援のお蔭で広
響は、2011年４月には広島県より公益社団法人と
して認定をいただき、我が国有数の地方オーケスト
ラとして活躍・成長しております。
　広響は東日本大震災から１年の2012年３月、犠
牲になられた多くの方々への追悼と被災された皆様
への心からのお見舞いを表し、一日も早い復興を
願って東京公演を開催致します。
　また、折しも2013年は我が国と絆の深い英国で、
平和の祭典であるオリンピックが開催される年でも
あり、今回は英国を代表する偉大な作曲家の名曲を
取り上げ、日英の文化交流にも寄与するものとして
おります。
　愛する郷土広島のプロオーケストラ・広響へのご
声援をいただき、皆様お誘い合せのうえ是非ともご
来場を賜りますようお願い申し上げます。

広島交響楽団　東京公演

プログラム：
エルガー／チェロ協奏曲ホ短調Op.85
ブリテン／イギリス民謡組曲「過ぎ去りし時・・」Op.90
ブリテン／シンフォニア・ダ・レクイエムOp.20
公演日時：2012年3月27日（火）

19：00開演（18：15開場）
会　　場：すみだトリフォニーホール

（東京都墨田区錦糸1-2-3）
後　　援：広島県、広島市、社団法人日英協会、

広島日英協会
入　場　料：S席／4,500円 → 3,600円

A席／3,500円 → 2,800円
B席／2,500円 → 2,000円

※申込の際に必ず「東京広島県人会会員」であることを伝
えてください。上記２割引の特別価格にてのお求めが可能
となります。

詳しくは広響公式サイトをご覧ください。
http://hirokyo.or.jp/

Information
告知 広島交響楽団  東京公演のご案内

花田植の風景
ユネスコ登録の記念セレモニー
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　全国的に街興しイベントとして話題を呼び広
がっている「街コン」の広島版「ひろコン！」を
中国地方で初めて2011年９月10日（土）に「流川・
薬研堀」周辺にて男人500人と女人500人の1000
人で開催し僕らも驚くほどの大きな反響を頂いた。
続いて 11月12日（土）には「ひろコン！ 2011秋
の陣」として規模を拡大し男人1250人と女人1250
人の 2500人の日本史上最大コンパを広島にて開催
し、言うまでもなく僕らはその日、伝説の体験者と
なった。
　当日は秋晴れの空の下、ひろコン！のステージ
が 14：00に幕を開け15：00より新天地公園とアリ
スガーデンの参加者受付が開始。現代の男女のパ
ワーバランスを物語るかのようにチケットは前売り
券販売開始と同時に決まって女子から先に売り切れ
る。しかも参加の女子は美人揃いなのが印象的。新
天地公園には溢れんばかりの人だかりの中、17：30
のカウントダウンでいよいよ「ひろコン！」スター
ト。ステージの観客等含めて約3000名の男と女が
一気に街へ繰り出す。しかも参加店はフリーフード
フリードリンク。この日の広島の繁華街はどこのお
店を覗いてみても満席状態。通りには人が溢れかえ
りナンパ合戦を繰り広げている。
　活気に満ちあふれ元気な広島の姿を目の当たりに

Event
イベント ひろコン！

We Love 広島 Project ／舩江修

して僕らはみんな笑顔がほころぶ。この光景を夢見
て信じて苦難を乗り越えて創り上げて来た。しかし
この「ひろコン！」から改めて教わった事は僕らは
一人じゃ何も出来ないと言う事。地域の商店街や各
団体の方々、ボランティアスタッフの協力なしでは
ここにはたどり着けない。街に笑顔と元気が訪れる
と言う事は人と人とが繋がり支え合い、愛を育んで
いる証だと言える。各地にそれぞれにテーマを持っ
た街コンが盛んに行われるようになった事は素晴ら
しい事だと思うし、まだまだ広がっていって欲しい。

2012年 2月25日（土）に再開催決定！
「ひろコン！」オフィシャル ウェブサイト
http://we-love.jp/

　足立区にお住まいの榊さんより広島出身の方の本の
紹介をいただき、書評とはおこがましい限りですが、披露
させていただきます。
　フェイ・村田さんは1937年満州新京市で生ま
れ、1945年終戦（8歳）で広島に引き揚げ、16歳の時ハ
ワイへ留学、大変な時に幼くして辛い思いの中での成長
であり、当時満州はソ連の突如の参戦で悲惨な状況にな
りながら良く帰国出来たものだと感心する。私も終戦時
北京に在住、敗戦の日のことは幼心に焼きついており、
帰国するまでの種々の出来事は鮮明に記憶の中にありま
す。戦争というものが子供たちに与える影響はいかばか
りか。

　そんな境遇の中から16歳でハワイに留学されるので
すが、この度胸というか、精神力の強さには感服（しかも
英語が出来る訳でないの
に）。その後様々な過程の
中で教育者として多方面へ
の援助をされ、このヒストリ
ーは「アロハ！」を読んで感
じて頂ければと思う。人間
としての生き方を教えられ
るものと思考する。フェイ・
村田さんの今後一層のご
活躍とご長寿を！

Book
書籍紹介 アロハ！  ～満州、広島、ハワイをふるさとに持つ私～

フェイ・村田著
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　昨年11月、就任２年を迎え任期４年の折り返し
に入っている湯崎英彦知事に新しい年を迎えての抱
負や東京広島県人会へのメッセージなどを県庁知事
室で伺いました。
　―知事になられて広島で正月を過ごしておられ
ますが、故郷の正月は如何ですか。
　「実は私は東京時代も子どもが生まれてからは正
月は出来るだけ広島へ帰っています。両親はもうい
ないのですが、元旦は兄の家族と一緒に実家近くの
由緒ある神社へ初詣して、お屠蘇とおせち料理を頂
く、これが長年続く慣わしです」
　―一期目の中間点が過ぎました。二年間を振り
返って自己採点すると如何ですか。
　「業績は自己採点するものではありません。採点
は県民の皆さまからして頂くことです。マニフェス
トに掲げてきたことは順調に取り組んできました。
ただ、中長期的なものも多く、その成果はこれから
だと思います」
　―民間から転じて地方自治体の舵取り役になっ
て一番違うことは…。
　「組織を運営する上でやり方が違うということは
ありません。ただ、官庁は倒産しませんし、競争も
ありません。民間は収益の変化などで軌道修正しや
すいですが、官庁はなかなか気付き難いということ
はあります。ですから、何をしようとしているのか
を意識する、目標、目的を役所こそしっかり持つ必
要があります」
　―知事の「育児休暇取得宣言」は全国的な話題
になり、‘イクメン’という言葉が市民権を得ました。
　「話題作りということも確かに意識しました。結
果、県内の男性従業員の取得率が全国トップクラス
になりました。私は例としていつも言うのですが『新
婚旅行では一週間休むのに、育休が何故取れないの
ですか？』と。こういうことはトップが率先してや
らないと変わりません」
※平成22年10月19日、第三子誕生を機に「育児休暇」

取得宣言。全国的な論争がおこる。男性従業員取得率：

平成22年＝１.２％⇒平成23年＝４.６％

　―人材育成にも力を入れておられます。若い人
が広島に住みたい、働きたいという魅力あるエリア
にならないといけませんね。
　「これは一番重要なことだと思って取り組んでい
ます。例え大学生活を東京などで過ごしても、卒業
後は帰ってきたい魅力ある職場・住・生活環境を作っ
ていかなければいけません。また、大学連携も進み
つつありますが、広島の高等教育機関を充実させて、
若い人が広島に留まる、さらには他県からやってく
る県にしなければいけません」
　―壬生の花田植がユネスコの無形文化遺産に登
録され、これで県内に３つの世界遺産があります。
しかし「広島」という知名度がありながら、必ずし
も観光客は増えていません。
　「原爆ドーム、宮島に依存しすぎた嫌いがありま
す。これまでは県内に強い産業があった為、観光に
十分力を入れてこなかったことは否めません。これ
からは観光を新しい産業の柱として、埋もれたもの
を掘り起こし、磨きを掛け広域的にプロモーション
して行きます。例えば尾道、しまなみ、直島（香川県）、
道後温泉（愛媛県）をセットにするとか、県北も魅
力ある地点を組み合わせて回ってもらうように…。

Topics
広島の今 ふるさと広島通信

三宅恭次（中国放送ＯＢ）

湯崎英彦知事、
東京へ初春メッセージ！

北広島町　壬生の花田植え
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認知度が上がりますと滞在日数も増え県内消費額も
増えます。今年はNHKの大河ドラマ『平清盛』で
大いに盛り上げ、来年は菓子博、それから平和メッ
セージ発信のコンサートへとイベントで繫げていき
ます。ことしの入り込み客は昨年比プラス530万人
を目指しています」
　̶知事提唱の「国際平和拠点ひろしま構想」が
注目されています。このテーマに取り組まれるに
当ってお父様の影響はありますか？
　「父の影響とかということではなく、被爆地であ
ることは広島の大きな一面であり、アイデンティ
ティの一部ですから、国際平和実現のために広島に
求められる役割を果たしていくことは私たち後世代
のものにとって当然の責務であります」
※父親の故湯崎稔広島大学教授は専門の家族社会学の立

場から被爆者問題の研究に携わられ、特に爆心地復元

運動の業績は高く評価されています。

　̶大阪のダブル選挙は府と市の二重行政、行政
の効率化も争点でした。政令市広島市と県とのこれ
からの関係は…。
　「広島市に県民の４割の方が住んでいることは厳
然たる事実です。一本にまとめた方が良いもの、県
と市でやった方が良いもの、あると思います。要は
住民から見て何が良いかということになるのではな
いでしょうか」
　̶広島が活力あるエリアになるための地域連携
と地域間競争については…。
　「中国地方で他県と競争しても仕方ない。むしろ
隣県とは県境における医療体制の協力関係を築く
など連携を強める必要があります。他ブロックと
の競争は大いにあっていいし、活力の源になると
思います」
　̶東京には政・官・財・教育・スポーツの各界でリー
ダーとなっている広島県出身者が多くおられます。
　「東京で活躍されている方々は広島県にとって重
要なリソースでもあるわけですから“活用する”と

言いますと皆さんに怒ら
れるかもしれませんが、

ぜひとも広島県人ネットワークを県政に活かしてい
きたいですね」
　̶東京広島県人会は会員数が１，２を誇る規模
の大きな県人会です。県人会へメッセージを…。
　「『広島学』（岩中祥史著）によりますと、広島県
人はラテン系で明るく前向きな県民性があるそうで
す。厳しい時代を乗り切り明るく魅力あるところに
していきたい。その為にはぜひ皆様のお力をお借り
したいし、広島にぜひ帰りたいと思って頂けるよう
な県にしていきたいと思っています」

[ Governor Profi le ]
●生年月日：1965年10月４日
●家族：妻、二男一女
●身長：175㎝　●体重：70㎏
●体脂肪：…？
●座右の銘：「志と覚悟」社会
の役に立つことをしたい、そ
れに当っては、高い志と必ず
やり遂げるという覚悟をもっ
て事に当ることが必要

●新聞は何紙に目を通しますか？：２紙＋切り抜き４紙
●よく観るテレビ番組は？：テレビはあまり観ません
●趣味
スキー／県内にはいいスロープが沢山あって楽しめます
キャンプ／県内ではまだ行っていません。関東では
道志川（山梨県）キャンプ場などへ
マウンテンバイク／KLEIN（アメリカ製）が愛車
トレッキング／海外ではグランドキャニオンの底ま
で行ってきました
スポーツジム／週 2回。滞在時間は朝 7時から 1時
間半。ルーティン＝ウエイトトレイニング＋エアロビ
クス、ベンチプレス＝80kg 1セット、70kg 2セット

●スポーツ以外の趣味：写真
●酒量：適量　●タバコ：吸わない
●好きな食べ物：めばるの煮付け、豆類、バーベキュー
●好きな音楽のジャンル：JAZZ、70年代～80年代の
ROCK

●カラオケでよく歌う曲：遠くで汽笛を聞きながら（ア
リス）、勝手にしやがれ（沢田研二）

● FACEBOOK などソーシャルメディアについて：新
たなコミュニケーションの力だと思います

●今休みが一カ月取れたら何をしますか？：南の島で
読書をするか、北国でスキーをします

しまなみ海道　多々羅大橋

廿日市市　嚴島神社
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　広島県では、2012年大河ドラマ「平清盛」の放
送を契機に、全国からお客様にお越しいただくため、
大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会を設立し、
多彩なキャンペーンを展開しています。

2012年は「清盛の広島」へ

●ドラマ館が２館同時オープン！
　清盛が造営した嚴島神社のある廿日市市宮島町
と、清盛が沈む夕日を招き返し１日で開削したとい
う「日招き」伝説の残る呉市音戸町において、１月
14日（土）にドラマ館が２館同時オープンしました。

宮島の歴史や文化に関わる多彩な史料をはじめ、ドラマで描かれ
る清盛の先見的で躍動感あふれる姿を紹介します。

日本史上の大変革期に颯爽と登場した風雲児、瀬戸内海
の覇王・清盛の見果てぬ夢をご覧頂けます。

平清盛館

平清盛
音戸の瀬戸ドラマ館

廿
日
市
市

呉　

市

宮　

島

音　

戸

■開催場所：宮島歴史民俗資料館
■開催期間：2012年１月14日（土）～2013年１月14日（月）
■開館時間：８時30分～17時
■休　館　日：なし（無休）
■料　　金：大人500円　小中高生250円
■お問合せ：0829 - 30 - 9130（廿日市市観光課）

■開催場所：おんど観光文化会館うずしお
■開催期間：2012年１月14日（土）～2013年１月14日（月）
■開館時間：９時30分～17時
■休　館　日：なし（無休）
■料　　金：大人300円　小中高生150円
■お問合せ：0823 - 50 - 0041

【 展示内容 】○ 平清盛像（重要文化財「平清盛坐像」の複製：宮島歴史民俗資料館所蔵）
○ 大河ドラマ「平清盛」と嚴島神社をテーマとしたオリジナル映像
○ 出演者が実際に着た衣装・道具等やドラマの概要紹介　ほか

【 展示内容 】○ ロケで使用された実物大型和船（約15メートル）
○ 海上シーンの撮影で使用した衣装や小道具
○ 音戸の瀬戸開削の伝説や和船づくりなどを映像で紹介　ほか

【 お問合せ先 】

大河ドラマ「平清盛」広島県推進協議会事務局（広島県観光課内）　TEL（082）513-3392

http://www.hiroshima-kiyomori.jp/

●２つのドラマ館を結ぶ直行高速船
「きよもりブルーライン」
　１日３往復、所要時間１時間で２つのドラマ館
を結ぶのが、直行高速船「きよもりブルーライン」。
清盛が愛した瀬戸内海を船で散策し、歴史を感じる
旅はいかがでしょうか。

●プロデューサーの提案によるＰＲキャラバン隊　
　本協議会では、効果的な広報宣伝を行うため、民
間の専門家４名をプロデューサーに迎え、「平成の
琵琶法師」嘉門達夫氏の起用や「ひろしま清盛美少
女隊」を結成するなど、いろいろな「仕掛け」を考
えていますので、2012年は、大河ドラマの舞台「清
盛の広島」へ、ぜひお越しください。

ひろしま清盛 検 索
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　今回の寿三郎人
形展では、「清盛
無常縁起」と題し、
平家物語を中心と
した代表作の展示
や、清盛と同じく
宮島との所縁の深
い豊臣秀吉に関す
る作品も展示致します。

　着物の古布を使って独自の人形を創作する世界的
に著名な人形師、辻村寿三郎。
　2012年はNHK大河ドラマのロケなども行われ、
平清盛とのつながりも非常に深い、宮島大聖院にて
展示鑑賞会を行います。

　当組合は、２年前に広島の金仏壇職人によって作
られました。お客様が各家庭で拝んでおられるお仏
壇をお預かりし、修理、修復させていただいており
ます。もともと広島の金仏壇は、厳選された材料と
高度な技術により、何度でも修理、修復できる様に
作られてきました。昭和の初期より、広島は全国で
も有数の金仏壇の生産地でした。今、戦前、戦後に
作られた金仏壇が、修理、修復される時期を迎えて
います。
　先日、NHKテレビが当組合の活動を取材してく
ださいました。その放送を見た方々から、仏壇修復
の問い合わせが多数ありました。その中のお一人は、

昨年春に東京の会
社を定年退職され、
ご夫婦で、故郷の広
島の島に帰ってこ
られた方でした。
　20年も無人だっ

開催期間：2012年３月８日（木）～４月８日（日）
開館時間：午前９時30分～午後４時
会　　場：宮島大聖院（真言宗御室派大本山）

廿日市市宮島町滝町210
入　館　料：前売り 1,000円（税込）

当　日 1,200円（税込）
※高校生以下無料

ホームページ：
http://www.info-hiroshima.co.jp/tsujimura/

Information

Hot News

告知

注目記事

辻村寿三郎人形展
宮島・大聖院「清盛無常縁起」

広島仏檀修復事業協同組合の紹介

た我が家をリフォームして、さて、ご先祖からのお
仏壇もなんとかしたいと思っていたときに、NHK
テレビの放送で、当組合により、美しくよみがえっ
たお仏壇を見られたそうです。今、70年前に購入
されたお仏壇をお預かりし、修復作業にかかってい
ます。
　また、もう一人の方は、故郷のおじいさんが、古
くなったお仏壇を、なんとかしたいと思っていたと
き、NHKテレビの放送をご覧になり、大阪の息子
さんに電話で聞いて欲しいということで、問い合わ
せがありました。
　当組合は伝統の技術により、家の歴史を大切にす
るお客様の気持ちに寄り添い、家の宝でもあるお仏
壇を、心を込めて修復させていただきます。

NHKテレビの放送の様子は、組合のホームページ
でご覧いただけます。
http://www.butsudan.or.jp/

寿三郎展
メインイメージ

辻村寿三郎
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　清らかな水に恵まれたぶどうの産地「三次」で、
個性あるワイン造りに取り組んでいます。
　広島三次ワイナリーは1994年に広島県内初のワ
イナリーとして、中国山地のほぼ中央に位置する三
次市にオープンしました。
　2007年には2.0haの自社農園を確保し、ピノ・
ノワールやシラーなど新たな品種を垣根方式で植栽
し、個性あるワイン造りに積極的に取り組んでいま
す。4.6haの面積を持つ専用圃場では、シャルドネ
やセミヨン、メルローなど欧州系品種を栽培し、貴
腐ワインの醸造にも力を注いでいます。
　三次産原料を100％使用した「TOMOÉワイン
シリーズ」は数々のワインコンクールに入賞し、中
でも貴腐ワインは、三次の気候風土ならではの希少

価値の高いワインとし
て全国の方々にも認め
ていただける自慢の逸
品です。また、三次の
高級ぶどう“ピオーネ”
を使用した「三次ピオー
ネワイン」は贈答品と

ホーム
ページ http://www.miyoshi-wine.co.jp/広島三次ワイナリー

株式会社広島三次ワイナリー
本社／三次市東酒屋町445-3
創業／平成６年 7月21日
製造品目／ワイン・リキュール

ワイナリー外観

しても広くご利用いただいているほか、ピオーネの
雫（リキュール）や三次ピオーネスパークリング（発
泡性ワイン）なども新たに発売し、様々な商品開発
に取り組んでいます。
　施設は、無料試飲が楽しめるワインコーナーをは
じめ、地域特産品を取り揃えた物産館や、広島和牛
など地元食材を使用したバーベキューガーデン、喫
茶ヴァインがあり、創業以来県内外から約800万人
の幅広い世代の方々をお迎えしています。
　「お客様に感動と満足を。」をスローガンに、今後
も高品質な
国産ワイン
造りに情熱
を注ぎ、努
力を重ねて
まいります。

　2012年３月１日（木）～５月６日（日）の67日間、
品川プリンスホテルにて、『うまいけん！来てみん
さい 瀬戸内ひろしま、宝しま』フェアの開催が決
定しました。
　都内屈指の人気を誇るブッフェレストラン『リュ
クス ダイニング ハプナ』を含む９つのレストラン
で、瀬戸内の海の幸をはじめ、新鮮な広島の旬の食
材を使用した郷土メニューがご堪能いただけます。
　皆さん、東京の地で『懐かしの広島の味』を堪能
するなら、ぜひ品川プリンスホテルへ行ってみん
さい！

参画店舗…
「ラウンジ・バー＆レストラン トップ オブ シナガワ」「味
街道 五十三次」「中国料理 品川大飯店」「コーヒーラウ
ンジ マウナケア」「リュクス ダイニング ハプナ」「イタリア
ンレストラン ニューヨーク
ピア17」「カフェ ド シネマ」
「和食 ななかまど」「アク
アダイニング トロピクス」

主催：品川プリンスホテル　
後援・協力：広島県、西日本旅客鉄道株式会社、

日本旅行株式会社

Information
告知 品川プリンスホテルで『広島』を題材にした

レストランフェアを開催！！

リュクス ダイニング ハプナ内観

TOMOÉワインシリーズ
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覇は特筆ものである。今後の活躍を祈念する次第で
ある。なお女子の部も世羅高校が出場し、過去最高
順位の11位となった。男子同様、大健闘を称えたい。

　「せら県民公園」と「せらワイナリー」で構成さ
れた『せら夢公園』は、花と果実の街世羅の観光拠
点として、平成18年４月14日に誕生しました。
　「せら県民公園」は、テーマごとに広場が自然の
地形を生かして配置され、ピクニックやファミリー
スポーツ、自然観察などを存分に楽しめる魅力いっ
ぱいの交流の楽園です。
　「せらワイナリー」は世羅産ぶどうを使ったワイ
ン造りを行なっており、エメラルドグリーンに輝く
広島生まれのぶどう『ハニービーナス』や、黒々と
色づく『マスカットベリーA』を主体に、約30戸
の契約農家さんのもとでワイン醸造用ぶどうが栽培
されています。世羅の気候はぶどう作りに最適で、
色・糖度共にワイン醸造にぴったり。一つ一つ丹精

込めて作られたぶど
うは毎年９月～ 10月
にかけて仕込が行な
われ、世羅高原の風の
様に清々しくフレッ
シュなワインに仕上
げられていきます。

ホーム
ページ http://serawinery.jp/せら夢公園・せらワイナリー

株式会社セラアグリパーク
本社／世羅郡世羅町黒渕518番地 1
創業／平成18年 4月14日
製造品目／果実酒製造・販売

東京広島県人会では、さまざまな企業・団体からのご協力をいただいています。
ここでは、広島を地盤として日本全国や海外で活躍する企業・団体をご紹介しています。

ワイナリーウェルカムゲート

優勝のゴールシーン

　まだまだ駆け出しのワイナリーではありますが、
Japan Wine Competition （国産ワインコンクール）
において2009年より３年連続、通算で５度目の銅
賞受賞を果たし、せらワインを愛飲して頂ける人達
が徐々に増えている結果へと繋がっています。
　今後とも、全国に誇れるワインを造っていけるよ
う励んでいきますので、広島へお帰りの際には、大

人から子供まで皆
で楽しめる『せら
夢公園』へぜひお
越し下さい。

　平成23年年末に嬉しい情景をテレビで見た。京
都、都大路で全国高校駅伝大会が行われ、男子の部
で我が郷土の世羅高校が２年ぶり７度目の優勝を
飾った。昨年６秒差で２位に甘んじた悔しさを晴ら
せたことになる。この１年間の練習の努力は肉体的
にも精神的にも大変なものだったと想像される。特
に東日本大震災のことでこの一年が過ぎた中での優
勝は広島にとっても我々にとっても快挙の賜物と
言っても言い過ぎではないと思う。聞くところによ
ると地元世羅町の援助は大変なもので、選手たちの
背中を大きく押したものと思う。
　広島のプロスポーツが成果をあげない中、全国制

Hot News
注目記事 全国高校駅伝大会

男子の部で世羅高校優勝

ワインショップ

せら県民公園
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　2012 年上半期、広島県内で開催されるお祭りや
イベントのスケジュールをご紹介。

2012年１月～５月
広島のイベントスケジュール

たけはら町並み
雛めぐり

音戸清盛祭

フラワー
フェスティバル

福山ばら祭

　帰郷や出張などの際にぜひご参加いただき、郷土
の自然や伝統文化にふれてみてください。
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ＳＡＩＮＯポークＺ

　「西農ポーク」とは、広島県の農業教育をリード
する西条農業高校畜産科で飼育している豚の愛称
です。「西農ポーク」には２つの特徴があります。
１つめは、ストレスの軽減を目的とした放牧飼育
を行っていること。そして２つめは、「酒都西条」
の地域資源である酒粕を添加飼料として与えてい
ることです。酒粕は栄養豊富な食品で、現代病に
も効果があります。また美肌効果もあり、化粧品
にも使われています。この放牧飼育と酒粕添加を
組み合わせて飼育したのが西農ポークです。
　今年度は更に、酒粕以外にも東広島市の地域資
源である福富町のエゴマに注目しました。エゴマ
は、中性脂肪の低減などに効果の高いα̶リノレ
ン酸を多く含むシソ科植物です。私達の健康に良
い影響を与えることが出来る豚肉の生産を目指し
て、今年度は酒粕に加えエゴマも添加して「西農
ポーク」を飼育しています。

Hot News
注目記事 西農ポークに夢をのせて

広島県立西条農業高等学校

　畜産科で育てた健
康な豚「西農ポーク」
を原料として製造・
販売を行っているソーセージが「SAINOポークZ」
です。常に改良を重ねながら多くの方々から指示
される完成品の誕生を目指しています。ソーセー
ジのみならず、ベーコンやロースハム等新たな商
品開発にも積極的に取り組んでいます。
　西農で開発された「西農ポーク」や「SAINOポー

クZ」が東広島
市の活性化や地
産地消に大いに
役立つ日が来る
ことを夢見て、
このプロジェク
トを推進してい
ます。

先駆けて導入した
最新鋭旅客機ボー
イング787の１st
フライトに合わせ
た就航イベントの
実施など。
　また、12月～２
月の３ヶ月間は、
ANAの機内販売メ
ニュー「MyChoice」に「広島レモンサイダー」が
採用されています。国内線全線が対象ですので、ご
利用の際は、是非一度、お試しください。他にも、
雑誌掲載、各種イベント・展示会への参加、スーパー
での試食宣伝販売の実施など現在進行中の企画も多
数あります。
　我々チーム広島レモンは、引き続き、首都圏にお
ける「広島レモン」の知名度向上に努めて参りたい
と思っていますので、県人会の皆様も、スーパー店
頭やイベント等で広島レモンを見かけたら応援の程
よろしくお願いします。

　広島県は、国内生産量の約60％を占める日本一
のレモン産地です。県人会の皆様はご存知でした
か？おそらく広島県人でも知らない人の方が多いの
ではないでしょうか。まして、首都圏の一般消費者
における広島レモンの知名度は・・・。限りなくゼ
ロに近いのではないかと思います。
　「もっと広島レモンの知名度を上げる必要がある」
と言うことで、広島県東京事務所、JA広島果実連
東京支所ほか関係機関がタッグを組み、首都圏発「広
島レモン」の広報活動を展開中です。
　一例を挙げますと、東京タワーで開催された「お
好み焼きの日」観光PRイベント（主催：広島市）
において、広島レモンの無料配布を実施。霞が関

ビルで開催された霞
マルシェ（共催：三
井不動産・ANA総
合研究所）では、広
島レモンおよびレモ
ン関連加工食品の販
売。ANAが世界に

Pick Up
名産品 お陰様で国内生産量日本一！！

一つ一つが広島の宝！“広島レモン”

大長レモンの産地

広島レモンの加工食品

西農ポーク
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Welcome新会員の皆さま、東京広島県人会へ、ようこそ。2011年 9月2日～12月27日に
ご入会いただいた方々（敬称略）

http://hiroken.gr.jp/東京広島県人会ホームページ

東京広島県人会では、東京広島県人会ホームページ上に会員
の皆様から寄稿して頂いた内容を掲載するデジタル投稿コーナー
を開設しています。紀行文、随筆、詩歌、俳句、デジタル写真

等何でも結構です。下記メールアドレスに送付していただければ、県人会ホー
ムページ管理者がホームページに掲載いたします。皆様の奮っての参加をお
待ちしております。　送付先メールアドレス　

デジタル
投稿
コーナー

toko@hiroken.gr.jp

東京広島県人会の
会員皆様の広場ですHomepage

ホームページ

常務理事　大田哲哉様（広島電鉄株式会社代表取締役会長）11月 7 日ご逝去
顧　　問　阿部正道様（旧福山藩主末裔）11月22日ご逝去

訃 報 ご冥福をお祈り申し上げます

　この編集後記を書いて一年間が過ぎたと実感した。この一年は東日

本大震災が時の経過を告げているのではないかと思う位である。春の

役員懇親会で募金活動を行ったことも記憶の中に甦る。県人会の良さ、

特徴が発揮出来たのでは、の感がする。

　皆さんが貴重な時間を割いて参加され、旧交を暖めることは絆を深

めることになるので、今更絆の大事さを言う必要もあるまい。今年が

どんな年になるのか、楽しい県人会になれば良いと考えるのは私だけ

ではないと思う。愉快で面白い県人会を目指して。（ま）

　ぜひ県人会のホームページにもアクセスして下さい。首都
圏在住の広島県人の方々、広島にご縁のある方々の広場で
す。催しのご案内、活動のご紹介等をしています。ホームペー
ジは「東京広島県人会」で検索をしていただければ、直ぐ
にヒットします。
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