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青山商事㈱、アサヒビール㈱、㈱アサムラサキ、アメリカンファミリー生命保険会社、㈱阿藻珍味、㈱アルファ、㈱アンデルセン・パン
生活文化研究所、五日市商工会、㈱一休園、上田昆布㈱、上田宗箇流、㈱上万糧食製粉所、㈱エディオン、オタフクソース㈱、㈱御
菓子所高木、㈱ 飯酔心 東京店、川中醤油㈱、頑固屋㈲、郷心会連合会、キリンビール㈱、草津かき組合、広島県立西条農業高等学校、サッ
ポロビール㈱、サントリービア＆スピリッツ㈱、サンフーズ㈱、㈱サンフレッチェ広島、ＪＵＫＩ㈱、新庄みそ㈱、㈱スグル食品、世羅町
観光協会、世羅町商工会、空口ママのみるく工房、大和重工㈱、田中食品㈱、中国新聞社 東京支社、中国電力㈱東京支社、㈱中電工 
東京本部、寺岡有機醸造㈱、天光堂㈲、㈲天明堂、東映㈱、㈱東京ドーム、㈱にしき堂、ニッカウヰスキー㈱、㈱猫島商店、広島県
商工会連合会、㈳広島交響楽協会、広島テレビ放送㈱、㈱広島東洋カープ、広島東洋カープ選手会、㈱広島ホームテレビ、グランドプ
リンスホテル広島、広島三次ワイナリー、福留ハム㈱、㈱藤い屋、㈱フジタ、文化シヤッター㈱、㈱平安堂梅坪、㈱ホテルグランヴィア
広島、ますやみそ㈱、マツダ㈱、三菱電機ビルテクノサービス㈱、蜜屋本舗㈱、㈱モーツアルト、八幡川酒造㈱、㈱やまだ屋、㈱山豊、
㈱リーガロイヤルホテル東京、リョービ㈱　　（五十音順）

平成24年度  東京広島県人会総会協賛企業等一覧

総会司会の梅木敏明
広島県東京事務所所長（当時）

森保一サンフレッチェ広島監督

野村謙二郎広島東洋カープ監督、小早川毅彦氏、衣笠祥雄氏、張本勲氏、山本浩二氏

（左から）
金田幸三さん
柳家福治さん
柳亭左楽さん
上田宗冏さん
財満光子さん
長野文憲さん

（左から）
窪田崇さん
義田貴士さん
松瀬一昭さん
門松良祐さん
田中秀道さん
原晋さん
下垣真希さん
Qoonieさん
竹本拓史さん

懇親会司会の坂本祐祈さん

岩本真弥世羅高校陸上競技部監督

　林有厚会長の挨拶で総会が始まり、会務および決
算報告の後、湯﨑英彦広島県知事、林正夫広島県議
会議長といった来賓の祝辞、広島県内の各市町長
の紹介がありました。引き続き開かれた恒例の懇親
パーティーは、大勢の参加者で熱気が高まる中、坂
本祐祈キャスターの司会進行と三浦惺副会長の乾杯
の音頭で幕を開けました。
　今年は「たしかめあおう広島の絆・日本の絆」の
キャッチフレーズの下、例年にも増して多彩なアト
ラクションが用意されました。
　最初に披露されたのは「壬生の花田植」。昭和51
年、国の重要無形文化財の指定を受け、昨年11月

には世界無形文化遺産に登録されたもので、歌や伴
奏に合わせて行われている花田植が舞台の上で繰り
広げられました。その後、歌手・南一誠氏による「広
島天国」の歌、OSMY（オスミー）の歌と踊りが
にぎやかに続きました。
　スポーツ界からも多数の著名ゲストが駆けつけま
した。野村謙二郎・広島東洋カープ監督を始め、野
球評論家の張本勲、山本浩二、衣笠祥雄、小早川毅
彦の各氏、森保一・サンフレッチェ広島監督、岩本
真弥・世羅高校陸上競技部監督といった顔ぶれが場
内をさらに湧かせました。
　会場周囲には屋台が立ち並び、あちこちに行列を
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南一誠さん「広島天国」と
新曲「泣いてもいいよ」を披露

広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、
海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町　　（順不同）

㈱原本店、㈱小泉本店、津田酒造㈱、八幡川酒造㈱、中国醸造㈱、㈱三宅本店、㈲白天龍酒造場、相原酒造㈱、榎酒造㈱、㈴梅田酒造場、
旭鳳酒造㈱、久保田酒造㈱、安佐酒造㈱、上杉酒造㈱、㈱有木酒造場、賀茂鶴酒造㈱、福美人酒造㈱、白牡丹酒造㈱、西條鶴醸造㈱、
亀齢酒造㈱、賀茂泉酒造㈱、金光酒造㈾、竹鶴酒造㈱、藤井酒造㈱、㈱今田酒造本店、中尾醸造㈱、柄酒造㈱、盛川酒造㈱、㈱酔
心山根本店、㈱吉源酒造場、美の鶴酒造㈱、田中酒造㈱、三輪酒造㈱、美和桜酒造㈲、山岡酒造㈱、比婆美人酒造㈱、生熊酒造㈱
（順不同）

【市町】

【広島県酒造組合】

壬生の花田植

ひろしま清盛くんとひろしま清盛美少女隊

郷土の味・お好み焼

パフォーマンスユニットOSMY（オスミー）の歌とダンス

ひろしま菓子博 2013のマスコット・かしなり君とスイーツ姫

ひろしま名品の数々 上田宗箇流

広島県観光PRええじゃんレディの
高野千恵美さん（左）、植松寿美さん

応援歌「momiji」を熱唱

会場内の賑 し々い風景

作っていました。おなじみの三次ワイン、せらワイ
ン、お好み焼き、府中焼き、広島牛のステーキをは
じめ、蛸足天ぷら、尾道ラーメン、こんにゃく天ぷら、
広島菜漬けなど盛りだくさんで、なかなか全部を食
べ歩きできないほど。また、協賛各社（団体）提供
の広島の美酒も充実、テーブルに並んだ種類だけで
も20銘柄を超えていました。
　参加された皆さんは、こうしたお酒と食事を堪能
し、酔うほどに声高に広島弁で旧交を温め合うとと
もに故郷に思いをはせていました。
　最後に、県出身の若手ミュージシャンが作り、
昨年初めて披露された県人会応援ソング「momiji

（もみじ）」を会場全員で合唱してお開きとなりま
した。
　東京広島県人会は、昭和24年に設立され、現在
は３部会９委員会を61名の幹事で運営、3300名を超
える会員が支える大組織となっています。会員は、
つり、テニス、きき酒、カラオケ、写真、陶芸、麻
雀といった７つの同好会と、毎年、春・秋の２回実
施されるゴルフクラブに参加して大いに親睦を深め
ています。
　ご協賛頂いた各企業、各団体の皆さま、そして総
会の準備に携わって頂いた各自治体の方々、県人会
幹事の方々に厚く御礼申し上げます。

東京広島県人会総会＆新春懇親パーティー
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　昨年、茨城県が、茨城に旅行し宿泊するグループ
のバス代を支援するという記事を見つけた。県人会
としても馴染みある土地であり旅行の認可を茨城県
から得ることに成功。参加人数条件も何とかクリア
した。
　２月４日（土）に東京から出発。早速、賀茂鶴さ
ん差し入れの日本酒で盛り上がる。カラオケ同好会
でお世話になる未来家さんからも、沢山の差し入れ
をいただいた。
　最初の訪問地は当日からひな祭りが始まった真壁
町。江戸時代以降の街並みが保存され、多くの家が
開放され、それぞれの家でひな人形が展示されてい
る。ゆっくりと散策。次は、県人会らしく酒蔵見学。
利き酒師でもある参加者からの提案で、岡部合名を
訪問。ここのブランドは「松盛」。到着したら、お
茶が出て一同感激。酒蔵見学ではお茶が出たことは
ない。発酵中のタンクの中まで、覗かせていただき
新鮮。勿論、その後は試飲。
　さて、今回の最大のお目当ては五浦（いづら）観
光ホテル。１昨年に初めて研修旅行で県人会として
宿泊。昨年は地震の後に、ランチに立ち寄り。その
時に若女将が、こんな時に寄ってくれて嬉しいと涙

を流した。
　五浦といえば六角堂、岡倉天心で名高い海に突き
出したお堂も、津波で流された。茨城は福島を上回
る14万戸が損壊したのに被災地としては、あまり
認識されてはいない。今回県人会は、横山大観が住
んだ別棟を一括提供していただいた。飾られた絵は
全て本物。全員、大感謝。茨城名物の鮟鱇鍋などを
食べ楽しく過ごしました。次の朝、若女将はまた泣
きました。頑張って欲しいものです。
　２日目は、水戸の偕楽園・笠間稲荷を見学し無事
東京に帰着。残念ながら、梅はさっぱりでしたが、
いい思い出になりました。県の梅木前所長始め、参
加者の皆様に感謝です。（橋本直樹）
編集部追記：五浦の六角堂は地元関係者の皆さんの
努力により４月28日再建復興されました。

注目記事 茨城支援ツアーHot News

　日本三大銘醸地のひとつ東広島市西条は酒蔵の建
ち並ぶ美しい景観を今に残しています。その酒蔵地
区のまちづくりに関する取組みが評価され、国土交
通省より平成23年度手づくり郷土（ふるさと）賞
の大賞に選ばれました。
　酒蔵地区まちづくり協議会で取りまとめた提案を

基に東広島市がインフラ整備等の環境づくりを進
め、地元団体・有志の皆さん、酒造会社の方々が創
意工夫を重ねながら、各種イベントやまち歩きガイ
ド、酒蔵の公開など、地区の魅力を高める取組みを
行っています。日本酒の好きな方も、そうでない方
も町の魅力を楽しんでみたいですね。

Award
受賞

「酒蔵のあるまち並み」が手づくり郷土大賞受賞！
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　２月25日（土）、築地の場外市場で「第一回瀬戸
内ひろしまカキ祭 in TOKYO」が開催されました。
午前中はあいにくの雨模様で非常に寒い中でした
が、一時は入場１時間待ちの行列ができるほど大
盛況で、数多くの方が広島の牡蠣を味わっていま
した。
　今回、活性部の和田・池永・田口で主催する
“drinks ひろしま”でこのイベントのお手伝いをさ
せてもらい、計14名もの仲間が貴重な時間を割い
て来てくれました。
　自分たちは、牡蠣の販売のお手伝い・フライヤー
配布の告知活動が受け持ちの担当でした。牡蠣の
販売では、最初牡蠣業者の方々とちゃんとした挨
拶もなくスタートしてしまい少し不安な部分もあ
りましたが、そこは同じ広島人同志、声を出しな
がら進めることで、牡蠣業者の方々とも呼吸を合
わせて連携がうまくいきました！！！雨の寒い中、
長蛇の列をつくって待ってくださっているお客様
に温かくておいしい牡蠣を食べていただきたいと
いう想いで一致団結した感じでした。
　雨も途中から止み、牡蠣の方もじゃんじゃん販
売しているうちにいつの間にか時間になってし
まった感じで非常に充実した時間を過ごさせても
らいました。閉会の会の後には残りの牡蠣を少し
分けて頂き腹一杯に。心地良い疲れの後の牡蠣が
格別でした。
　イベントが終わってみんなで片付けを手伝い、
第21回 drinks ひろしまへ。今回は、広島の牡蠣業
者のみなさん、気仙沼の牡蠣業者のみなさんも参
加してくださり、遅れてきた drinks のメンバーも
ジョインして大宴会になり、お店のご
好意で貸切にしてくださいました。
　いつもの会のようにある程度呑ん
で食べた所で一言自己紹介を。今回
は今日のイベントの感想含めてお話
をしてもらいました。みんな今日参
加できてよかった・来年もあればぜ
ひ手伝いたいといった感じでお話を
和気あいあいと進めていたところ、
気仙沼の畠山さんのお話から雰囲気
が変わりました。
　「震災で家も仕事場も流され、尊い

Event
イベント 瀬戸内ひろしまカキ祭 inTOKYO レポート

drinksひろしま／和田徳之

命も沢山奪われ、途方にくれているとき、再出発
する資金を手助けしてくれたのは、広島の牡蠣業
者さんたちでした。震災前はいわゆるライバルだっ
た広島の業者さんがいの一番に駆けつけてくれた
んです。13人の人たちが牡蠣業者として一番忙し
い時期に気仙沼に来て一緒にいかだを作ってくれ
たおかげで自分たちは何とか再出発をすることが
出来たのです。震災で失ったものは計り知れない。
でも、震災がなかったらこんな感動もなかったと
本当に心からそう思っています。本当に有難うご
ざいました。」と涙ながらにお話しして下さいま
した。さらに、その広島の牡蠣業者の森尾さんは、
「もう泣きません。あの日の帰り道にたくさん泣き
ましたから。後は復興目指してがんばりましょう」
と強い言葉をもらいました。
　イベントのお手伝いだけでなく、こうしてみな
さんのリアルなお話を伺えることができて非常に
良い体験ができました。広島と宮城は同じ牡蠣の
産地。ライバル同士から共に復興を進める同志と
して継続的に絆を深めていきたいと思いました。
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生涯テニスを愛し、楽しむ86歳プレイヤー！！
　2004年の県人会ニュース第17号の同好会コーナー
に、次の記事が掲載。『最初10人そこそこからスター
トでしたが、今年で６年を迎え今では40名近くの
大世帯になりました。77歳から大学生とまさに老若
男女による楽しい集まりで、毎月20～30名の参加
を得て益々盛況です。･･･（以下省略）』とあります。
　あれから実質９年経過の2012年。今年は77歳は
86歳に、大学生は立派な社会人に成長、勿論構成

テニス同好会 世話人／藤瀬活子

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

主役の60、70代を含む会員全員がテニスを愛し、テ
ニスを楽しみ、県人の親交を温め、正しいマナーを
体得し学んでいます。
　『老いて学べば即ち死して朽ちず』（言志四録）、
とあります。この穏やかな良き気風は会員全員が築
き上げた素晴らしい宝物だと思います。大らかなテ
ニス同好会に入会してテニスを楽しみましょう。当
時77歳、現在86歳の私は生涯テニスを愛し、生涯
テニスを楽しんでおります。（尾田常登）

同好会活動に参加して
広島県東京事務所 前所長／梅木敏明

　皆様、こんにちは。東京広島県人会にはご案
内のとおり、充実した同好会がたくさんありま
す。２年前に広島県東京事務所に転勤して来て
以来、私も、アフター５や週末に、随分お世話
になりました。
　カラオケ同好会では、季節ごとに、銀座で大
いに盛り上がります。県人会の若手ミュージ
シャンによる実演歌唱指導もあり、腹式呼吸に
よる長音の発声が出来るようになります！楽酒
会ツアーにも参加しましたが、お酒の好きな方
はもちろん、そんなに飲まれない方も十分楽し
める内容でしたし、県事務所有志はマージャン

大会にも参加させていただいています。わいわ
い言いながら、気軽に勝負を楽しめる貴重な時
間です。
　私個人では、同好会ではないですが、ゴルフ
クラブに随分お世話になりました。東京に転勤
してからは、しばらく遠ざかっていましたが、
ゴルフクラブのコンペに参加するようになっ
て、運動不足と日ごろのストレスを少しでも解
消できたかなと思っています。
　多くの会員の皆様の参加を得て、同好会活動
がますます充実することを心からお祈りしてい
ます。

尾田さんを囲んで（藤瀬・尾田・橘高香・岡本）
（写真撮影：橘高淑夫）新人２名参加で２カ月ぶりの練習会（写真撮影：橘高淑夫）
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通算50回！ 作陶を楽しむと同時に、
素敵なお仲間との出会いの場。
　平成11年（1999年）７月に産声をあげた陶芸同
好会。本会（４月27日）で50回目を迎えました。

その間、素敵な
作品が沢山誕生
すると共に、素
晴らしいお仲間
との出会いがあ
りました。これ
からも楽しい場
となるよう努め
て参りますの

で、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
　今回の作陶はひと塊の土から鉢や碗を作り、それ
に白化粧を施し、やや乾いたところでヘラを使って
文様を描くという二部構成。あっと言う間に時間が
過ぎました。無心になって作陶をした後の一杯は格
別。良いお仲間との語らいは郷土広島の話から芸術
文化まで多義に
渡り、親睦と交
流の場として大
いに盛り上がり
ました。

陶芸同好会 世話人／児玉裕司

春のお花見カラオケ
　毎春恒例の東京広島県人会のカラオケ大会を銀座
未來家で４月14日開催しました。桜も葉桜になる
直前で、最高の季節の中で22名の参加があり、竹
本拓史氏もゲストとして開始から２時間程度指導を
含めて盛り上げてくれました。
　花より団子ならぬ美味しい料理の数々と飲み放
題・歌い放題で土曜日の午後６時間楽しい雰囲気で
過ごすことが出来ました。県・市の方も新しい顔ぶ
れで美声を披露。最後はコンテストを行い、お開き

カラオケ同好会 世話人／漆谷憲康

となりました。
　いつものことな
がら未來家のママ
の手作り料理の美
味、有難く感謝。
次回は暑気払いと
銀座の柳を愛でる
会として行う予
定。是非多くの方
のご参加を。

　４月７日に「2012年の第１回カープ観戦＠横浜
スタジアム」を開催しました。今年は、毎年お世話
になっている東京ドームでの休日開催が非常に少な
く、横浜スタジアムの方にもご協力頂き、総勢40
名での観戦をしました。
　前日は、前田健太投手（23）が、自身初のノーヒッ
トノーランを達成したこともあり、当日のスタジア
ムでの盛り上がりは最高でした。が、当日は少し肌
寒く、応援をしつつ、ホッカイロや熱燗で体を温め
ながらの観戦でした。
　試合は、９回表にカープが１点入れ、「１－０」
で逃げ切り勝利しました。昨年は、県人会で３回応

Report
青年部 青年部だより

青年部副委員長／阿南圭一郎

援に行きましたが、すべて敗戦でしたので、みんな
で喜びをわかちあえました。
　次回は、６月に「西武vs広島」を観戦予定です
ので、是非、ご参加をお願いいたします。
　また、色々なイベントを随時開催しておりますの
で、ご興味のある方は下記URLよりどうぞ！！
青年部ブログ
http://seinenbukenjinkai.blogspot.com/

未來家の皆さんと手作り料理

武将茶人に思いを馳せて
作った皆さまの作品作陶仲間との記念撮影
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　広島駅周辺の再開発事業がここにきて具体的な動
きや構想が次々と打ち出されてきています。やはり
４年目を迎えるマツダスタジアムが立地しているこ
とが可なりのインパクトを与えていると言えるで
しょう。まず、スタジアム周辺ですがライトスタン

ドの後方に位
置する東側で
大型スポーツ
施設「ルネサ
ンス」（秋オー
プン）、中四国
では初となる
会員制の大型
商業施設「コ
ストコ」（2013
年３月）それ
に 15 階 建 て

の分譲マンション（13年８月）が同時に工事に入っ
ています。「ルネサンス」はスタジアムのコンコー
スと連結させ、観戦客も行き来できる店舗を設け、
一体感を持たせるとともに４階部分からはフィット
ネスで汗をかきながらゲーム観戦もできるようで
す。ただ、広島駅から歩いて５分、スタジアム傍の
線路に面した西側エリアの再開発は４年程度遅れる
見込み。元々この一帯は「貨物ヤード跡地」のため
現在も倉庫、運送関係の会社が立地しており、ゲー
ムのない日やシーズンオフの賑わいをいかにつくっ
ていくかが課題となるでしょう。
　広島駅南口、謂わば広島の正面玄関は私の記憶で
は30年以上前から地権者などにより再開発組合が

出来、色々な構想が浮かんでは消えていきました。
その中でＡブロックといわれるエールエール館が
1999年、福屋をキーテナントとしてオープン、し
かし、駅前大橋の東側のＢブロック、愛友市場など
があるＣブロックは中々具体化していませんでした
が、ここにきて2015年を目処にそれぞれ40～50階
の商業、住宅の複合高層ビルが建ち上がる予定です。
　そして今、注目されるのが広島駅北口です。駅の
隣接地には既に高級ホテルやマンションが出来て
います。現在、
街区整備が来
年度を目処に
進められてい
るのが東照宮
の麓に広がる
「二葉の里地
区」です。未
利用の国有地
とＪＲ西日本
の所有地あわ
せて約13.8ha。
広島市中心部に残された最後の一等地です。既に民
間企業が取得済みの部分もありますが、広島経済同
友会などの提案により構想として挙がっているのが
「第二広島バスセンター」、郊外や遠距離バスの発着
を想定しています。このバスセンターとの絡みでい
えば、広島電鉄の市内電車は現在、的場、猿猴橋経
由で広島駅に入っていますが、これを稲荷町から左
折して駅前大橋を渡って駅に入るルートが具体化す
る方向です。これをさらにＪＲの下を通して「バス
センター」まで延伸してはどうかという意見もあり
ます。ただ、これはＪＲ等との問題など実現までに
はかなりハードルが高いものと思われます。
　最先端のがん治療「重粒子線センター」などの提
案もあります。一方広島県は「高精細度放射線治療
センター」の整備計画を進めています。通院治療を
原則とした高精度リニアック装置などの医療機器を
備えた放射線治療の専門医療機関です。「重粒子…」
との整合性を如何に取っていくか、課題もあります。
いずれにしましても戦前は軍用機の発着も行われて
いた旧日本陸軍第五師団の広島東練兵場、戦後すぐ
は引揚者の開墾地だったこのエリアが大きく変貌し

Topics
広島の今 ふるさと広島通信

三宅恭次（中国放送ＯＢ）

広島駅南口から駅前大橋方面を望む

二葉の里・整理事業地区

球場東側／大型スポーツ施設などの建設現場
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ようとしています。
　一方の西練兵場が県庁など官庁群の一帯
と旧広島市民球場等のエリアです。旧広島
市民球場はいろいろ紆余曲折はあったもの
の今年３月、完全に解体、外野スタンドを
申し訳程度に残して整地されました。昭和
50年、カープのＶ１で興奮の坩堝と化した
あの市民球場を思い起こさせてくれるもの
は何も残っていません！この地では一年後
の来年４月19日～５月12日まで「ひろしま
菓子博2013」の開催が決まっています。そ
の後については前市長時代の構想は白紙に
戻され、松井市長への諮問機関「跡地検討委員会」
が「にぎわい」「若者」といった視点で検討を進め
ています。
　最後に、この時期、カープに触れない訳にはいき
ません。成績は11勝13敗２分け、４位です（４月
30日現在）。シーズンに入る前に二人の方の話を聞
く機会がありました。ひとりは広島弁とウイットに
富んだ喋りで人気のフジ系列のプロ野球解説者達川
光男さん。達川さんは「マエケン、バリントン、野
村の三本柱でプラス15，16勝、後の投手で負けを如
何に少なくするか。ポイントは捕手石原、良い意味
で狡くなって欲しい。試合はなでしこジャパンのよ
うに決定力はないが繋いで繋いで最少得点で勝つ、
引き分けでも良い、そういう試合が出来ればクライ
マックスには行ける！」と。もう一人はフリーのス
ポーツジャーナリストで新聞記者、ＲＣＣのキャス
ター時代を通じてカープを見てきた田辺一球氏「今
シーズン、得点力を30，40点上積みするか、失点を
減らすか。総得失点差がプラスになるように…。投
手陣は間違いなくＡクラス。松山などの“新鮮力”
を攻撃の起爆剤にし、辛抱強く使えばＡクラス！」
というお見立てでした。石原は現在登録抹消。最少
得点はその通りですが、大量失点があります。１番
から６番まで（栗原抹消前）はメンバーはほぼ一緒

ですが、毎試合のように打順が替わっています。特
に３番が固定されていないのが痛い！メジャーでは
安定感があって得点力のあるバッターが３番を打つ
と言われています。因みに得失点差について見て
みますと総得点51、総失点76その差はマイナス25
点。巨人、横浜に６連勝した時点（９試合消化）で
は 20－18＝プラス２点で、まさに達川さんの言う
最少得点で競り勝つゲームが出来ていました。貧打、
貧打と言われていますが、その証明は得点３点以下
の試合が77％を占めていることでお判りでしょう、
いくら投高打低といっても…。一方、Ａクラスと
言われる投手陣は２点以下で抑えた試合が15あり、
投手陣が頑張っていることは間違いありません。さ
らにほぼ毎試合スタジアムへ足を運ぶ一フアンから
敢えて言わせてもらえば、監督采配に？が付く場面
が多々ある、勿論素人には窺い知れない奥深いもの
があるのでしょうが、負けても何となくすっきりし
た気持ちで球場を後に出来るゲームを期待したいも
のです。
　なお、昨年秋のこの欄で紹介した「ひろしまイノ
ベーション推進機構」の投資先第一号に福山の検査
装置メーカー「オー・エイチ・ティー」に決まった
ことが先ごろ発表されました。

旧広島市民球場跡地

マツダスタジアムへのアプローチ
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　今年の歓送迎会は梅の香が残る早春の３月21日
に霞が関の東海大学校友会館で２年振りに開催しま
した。昨年は３月11日の東日本大震災のため、広
島県東京事務所で年度明けに新任職員歓迎会をささ
やかに行ったためですが、今年の広島県をはじめと
する東京事務所職員の方々の異動が例年以上の多さ
であったことにも震災の影響を感じずにはいられま
せんでした。
　特に、この１年間は震災後の日本が大きな転換期
を迎えるという時期と重なり、東京で様々なご活動
をされてこられた東京事務所職員の方々には忘れ難
い年になったのではないでしょうか。昨年の漢字は

「絆」でしたが、東京事務所職員の方々と県人会を
はじめ郷土との「絆」がより一層強まったようにも
思えました。
　古来、｢梅の花　色こそ見えね　香やは隠るる｣
と詠われ、梅の香千里ともいわれているように、新
任の職員の方々、そして帰任される方々のこれから
の益々のご活躍を遠く離れていてもいつも心より祈
念いたしております。（山口慶剛）

Party
パーティ 東京事務所職員

歓送迎会

【広島県東京事務所】

所　　長 所　　長

次　　長 次　　長

次　　長 次　　長

政策課長
（企画担当）

政策課長
（健康福祉担当）
政策課長

（企業誘致 兼 観光物産担当）

政策課長
（農林担当）

政策課長
（健康福祉担当）

政策課長
（企画担当）
政策課長

（土木担当）

政策課長
（企業誘致 兼 観光物産担当）

総務課長

総務課主任

総務課長

総務課主任

政策課長
（土木担当）

政策課長
（農林担当）

新   職   名前　職　名

梅木　敏明 石田　文典

小林　秀行 小林　即典

鳥井原　俊治 岡村　文生

瀧口　公照

平井　　幸

矢野　真治

田中　健也

岡峯　美智子

伊藤　智之

岡田　浩実

石濱　　真

柴田　　勉

三山　蘭子

沖邉　竜哉

寺口　信介

下隠　俊作 石丸　　剛

環境県民局長 商工労働局
イノベーション推進部長

総務局　秘書課長 総務局　分権改革課長

商工労働局
海外ビジネス課長

自治総合研修センター
研修企画監

地域政策局　平和推進
プロジェクト・チーム主査

健康福祉局
がん対策課主査
総務局　総合特区計画
プロジェクト・チーム主査

商工労働局
経営革新課主査

健康福祉局
医療政策課事業推進員

商工労働局　雇用基金特別
対策プロジェクト・チーム主査
土木局
技術企画課主任

総務局
戦略企画チーム主査

商工労働局
ひろしまブランド推進課長

（育児休暇）

総務局
戦略推進課主幹

商工労働局
雇用労働政策課主任

土木局
道路企画課主査

地域政策局
過疎・地域振興課主査

氏　　名
転     入     者

氏　　名
転     出     者

元   所   属異   動   先

【広島市東京事務所】

【福山市東京事務所】

【呉市東京事務所】

新   職   名

新   職   名

新   職   名

前　職　名

前　職　名

前　職　名

氏　　名

氏　　名

氏　　名

転     入     者

転     入     者

転     入     者

氏　　名

氏　　名

氏　　名

転     出     者

転     出     者

転     出     者

元   所   属

元   所   属

元   所   属

異   動   先

異   動   先

異   動   先

所　　長

所　　長

所　　長

所　　長

所　　長

所　　長

主　　査 主　　査

谷本　睦志

小畑　和正

大森　和雄

滝川　卓男

鈴木　　裕

河部　泰志

荒井　浩一 古田　泰子

経済観光局長
市民局国際平和推進部
平和推進課平和施策
総合推進担当課長

経済環境局環境部
環境総務課次長

財務部　市民税課主査福祉保健部
子育て施設課施設係長

経済環境局経済部長 兼
企業誘致推進担当部長 兼
土地開発公社事務局長

経済観光局
観光政策部主査

公益財団法人広島平和
文化センター国際部
平和連帯推進課主査
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●「広島県おしい！委員会」メンバー
　委員長として広島県観光大使の有吉弘行さんにご
就任いただくほか、趣旨にご賛同いただいた広島県
出身の多数の著名人にも委員としてご参加いただい
ています。

●特設ウェブサイトをご覧ください！
　⇒ http://oc-h.jp/
　キャンペーン映像「おしい！THE　MOVIE」、
観光地や特産品を紹介する「おしい！名鑑」、おし
い！委員会メンバーによる「おしい！ブログ」など
の各種コンテンツを用意しています。

広島県の新たな観光プロモーション
「おしい！広島県」を展開しています！

●「おしい！広島県」ロゴが使用できます！
　「おしい！広島県」を県内外へ波及させて、観光
客の誘致や県産品の販路拡大につなげていくため、
「おしい！広島県」のロゴは、ウェブ上からダウン
ロードしてご使用いただけます。商品の包装紙など
に是非、ロゴをご活用ください。

●「マンスリーベストおしい！」
Twitter かメールで投稿を募集中です！

　広島県や身の回りに関するおしい！ことを
Twitter 等で投稿してもらう「マンスリーベストお
しい！」を実施し、毎月４日の「おしい！の日」に
決定・発表します。

Award
授章

春の叙勲・褒章 謹んでお喜び申し上げます。

旭日小綬章（地方自治功労）
大曽根哲夫 様［元広島県議会議員］

瑞宝中綬章（郵政行政事業功労）
上野壽隆 様［元郵政省郵政局長］

瑞宝中綬章（運輸行政事務功労）
森平倫生 様［元第二港湾建設局長］

瑞宝小綬章（防衛功労）
堂免勝清 様［元陸上自衛隊北海道地区補給処副処長］

　広島県は、平成24年３月27日より、新たな観光プロモーション「おしい！
広島県」を開始しました。広島県には、豊富で魅力的な観光資源があるの
に、全国にあまり知られていないという「実に、おしい！」現状があります。
広島の魅力をもっと県内外へアピールし、た
くさんの人が広島を訪れ、「おしい！」を「お
いしい！」へ変えるために、様々なプロモー
ション活動を展開しますので、広島県人会の
皆様のご支援をよろしくお願いします。
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　宮島口桟橋すぐそばに「さくら庵　城山」はある。豆腐屋から始まって、現在は瀬戸内
の美味としてあなご飯、あなご天丼、あなご飯御膳ととうふ屋弁当等が品書きとしてあ
る。宮島参詣の際に立ち寄ってみては如何。土産
に豆富焼蒲鉾もありこれも美味。
　この度「宮島丼」を考案。あなごと牡蠣のコラボ
レーション。ボリューム充分で昼食・夕食兼用とな
ること疑いなし。清盛ブームで宮島も観光客が多
く賑わっているが、是非一度ご笑味を、と店主。

　1963年に「広島市民交響楽団」として発足、そ
の後「広島交響楽団」と改称、1972年のプロ改組
以来､ 中 ･四国唯一の常設プロ ･オーケストラと
して活動の場を拡げており、2011年には広島県よ
り公益社団法人の認定を受けた。年14回の定期演
奏会をはじめ、依頼公演や音楽教室等、年間約150
回に及ぶ演奏活動を精力的に行っています。2001
年度から、文化庁が行なう「我が国芸術水準向上の
牽引力となる芸術団体への特別支援事業」指定団体。
　2012年にはプロ改組40周年、2013年には創立50
周年を迎えるまでに至っており､ この度､ キャッ
チフレーズの“Music for Peace”をより明確に
し､ 広響のビジョンを ｢平和貢献｣ ｢地域に根ざ
した楽団｣ ｢世界に通用する楽団｣ の三つとした。
地域活性化に貢献するため､ 広島カープ､ サン
フレッチェ広島と共に広島３大プロとして“Ｐ３

HIROSHIMA”を結成し､ 社会貢献活動にも力を
入れています。
　音楽の持つ力を通じて多くの人に感動を与え続け
ており、各方面から活躍を期待されております。

ホーム
ページ http://hirokyo.or.jp/広島交響楽団

公益社団法人 広島交響楽協会
創立／ 1963 年
住所／広島市中区舟入中町 9 番12号舟入信愛ビル 3F
会長：髙橋正
理事長：金田幸三
音楽監督・常任指揮者：秋山和慶
楽団員数：69名

カープ応援広響ファンファーレ

広響学校公演

満場の拍手を受ける広響

美味探訪 宮島口「さくら庵　城山」
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　2010年５月、ニューヨーク
のグランド・ゼロに隣接する
ニューヨーク同時多発テロの
資料館である、WTCワール
ドトリビュートセンターに禎
子の遺品の鶴を 1羽寄贈しま
した。
　何故原爆を使ったアメリカ
に、その原爆で犠牲になった
少女が折った折り鶴が届いたのか？
　きっかけとなったのは、実は折り鶴なんです。
数年前に、グランド・ゼロを囲う鉄柵に折り鶴が
かけられているのを、センターの職員の方が見つ
けました。持ち帰り、センター内に置いていたと
ころ、日本人遺族の方々の目にとまり「誰かが追
悼のために鉄柵にかけてくれたんだ…よし、私達
も折り鶴を折ろう！」と。亡くなった方々の同僚
や関係者で１万羽の折り鶴を折り、センターへ届
けたそうです。職員の方が「何故鶴を折るのです
か？」と遺族にたずね、初めて「禎子」の話をお
知りになったそうです。とても感動されて、「禎子
の写真も一緒に飾りたい」と、広島の平和記念資
料館を通じて僕達に連絡をしてこられました。そ
の頃僕達は、手元に残った禎子の鶴を、「鶴が世界
の心をつないでくれる」 という願いを込めて、世
界５大陸に届けたいと思っていたところだったの
で、その考えを伝え、快く受け入れていただいた
のです。
　そして偶然にも海を渡ったのは赤い折り鶴でし

た。禎子が入院中にアメリカから無償供与された
白血球の増加を防ぐ薬（メトトレキサート）を飲
んで、一時は退院出来るのではないかと思われる
ほど回復したのですが、そのメトトレキサートを
包んでいた紙が、まさしくこの赤い折り鶴のもの
なのです。きっと禎子が結んだ縁なのでしょう、
禎子はすべてのことを自分の苦として闘い、「憎し
みの中からは憎しみの心しか生まれない」という
ことを教えてくれました。
　今、禎子は、「被爆の苦しみと、ニューヨーク同
時多発テロの苦しみは同じ、二度とこのような苦
しみが起きることのないようにしてほしい」と伝
えるためにアメリカにいます。赤い折り鶴は、決
して原爆を知らしめるために海を渡ったのではあ
りません。二度と誰にも辛い思いはしてほしくな
いから、痛みを分かち合い、手と心をつないで同
じ明日を目指すためなのです。その想いを未来に
引き継ぐことが、禎子の願いであり僕の使命なん
だと思います。

特別
寄稿 禎子の願い。僕の使命。

佐々木祐滋

1970年生まれ。福岡県博
多区出身のシンガーソング
ライター。広島平和記念
公園にある原爆の子の像の
モデルである佐々木禎子の
甥。被爆二世。

●佐々木祐滋プロフィール
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　西条農業高校出身、グランド ハイアット 東京
ペストリー副料理長岡崎正輝氏が、2012年３月パ
リで開催された国際製菓コンクール「ル・モンディ
アル・デ・ザール・シュクレ2012」に日本代表と
して出場し、スイス（２位）フランス（３位）を
押さえ世界一に輝きました。

Hot News
注目記事 広島出身パティシエ、世界一に

商工労働局産業人材課　人材育成グループ
電話／082-513-3420　〒730-8511 広島市中区基町10番52号

　広島県では、「イノベーション」の原動力となる
高度で多彩な産業人材育成を目的として「広島県未
来チャレンジ資金」を創設しました。
　新しい価値の創造と県内企業の競争力を強化す

Information
告知 イノベーション人材等育成事業

広島県未来チャレンジ資金
る、その原動力となる「人材」を育成し支援してい
ます。あなたが思い描く大きな夢の実現のためにぜ
ひご活用ください。

大学院等専門課程において、県内産業の持続的発展に不可欠なイノベーションの創出に寄与する知識を
取得する方で、修了後、広島県内企業等に就業しようとする方
【要件】
・入学年の４月１日現在で35歳未満の者
・企業又は官公庁等における実務経験を２年以上有する者　など

国内は月額10万円、国外は月額20万円を上限に２年間（無利子）
（支給対象：入学金、授業料、通学のために転居した場合の賃借料）

１次募集締切　平成24年６月29日（金）
２次募集締切　平成24年９月28日（金）　※面接審査もあり

課程修了後、９年間のうち８年間以上、広島県内企業等に就業した場合は全額免除（一部免除規定もあり）

●経営 ●応用情報技術 ●技術経営 ●ファッションビジネス ●会計 ●映画プロデュース
●産業技術 ●福祉マネジメント ●景観マネジメント ●デジタルコンテンツ ●知的財産、他
これらの分野について専門職大学院、もしくはそれに準ずる国内外の教育機関の課程を履修する方

※詳細は広島県ホームページでご覧いただけます。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/challenge-koubo.html

対 象 者

貸付限度額

受 付 期 限

返 還 免 除

対 象 分 野

●岡崎正輝氏プロフィール
平成 9 年
　西条農業高校食品製造科卒業
平成11年
　リーガロイヤルホテル入社
平成15年
　グランド ハイアット 東京入社
平成24年
　ペストリー副料理長就任

　この大会は男女混合で編成された各国代表チー
ム16カ国対抗戦で４日間20時間の中で７種類の作
品を完成させます。創造性、芸術性に加え、高い
技術力、集中力、体力が要求され国際製菓コンクー
ルの中で最も過酷なコンクールでもあります。
　日本チームは「サーカス」をテーマに優勝とい
う快挙を成し遂げました。

表彰式の様子 飴のピエスモンテ
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　東京広島県人会の会員である大利隆行医師のご息
女大利久美さんが、ロンドンオリンピック女子陸上
競技の代表第一号の座を手に入れられました。種目
は女子20km競歩。
　３年前のドイツのベルリン、昨年 8月韓国の大
邸（テグ）で開催された世界陸上選手権にも出場、
今年２月19日の代表選考を兼ねる陸上の日本選手
権で派遣標準記録を上回って優勝、自身初のオリン
ピック代表に決定しました。
　高校に入ってから陸上を始め、中・長距離走を選
んだものの、一年生の終わりから興味で競歩を始め、
３年生でインターハイに出場、国体では２位に入賞。

日本女子体育大学へ進学し、続いて富士通に入社。
数々の労苦を乗り越え、見事代表の座へ。
　なお、４月21日の千葉県記録会にてトラック種
目の女子5000ｍ競歩で20分43秒95の日本新記録
を樹立。ロンドン五輪での
活躍が期待されます（女子
20km競歩は８月11日）。

～広島の「宝」ＰＲ～
●広島の PRや広島ファンづくり等、県内への誘客増
加につながるイベントや情報発信等を展開
●店舗への誘客に向けたカフェの併設

ギャラリー
イベント等

3 F

～広島の伝統～
●日本酒販売
●お好み焼き実演販売等
●指定伝統的工芸品の販売（熊野筆等）
●観光情報提供等

物 販2 F

主な機能フロア 主な内容

～瀬戸内の恵み～
●素材に付加価値（物語性・希少性）を付与した、
広島の海産物、野菜、スイーツ等の販売

物 販1 F

～洗練された「瀬戸内ひろしま」～
●広島の素材を活用した料理やサービスを提供

飲 食B 1

Olympic
ロンドン五輪 大利久美さん  ロンドン五輪出場決定！

広島ブランドショップ、待望のオープン！

■店舗の所在地
　東京都中央区銀座１丁目

■ショップ全体概要（予定）

■各フロア（イメージ）
3 F

2 F

1 F

B 1

　広島ブランドショップを、東京・銀座に出店予定。平成24年７
月中のオープンをめざして、ただいま諸準備を進めています。ご
期待ください！

●大利久美さんプロフィール
1985年東京生まれ。西武学園
文理高校、日本女子体育大学を
経て富士通入社。富士通陸上競
技部所属。
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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

http://hiroken.gr.jp/東京広島県人会ホームページ

東京広島県人会の
会員皆様の広場ですHomepage

ホームページ

　“歌は世につれ 世は歌につれ”と言われるが、東日本大震災後、歌が果たした役割は大変なも
のだと痛感する。癒され元気付けられ大なり小なり人々の心に深く感銘を与えたものと思う。
　先日NHKテレビで「昭和のうた人」を見聞きした。県人会の大先輩石本美由起先生の番組で
ある。作詞された四千曲以上の膨大な中から代表的なものというと「矢切の渡し」「悲しい酒」
「港町十三番地」「柿の木坂の家」などが挙げられるが、忘れてならないのは「憧れのハワイ航路」
であろう。戦後の混乱期に洒落た言葉と夢を乗せた歌で、岡晴夫が一躍有名になった程である。
筆者が会社員の頃、ハワイ航空路線の免許取得合戦があったが、毎晩のようにカラオケで歌っ
たものである。お蔭で免許取得が出来、ハワイへフライトした経験もした。
　然し、忘れられないのは県人会総会で石本先生が伴奏無しで「憧れのハワイ航路」を朗々と
独唱され、大変盛り上がったことである。その姿は瞼に焼き付いており、先生の在りし日の姿
と楽しそうな仕草が思い出される。県人会が楽しい良い会になるようにとの先生の願いが伝わっ
たと思うのは私だけではあるまいと思う。（ま）

理事　ロス美智恵様（フロンティア・エンタープライゼス株式会社相談役）４月１日ご逝去
幹事　大空裕二様（株式会社スコーレインターナショナル代表取締役）４月22日ご逝去

訃 報 ご冥福をお祈り申し上げます

お二人とも県人会の活動に幹事として長くご協力いただきました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

個人情報保護のため、情報を非開示としております。
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