
霧の海に浮かぶ朝陽（三次市）

明けましておめでとうございます。
昨年はNHKの大河ドラマが「平清盛」。東京と広島で開催され

た武将茶人「上田宗箇」の生誕450年イベントも大盛況となり

ました。宮島の観光客は大幅に増加し、広島には全国に誇る観

光資源や文化が根付いていることを再認識させられた一年とな

りました。

スポーツではサンフレッチェが1994年の前期優勝以来18年ぶり

のJ1優勝、年末にはマツダの「CX-5」が日本カー・オブ・ザ・

イヤー受賞というニュースも飛び込んできました。広島のプロ

スポーツや企業が活躍される様子を大変嬉しく拝見しています。

また、昨年７月には待ちに待った「広島ブランドショップ

『TAU』」が銀座にオープンしました。東京広島県人会としても

大いに盛り上げてまいりたいと存じますので、

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

東京広島県人会
会長　林　有厚
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　秋季役員懇親会は去る10月17
日に東京ドームホテルにて開催
されました。17時45分開場、18
時15 分開会には170名のお客様
をお迎えしました。
　広島県副知事の城納様、広島
県議会議長の林様にご出席、ご
挨拶をいただきました。政界か
ら、広島県市町からまた、広島
ゆかりの中央省庁関係者の皆様
に多数ご来場いただき和やかな
懇親が繰り広げられました。
　今回も沢山の企業様からご協賛いただき心からお
礼申し上げます。三次ワイン、世羅ワイン、日本酒
も沢山ご協賛いただき、尾道がんこやラーメンの屋
台やおなじみオタフクソースのお好み焼き屋台など
楽しんでいただきました。
　ザ・広島ブランドから広島レモン、こもち昆布、
ふりかけ、レモスコ、もみじ饅頭、吾作饅頭、など
など郷土の香り豊かな品々が提供され自由にお楽し
みいただきました。
　広島県の観光PRとしては、ひろしま宝しまレディ
から①おしい！広島県キャンペーン、②大河ドラマ

「平清盛」、③ひろしま菓子博、④「ピース・アーチ・

ひろしま」プロジェクトなど華やかにご紹介されま
した。
　安芸高田市産業振興部長清水様から「安芸高田神
楽第２回東京公演について」スピーチをいただきま
した。アトラクションとしては恒例の広島県人への
応援歌「MOMIJI」の大合唱となりました。
　賑やかに盛り上がり、ご出席の皆さまにはお土産
の平安堂梅坪の「吾作饅頭」はじめたくさんのお土
産をお持ち帰りいただき、盛会裏に懇親会は終了し
ました。ご出席の皆さま有難うございました。

（山田邦子）

秋季役員懇親会
２０１２年１０月１７日（水）　東京ドームホテル 天空の間

林有厚会長

城納一昭広島県副知事

松尾康二副会長

林正夫広島県議会議長

保田博副会長

Award
授章

秋の叙勲・褒章 謹んでお喜び申し上げます。

瑞宝中綬章（教育研究功労）　 池田敬子様［日本体育大学名誉教授］
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去る10月19日（金）、飯能グリー
ンCCで東京広島県人会Gコンペが行
われた。参加人数43名、快晴、微
風、Wペリア方式。優勝＝小川昌作
さん、ベスグロは毎回70台前半で
周る吉田幹夫さん、と決まっている
が、今回の成績表を見ると森岡優さ
んと私がグロス82で同スコアーだっ
た。年齢を比較すると私の方が年長
者でベスグロの栄に浴した。
今、シャンクに悩んでいる、コースに出ると3回～7回は
必ず出る、人に教えを請うてもどうしても直らない、相
当、性根を入れて工夫した練習をしないと直りそうも無
い。ある人が、「人に聞いても駄目だ、シャンクはその人
によって原因が違う、その原因を早く見つけて矯正しない
と駄目、人は嘘を教えるが、練習は嘘を言わない」と、名
言だ、早く直して再度ベスグロに挑戦してみたい。

個人優勝の小川昌作さん（左）と新見博チェアマン

　第６回東京広島県人会・ゴルフクラブ例会「林
CUP」争奪ゴルフ大会（通算35回）は、平成24年10
月19日、秋季大会では恒例となった飯能グリーン
カントリークラブで、紅葉も一段と映え最高の舞台
での開催となりました。43名のご参加のもと個人戦・
団体戦で華々しく戦いました。
　表彰式、懇親会ではプレー以上に盛り上がり、参
加者のイエス玉川師匠の漫談で華を添えていただき
ました。今回は特にベストグロス賞を取られた亀
井勲三さん（庄原市出身、70歳）をご紹介します。
亀井さんは県人会春・秋ゴルフ大会はご自身の年間
スケジュールに必ず入れていただきご参加されてお
ります中のお一人で、今回ベストグロス賞に輝きま
した。
　次回は平成25年５月23日（木）千葉市京葉カン
トリー倶楽部にて開催いたします。皆様ふるってご
参加ください。最後になりましたが、今回も皆様よ
り多くのご協賛を賜り、厚く御礼申し上げます。

  広島県内への旅行者数の拡大、さらなる観光振興
を図るため、2013年７月１日から９月30日の３ヶ
月間、JR６社及び旅行会社とタイアップするデス
ティネーションキャンペーンを実施します。
  本キャンペーンでは、「瀬戸内ひろしま、宝しま」
をキャッチフレーズに、“広域周遊×滞在型の観光
県「広島」”の形成に向けて、「ひろしまの宝をめぐ
る旅」を切り口にした、県内の観光エリア・コンテン
ツ（島 ・々芸術・伝統・観光地・食）をひろしまの宝と
して紹介し、「新しいひろしまに出会える旅」という

期待感の創出と旅行者数の拡大を図って参ります。
●世界遺産だけではない！
まだ知られていない広島県の宝（観光ｺﾝﾃﾝﾂ）の
魅力をお伝えします。
●瀬戸内から全県へ！
広島県全域に宝があります。県内をめぐる旅をご
提案します。
●ゆっくり、じっくり、そしてもう一度！
滞在時間の延長やリピーターにつながる旅をご提
案します。

第6回 東京広島県人会・ゴルフクラブ例会「林 CUP」争奪ゴルフ大会

ベストグロス賞の
亀井勲三さん

ゴルフクラブ 世話人／山本武司

広島県デスティネーション
キャンペーン
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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

無心になって粘土を捏ね、うつわを作る！
　日本の伝統文化のひとつ“やきもの”を作って
みようと、毎回、「テーマ」を設け粘土遊び感覚で

作陶を楽しんでいます。現在
は年６回、基本的に金曜日の
夜に行っています。出来上
がった作品が使えるのも陶芸
同好会の目的のひとつ。前回
の「寿ぎの器を作ろう」で出
来上がった作品です。（写真）

陶芸同好会 世話人／児玉裕司

　作陶後には懇親会を行っています。無心になっ
て作品を作り上げた後の一杯は格別。素敵なお仲
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
ます。皆さまのご参
加と応援をお願いい
たします。

平成24年の「打ち納め」に参加しました
　「ミタカテニスクラブ」で行われた平成24年最後
の練習会に参加させて頂きました。４月の練習会に
一度参加したことがあっただけなのですが、メン
バーの皆さんは、「一度、春に来たことあるよね。」と、
私のことを憶えてくれていたようで、すぐにリラッ
クスした気持ちでコートに入れました。
　まずショートラリー
からウォームアップを
し、それからダブルスの
試合もしました。男子
ダブルス、女子ダブル
ス、ミックスダブルス

旧世話人・末冨武さんのごあいさつ
　会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上
げます。さて、永年釣り同好会（アングラークラブ）
のお世話を私、末冨がしてまいりましたが、近年は
なかなか都合がつかず皆様に釣りのご案内が出来ず
におり、心苦しく思っておりました。この度、会員
の木下さんが釣り同好会の世話人を申し出てくださ
いまして、有難くお受けし世話人を末冨から木下さ
んに交代することといたしました。今後は木下さん
がお世話くださいますので、何卒宜しくお願い致し
ます。これまでのご協力に深謝いたしますと共に、

皆様のご健康とご発展を心よりお祈り申し上げます。

新世話人・木下光夫さんのごあいさつ
　皆様はじめまして。この度、皆様方のお世話をす
ることになりました木下と申します。未熟ではござ
いますが、皆様方のご指導を受けながら釣行の準備
をしてまいります。基本的にはこれまで同様、船を
借り切っての海釣りで、東京湾で行います。事故が
発生しないよう注意を払いながら、安全で楽しい魚
釣りを目指してまいりますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

テニス同好会 世話人／藤瀬活子

様々です。試合となると、いいショットもミスショッ
トも出てきます。そこで「ナイスショット！」とか

「ごめんなさい。」とか、言い合っていると、初対面
の方でも、だんだん打ち解けてきます。こういう時
にいつもテニスが趣味で良かったなと、思います。
　練習終了後は、銀座のTAUの３Fの「イタリアンバー
ルpaccio」で忘年会。テニス以外のことにも話が及び、
楽しい「打ち納め」でし
た。興味のある方は参
加してみてはいかがで
すか？（寺口信介）

銀座で盛り上がるテニス部の仲間
（写真撮影：橘高淑夫）

おいしいワインとイタリアンにご機嫌の
三村忠・服部・先納（写真撮影：橘高淑夫）

釣り同好会世話人交代のお知らせ

4

Tokyo-Hiroshima Kenjin-kai News No.44 Winter 2013



英会話同好会のレッスン風景。
右から濱田さん、尚子先生、江崎さん、矢埜さん、山口さん。
2013年から20代の女性も参加予定。

英会話同好会は絶好調
　英会話同好会は 2012年５月にスタートしました。
隔週土曜日の午後２時から３時半までの教室です。
費用は１回あたり2000円（レッスン費）＋ 300円（教
材費ほか）。教えていただく先生は尚子トリンクル
さん。ご主人の Mr.Trinkleさんも日米会話学院の
英語教師です。
　12月時点の生徒は国泰寺高校出身の濱田参那子

英会話同好会 世話人／江崎正行

さんと山口秀樹さん、修道高校出身の江崎正行さ
ん、矢埜孝三さん、そしてわたしの５人です。
　このスクールの特色は、尚子先生のご自宅（総武
線平井駅）が教室であること。自宅なので授業が終
わると尚子先生がコーヒーを淹れてくださり、ス
イーツをご馳走になります。そして雑談。授業は３
時半過ぎに終わりますが、尚子先生宅を辞去するの
は４時過ぎになります。
　国泰寺組はそのまま帰りますが、修道組は放課
後の活動が残っています。酒場放浪記で紹介され
た平井の名店「もがみがわ」で一献傾けながら、
天下国家を他愛なく論じます。みんなおしゃべり
ですよ。そんな英会話同好会にあなたも参加しま
せんか？　　　　　　　　　　　　　  （佃　光博）

　秋冬と青年部では、2012年末に２つのイベント
を行いました。11月には「お好み焼会」（廣島お
好み焼・僕ん家にて）を、12月は恒例の「忘年会」

（Big-Pig神田西口店にて）を開催しております。い
ずれの会でも、今季のサンフレッチェの活躍や来季
のカープの期待に関する話題等で非常に盛り上がり
ました！なんと、忘年会時には株式会社三宅本店の
久保様より日本酒２本を協賛頂きました。改めて、
感謝申し上げます。（写真は忘年会の様子）
　2012年は、残念ながら予定していたソフトボー
ル大会が中止となったのですが、それでも各イベン
トには多数の方々にご参加いただくことができまし
た。2013年も引き続き、カープ観戦やソフトボー
ル大会、バーベキュー等を実施できればと思います

ので、今後のご案
内を確認いただけ
れば幸いです。
　ご興味がある方
は、以下のサイト
よりご確認くださ
い！皆さんのご参

Report
青年部 青年部だより

青年部委員長／田中高志

加をお待ちしております。
●青年部ブログ
http://seinenbukenjinkai.blogspot.jp/

● Facebookページ
http://www.facebook.com/groups/hirokenseinenbu/

●mixi コミュニティ
http://mixi.jp/view_community.pl?id=506428
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注目記事

Hot News

　昨年１月に野球殿堂入りした広島の元投手北別府
学氏の殿堂入りを祝う会が、12月３日広島市内の
ホテルで開かれました。長年家族ぐるみのお付き合
いをさせていただいているので、母と妹、私の３人
で出席しました。
　古葉竹識元監督、山本浩二氏、衣笠祥雄氏、野村
監督、赤ヘル黄金時代を支えたOB、現役選手や地
元政財界から多数出席されていて、拍手の中北別

府ご夫妻が登壇さ
れ、ともに戦った
故津田恒美氏と一
緒に殿堂入りでき
たことの感謝の気
持ちを述べられま
した。その後は会
場を回り約600名
の出席者に挨拶さ

　昨秋、11月18日（日）19日（月）に広島県・縮景園に
おいて初めて大名庭園サミットが開催されました。
　金沢・兼六園、岡山・後楽園、水戸・偕楽園、
東京・小石川後楽園、高松・栗林公園、彦根・
玄宮園、会津若松・御楽園そして広島・縮景園
と八つの大名庭園で構成されています。東京広
島県人会の林有厚会長のお力添えで初めて広島・
縮景園で開催されました。各地より二百人を超え
る参加者があり、初日は縮景園での茶会、上田宗

箇流家元の基調講
演と「大名庭園の
環境整備」につい
て公開シンポジウ
ムが開かれ、会場
である広島県立美
術館は立見が出る
ほど盛況でした。

れ、祝福を受けられました。北別府氏の活躍されて
いる姿やカープが日本一になった時の様子が会場に
流れていて、82歳の母が元気でいる間に優勝の感動
を再び味わさせてほしいと改めて強く思いました。
豪華メンバーが続々と登壇され、鳥肌が立つほど興
奮してしまいました。花束贈呈の際の、長女・優さ
んの「小さい頃はお父さんが怖かったけど今は優し
くなった」というコメントは印象的で、奥様・広美
さんの内助の功とご家族の支えがあって偉業を成し
遂げられたことをしみじみと感じました。
　北別府氏のモットーは「不動心」。今後も野球界
の発展に益々貢献されることを願っています。北別
府氏のお人柄を感
じられた素晴らし
い会に出席できた
ことを光栄に思い
ます。

北別府学氏　野球殿堂入りを祝う会
重本ゆり

大名庭園サミット
財団法人 上田流和風堂事務局長／藤原和人

「不動心」と記された
サインボール

北別府氏（中央）を囲んでの
鏡開き

上田宗箇流家元による講演風景

宮島でのエクスカーション

Culture
文化

二日目は、エクスカーションと交流会が盛況で
した。
　戦国時代の大名庭園は、城郭内に造られており
ましたが、江戸期、平和が訪れた時にお城を出
て城下に大名庭園が造られました。その最初が
上田宗箇流が作庭した広島・縮景園でした。国
際平和都市広島と歴史の因縁を深く感じます。
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芸術

Art

●生誕100年船田玉樹展
2013年１月21日（月）～２月20日（水）
広島県立美術館

● Works1994~2012 Kishin Funada Exhibision

　「Death And The Flower」
2013年１月22日（火）～２月10日（日）
ギャラリーG（月曜休廊）

　今年は１月21日から父である船田玉樹生誕100
年の巡回展（昨年練馬区立美術館で開催）が、広島
県立美術館で開催される。没後22年の間、整理修
復を続けてきた私にとって一つの区切りとなる展示
だ。晩年の病弱な父に付き合って仕事の手伝いをし、
驚異的な創造の熱気を共有できたことは、苦しくも
あったが、かけがえのない経験だった。「異端にし
て正統、孤高の画人生」のキャッチは、なぜだか遠
い世界のようで歴史の世界の人となった父との距離
そのものだ。ある意味無名だった玉樹の展覧会への
動員は、評価の高さと反比例し、困難が予想される。
　少しでも多くとあれこれ企画を練る中で、私も広

島三越とギャラリー
G で同時に個展をす
る。一度も二人展を
しなかった父子が通
りをはさんで初めて
の二人展。この機会
に私も少し振り返っ
てみようと思う。

【 小 選 挙 区 】
広 島 １ 区　 岸田  文雄（ 自　民 ）
広 島 ２ 区　 平口  　洋（ 自　民 ）
広 島 ３ 区　 河井  克行（ 自　民 ）
広 島 ４ 区　 中川  俊直（ 自　民 ）
広 島 ５ 区　 寺田  　稔（ 自　民 ）
広 島 ６ 区　 亀井  静香（ 無所属 ）
広 島 ７ 区　 小林  史明（ 自　民 ）

【 中国地方比例区 】
小島  敏文（ 自　民 ）
斉藤  鉄夫（ 公　明 ）
中丸  　啓（ 維　新 ）
坂元  大輔（ 維　新 ）

【 県 人 会 会 員 】
東 京　　　　　  平  　将明（ 自　民 ）

松本  文明（ 自　民 ）
北関東ブロック　新谷  正義（ 自　民 ）

船田玉樹生誕100年の巡回展
船田奇岑

2012年12月16日衆議院議員選挙結果（広島、県人会関連）

紅梅（利休像）

白木瓜

花の夕

船田奇岑（Funada Kishin）プロフィール
1958年生。日本画～modern artまで幅広く活動。
アートフロントギャラリー（東京・代官山）、広島福
屋本店美術画廊などで個展を多数開催。'09年広島県
民文化奨励賞。近年、ザ・ペニンシュラ東京（東京
有楽町）、セントレジス大阪（大阪梅田）のスウィ
ートルーム等の室内作品をはじめ、広島「龍泉山・
三滝寺」本坊の襖絵も手がけている。

敬称略
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　ほぼ４年に一度、全国各地で持ち回りで開かれ
る「全国菓子大博覧会」の「ひろしま菓子博 2013」
が今年、４月19日（金）～５月12日（日）の24日間
にわたって、旧広島市民球場跡地をメイン会場にそ
の周辺の広島県立総合体育館など５か所で開かれま
す。「知る」「見る」「食べる」「買う」をキーワード
に「出会いと交流ゾーン」「にぎわい味わいゾーン」
などゾーン分けされたエリアで全国の有名和洋菓子
が買える「お菓子バザール」、最新技術の菓子作り
や伝統菓子の実演が見ることのできる「お菓子の工
場」、お菓子作りが体験できる「お菓子の学校」など、
日本最大のお菓子の祭典に相応しい魅力いっぱいの
博覧会です。会場で販売される商品も続々発表され
ており、最終的には広島県内品が400品目、県外が
1000品目、海外からの出品も予定されています。
　博覧会実行委員会は菓子業界、広島県、広島市、
広島商工会議所など経済団体、中国電力、広島銀行
など主要企業が参加して構成されており、目標来
場者数：80万人、総事業費：16億円、経済波及効
果：約150億円の目標を掲げ開催に向け準備が進め
られています。前売り入場券はすでに第１期として
昨年４月～９月で販売しており約42万枚の販売実
績を上げています。因みに当日券は大人：2,000円、
シニア：1,600円、高校生：1,400円、小・中学生：
800円です。
　「全国菓子大博覧会」は明治44年（1911年）の「第
一回帝国菓子飴大品評会」がその始まりで百年の歴
史があります。広島では大正10年（1921年）に現
在の原爆ドーム、広島県立商品陳列所を会場に「第
四回全国菓子飴大品評会」が開かれており、広島で

　―広島での開催は
1921年以来、92年振り
の開催だそうですが、開
催までの経緯は…
　「平成10年に岩手県盛
岡市で第23回の菓子博が
開かれたのですが、これ
をご覧になった当時の広
島市の吉中経済局長が広

島でもやっては…、と言われたのがきっかけです。
その後、熊本、姫路と開かれたのですが、姫路の後、
手を上げるところがなく、全国菓子工業組合にそれ
となく開催意向を伝えていたため、工業組合の方か
ら『広島さんどうですか』との要請があり、受ける
ことになりました」

の開催は 92年振りとなります。最近、その時の様
子を伝える写真が見つかり、広島市公文書館に寄贈
されています。それによると「堅パン」「餅」「シウ
クリーム」「カステーラ」…、力士を模った細工菓子、
ココアホールの看板の懸かった喫茶スペースも見ら
れ、会場の華やいだ雰囲気が伝わってきます。
　この博覧会では菓子業界で最高の栄誉とされる

「名誉総裁賞」が選定されます。これを目指して菓
子業者の皆さんは日々研鑽に努めており、私たち
とっては最高の「菓子」を見、購入できる場でもあ
ります。

Topics
広島の今 ふるさと広島通信

三宅恭次（中国放送ＯＢ）

伊藤學人事務総長

ひろしま菓子博2013実行委員会
伊藤學人・事務総長に聞く

92年振り広島で「菓子博」
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　―菓子関連業界だけでなく、行政、広島の主要企
業で実行委員会を作って開催に向け準備をされてい
るそうですね
　「はい、我々の業界だけではこの大イベントはと
てもおこなうことができません。当初、行政サイド
からのＯＫが中々でなかったのですが、それは博覧
会のイメージが湧かなかった為で、今は人も出して
頂き一丸となって取り組んでいます」
　―92年前の会場は現在の原爆ドーム、広島県立
商品陳列所（広島県産業奨励館 )だったそうですね
　「そうなんです。実はこの時の実行委員長を務め
た人が私の親せき筋の人だったこともあり、個人的
にも因縁を感じています。さらに、広島のメイン会
場として当初広島中央公園を想定していましたが、

市民球場が広島駅東側
に移ることになり、取
り壊し後の跡地で開催
できることになりまし
た。92年前の会場と至
近のところで開催でき
るのも何かの因縁であ
ろうと思います」

　―今回、目標入場者数80万人、経済波及効果約
150億円などの目標を掲げておられますね
　「やや大風呂敷を広げすぎたかな、とも思ってい
ます。実は県外客を３割見込んでいますが、前回の
姫路が１割です。ただ昨年松山でおこなったＰＲ活
動では強い関心を示して頂きました。ホテル、旅行
業界も積極的に動いて頂いています。１月以降、東
京以西でメディアを使ったＰＲ、キャラバン隊の派
遣などで出来るだけ目標達成を目指したいと思って
おります」
　―シンボル展示の工芸菓子「嚴島神社」は話題を
呼びそうですね
　「これは実物の15分の１のスケール、10ｍ×９
ｍ、大鳥居の高さは1.1ｍで、これまでの菓子博に
出展されたものの中でも最大規模のものです。実は
広島には工芸菓子の伝統はなかったのですが、約

60人の職人さんに２年
前から講習を受けて頂
き、昨年２月から取り
掛かり８割方完成して
おります。今回は和洋
菓子の職人さんが一緒
に作って頂いているこ
とも特筆すべきことで

す。建物などは和の方が、管絃祭の人、船などは洋
が担当しています」
　―広島というと「もみじ饅頭」ですが、今回の博
覧会をきっかけに新たな「広島銘菓」が生れそうで
すか
　「ご存じない方が多いのですが広島は全国のレモ
ン生産量の６割を占めています。この広島レモンを
使ったスイーツのレシピを県内の５つの製菓学校に
依頼、17 の基本レシピの提案がありました。これ
を基に県内16の菓子屋さんが『広島レモンスイーツ』
を作る意向を示しておられます。博覧会ではまだ試
作品段階になるかもしれませんが、新しい広島銘菓
が誕生することになると思います」
　―パビリオン形式ですが、期間中の天気も気にな
りますね
　「過去 10 年間の平均では
期間中の雨は２、３日程度
です。ゴールデンウイーク
には 150 万人集めるひろし
まフラワーフェスティバル
もあり、大いに集客が見込
めると思っています」
　―カープ球団が協力的だそうですね
　「はい、昨シーズンは毎試合、入場券のプレゼン
トを通じての告知、フィールドでのPRを３回、コ
ンコースでミニ菓子博もやらせて頂きました。また、
松田オーナーがセントラルリーグに働きかけて頂い
たお陰で、今シーズンは博覧会期間中３回の金、土、
日にヤクルト、中日、巨人のゲームマッチングをし
て頂きました。カープの試合と菓子博の相乗効果が
出るものと期待しています」
　―首都圏の広島県出身者へＰＲを…
　「盆と正月に故郷へお帰りになるだけでなく、是
非とも故郷が頑張っている成果を見に来て頂きたい
と思います。心安らぐイベントです、きっとご満足
いただけると思います。また、お知り合いなどにこ
の博覧会を大いにＰＲして頂きたいと思います。お
待ちしております」

会場となる広島市民球場跡地 会場のイメージ

制作中の嚴島神社（シンボル展示）

サンフレッチェJ1優勝 !サッカー専用
スタジアム建設への期待高まる ! !
　サンフレッチェ広島はクラブ創設20年目にして
初優勝し、カープＶ１の時を思い起こさせるような
感動を広島県民、市民に与えてくれました。12月
16日（日）、広島平和大通りでの優勝パレードには
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８万２千人ものフアンがお祝いに駆けつけました。
「優勝報告会」の会場で祝辞を述べた湯崎知事、松
井広島市長、深山広島商工会議所会頭はいずれも
サッカー専用スタジアムの建設について「前向きな」
発言をし、フアンから大きな拍手を受けました。
　サンフレッチェの現在のホー
ムグランドは広島ビッグアーチ
ですが、会場までのアクセスに
難点があり、何より観客席とピッ
チまでの距離があり、サッカー
特有の臨場感が中々感じること
ができません。サッカー専用ス
タジアムについてはサンフレッ
チェ、広島県サッカー協会など
が10年前から要望し、署名活動
などを行ってきていますが、具
体的な計画までに至っていませ
ん。しかし、2012年シーズンで
サンフレッチェが優勝したこと
で、その機運が一気に盛り上がっ
てきました。
　現在候補地として挙がっているのが路面電車の終
点近くの「宇品地区」、旧市民球場跡地、旧広島西
飛行場などです。

　サッカースタジアムでの試合は年間 20 試合程度
で、勿体ないとの声もありますが、ヨーロッパなど
サッカー先進国の専用スタジアムは街中につくられ
た多機能複合型の施設でショッピングセンター、レ
ストラン、ホテルなどが併設されて、試合のない時

にもにぎわいゾーンになってお
り、いざという時には防災拠点
にもなるそうです。
　建設具体化を後押しするのは
今シーズンもサンフレが感動を
与える魅力的な試合でまずは
ビッグアーチにフアンを呼び込
むことでしょう。
　一方のカープ、ドラフトは狙
いの投手が取れず、成功とは言
えませんでした。外国人も大き
な期待を抱かせるまでには至っ
ていません。ただ、肘の故障で
昨シーズンをほぼ棒に振った栗
原が万全な状態で出られそうな

こと。ある解説者によると「三冠までとは言わない
が相当な成績を残す」と“予言”しています。投手力
はセ・リーグでトップクラスだけに投打が噛み合え
ば期待できるのではないでしょうか? !

©2012 S.FC

©2012 S.FC

　2012 年11月24日、J１第33節のホーム最終戦。
サンフレッチェ広島は首位とはいえ２位仙台との勝
ち点差は僅かに１。この日優勝が決まるためには広
島が勝って仙台が負けることが条件。しかしチケッ
ト完売となり３万2000人を超えるサポーターが集
まった広島ビッグアーチは最高の舞台として整って
おり、「何か」を期待させられました。

　これに応えた選手たちは序盤から躍動し、広島ら
しい攻撃的なサッカーで相手を圧倒。そして仙台が
17位新潟に敗れたとの情報が入り、サンフレッチェ
広島の初優勝が決まりました。その瞬間どうなるの
かと自分でもわかりませんでしたが、自然と泣いて
いました。
　観客が少ない時代から応援してきましたが、経営
が厳しかったり、J２に２度降格したり、サポーター
にとっては苦難の連続でした。
　しかし最近は一貫したチーム作りで成績も上位に
定着、ファンも増えてアウェイでも千人単位でサ
ポーターが集まるほどになりました。
　2013年はリーグ連覇を目指すとともに、Jリーグ
王者としてアジアチャンピオンズリーグにも挑みま
す。この歌とともに世界の舞台に行きましょう！

「さあ、行こうぜどこまでも。走り出せ、走り出せ。
輝け、俺たちの誇りヒロシマ」

Report
観戦 サンフレッチェ広島　悲願の初制覇！

清水茂樹
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　Jリーグのサンフレッチェ広島のリーグ制覇やプ
レミヤリーグ（18U）で２年連続優勝を飾った広島
ユースの存在は、かつてのサッカー王国広島の復活
を彷彿させる。広島ユースは前身の全日本ユース選
手権から３連覇と華々しい。
　サンフレッチェ広島の森保一監督は現役時代に守
備的MFでならした。ボールを追うとそこに彼がい
るといわれたもので、昨年、監督に就くと堅実な守
備から一気に切り返していく攻守のバランスがとれ
たチームに仕立てた。エースの佐藤寿人にパスを打
ち込むと周囲が一斉にゴールへ向かって動き出す、
躍動感のあるサッカーだ。今季はどうだろう、当然、
各チームも研究してくるはず。昨年の戦術に磨きを
掛けながら、ときには佐藤がトリッキーな役を演じ
るなどでスペースをつくり、つまり、これまで以上

に変化に富んだ多様な攻撃を
観たいがどうか。広島ユース
も連勝の重荷がかかるが、同
時に、どんな若手を輩出して
くれるか楽しみである。
　ところで、長く広島東洋カー
プを取材してきた私には、カー
プの悲願達成とサンフレッ
チェの初優勝がどこかダブっ
てみえる。カープは古葉竹識

特別
寄稿 カープに欲しい

サンフレッチェの躍動感！
スポーツジャーナリスト、東京プロ野球記者ＯＢクラブ会長／岡田 忠

監督の前任者、ジョン・ルーツが「カープには26
年の歴史がある。だけど１度も優勝がない。君たち
が歴史をつくれ」と事あるごとにハッパをかけて負
け犬根性を払拭、古葉監督が巧な采配で実らせた。
サンフレッチェはミハイロ・ペトロビッチ前監督が

「ブラボー！」と雄叫びを挙げて攻撃的サッカーを
根づかせ、森保監督が攻守を融合させた。この辺り
がダブルのである。
　さて今季、サッカー組はともかく、15年もB ク
ラスに低迷しているカープはどうか。投は良くても
打が貧弱。育成もいいがプロは結果が問われる世界
だ。毎年のように後半へたる無様な病根を断つのは、
ユニフォーム組よりむしろフロントの仕事。いくら
熱狂的なカープファンとはいえ、いつまでも待って
はくれまい。

2012 Jリーグ王者サンフレッチェ広島と第92回天
皇杯覇者柏レイソルとが対戦します！ 

日時：2013年 2月23日（土）13：35キックオフ
場所：国立競技場　（東京都新宿区）
主催：公益財団法人日本サッカー協会、
　　　公益社団法人日本プロサッカーリーグ
＊チケット一般発売　2013.1.19～

詳しくは Jリーグ公式サイト、もしくはサンフレッ
チェ広島オフィシャルサイトをご覧ください。

●Ｊリーグ公式サイト
　http://www.j-league.or.jp/

●サンフレッチェ広島オフィシャルサイト
　http://www.sanfrecce.co.jp/

Information
告知 FUJI XEROX SUPER CUP2013

佐藤寿人選手 ©2012 S.FC

©2012 S.FC
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　弊社は1919年に広島市で精肉問屋として創業致
しました。桜の花びらの形をした福留ハム最初の
ヒット商品“花ソーセージ”は広島の地で愛され続
け、発売60周年を迎えました。
　また、“花ソーセージ”は2011年「ザ・広島ブラ
ンド」に認定され、その後 TV の人気番組で“広
島県民なら誰でも知っている”と紹介されたことで
広島県から日本全国へと知名度が広がりました。
　福留ハムを代表する商品としてドイツのハム・
ソーセージ造りに学んだ " ロマンティック街道 " シ

リーズがあります。
本シリーズは本場ド
イツでも権威のある
DLG（ドイツ農業協
会）国際食品品質競
技会において、初め
て挑戦した2005年よ
り８年連続金メダル

　弊社は大正５年広島市で創業以来96年、ミツワ
ソース類、食酢を主とした液体調味料メーカーとし
て広島の食文化の発展と共に歩んで参りました。そ
して今、広島名物「お好み焼」のフードテーマパー
クとして全国的に有名な「お好み村」の25店舗全
店をはじめ、特に全国各地のプロの皆様に弊社のミ
ツワお好みソースがご愛顧されていることは弊社の
誇りとするところです。
　弊社自慢の冷蔵お好み焼「お好み村」は本場の味

をご提供するため１枚１
枚手焼きにこだわり、ご
家庭でお手軽に広島の専
門店の味をお楽しみ頂く
ことが出来ます。ミツワ
お好みソースと冷蔵お好
み焼「お好み村」は広島
市選定の「ザ・広島ブラ

ホーム
ページ http://www.fukutome.com/

ホーム
ページ http://www.sunfoods.net/

福留ハム

サンフーズ

福留ハム株式会社
創業／大正８年（1919年）
住所／広島市西区草津港２丁目６番75号
事業内容／食肉の販売、食肉・冷凍食品・調理食品の

加工製造および販売、飲食店・食肉惣菜小
売店の経営

サンフーズ株式会社
創業／大正５年（1916年）４月１日
住所／広島市南区出島１丁目26番１号
事業内容／調味料各種製造販売、冷蔵・冷凍「お好み焼」

製造販売、お好み焼体験学習・お好み焼教室

2012年 DLGメダル

花ソーセージ

ノイシュバンシュタイン城（ドイツ）

ンド」の認定商品で広島県ブランドショップ TAU
でも人気アイテムの一つとなっております。
　ミツワお好みソースは現在海外15カ国に輸出さ
れており、日系の皆様だけでは無く現地の皆様への
お好み焼普及にも努めております。

を受賞しています。
　福留ハムはこれからもお客様第一に“食に福あり”
を基本の心に「世に福を招く会社づくり」にチャレ
ンジしてまいります。

サンフーズの商品

お好み焼体験学習 香港での実演販売

12

Tokyo-Hiroshima Kenjin-kai News No.44 Winter 2013



　第26回全国菓子大博覧会・広島（ひろしま菓子博
2013）が、来る平成25年（2013年）４月19日～５月
12日の24日間、広島市の旧広島市民球場跡地を中
心に開催されます。会場ではお菓子の芸術
品である「工芸菓子」の展示や全国各地や海
外のお菓子の試食・購入ができるほか、展
示や体験型のイベントも開催されます。そ

◆シンボル展示　お菓子で作る「嚴島神社」
　「ひろしま菓子博2013」では当博覧会のシンボル
であるお菓子で作る「嚴島神社」の制作が着々と進
んでいます！和菓子で作る建物については、全体の
８割程度が完成。また、洋菓子で作る100体以上に
もおよぶ清盛まつりの人形や５隻の管絃船について
も、１月末を目途に完成予定です。出来上がりが
15分の１のスケール（約10m四方）となるお菓子
の嚴島神社は圧巻です！是非ともご期待ください！

◆広島レモンスイーツ新商品開発プロジェクト
　「ひろしま菓子博2013」では、国内生産量日本一
の「広島レモン」を使った新しい広島ブランド菓子

（広島レモンスイーツ）を開発中です。
　当プロジェクトは多数の菓子業界関係者の協力の
もとで行いたいという考えから、まずは広島レモン
を使った基本レシピを広島県下で製菓コースを持つ
学校５校が作成。その基本レシピをもとに、広島県
内の16のお菓子屋さんが現在商品化に向けた取り
組みを行っています。

◆前売り入場券発売中！
　「ひろしま菓子博2013」では、現在前売り入場券
を発売中です。前売り入場券は広島県内の人気の観
光、文化施設などの割引券として使用できるなど、
開催前から様々な場所で利用していただけますので
是非ご活用ください。
　前売入場券は全国のコンビニエンスストア等で販
売しており、ホームページからのWEB購入も可能
です。詳しくは「ひろしま菓子博2013」のホームペー
ジをご覧ください。
http://www.kashihaku2013.jp/

【お問い合わせ先】
第26回全国菓子大博覧会・広島　実行委員会事務局　入場券販売管理センター　TEL 082-511-1611 

試作品として販売された「広島レモンスイーツ」の一部商品

建物制作風景（和菓子） 

清盛まつり人形（洋菓子）

ひろしま菓子博2013
いよいよ開催間近！

【 ひろしま菓子博2013入場料金 】

区　分

大　人 1,800円 2,000円 満18歳以上の方
（高校生を除く）

開催最終日時点で
満65歳以上の方1,400円 1,600円

1,200円 1,400円

700円 800円

シニア

高校生

小中学生

当日券 摘　要前売り
入場券

普通
入場券

こで今回は菓子博の目玉であるシンボル展示「嚴島
神社」の制作状況および当博覧会を機に実施される
プロジェクトついてご紹介します！

　今後は当博覧会開催までに数回の試食会およびア
ンケートを実施したのち、当博覧会での最終試食会
を経て、当博覧会終了後に商品化を行う予定です。
　当博覧会を機に生まれる新たな広島のスイーツに
ご期待ください。
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　2013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。帰広や出張など

2013年２月～５月
広島のイベントスケジュール

の際にぜひ、郷土の自然や伝統文化、名産品にふれ
てみてください。

焼きガキ

ひろしまフラワーフェスティバル

宮島清盛まつり

上下ひなまつり

鞆の浦　観光鯛網

世羅　花夢の里ロクタン
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　不思議な世界に入ったような気がしたのは実感で
した。舞台にピアノがありました。2012年12月19
日広島県民文化センターで開催された被爆ピアノ、
被爆ヴァイオリンチャリティコンサートのことです。
　ピアノは1937年製造ヤマハセミコンサートグラ
ンドピアノ。爆心地から約２kmの国民学校で被爆、
ピアノ製造会社アポロピアノで修復、現在は矢川ピ
アノ工房で管理調律を行っている。６本足の珍しい
デザインでフレームが厚く、それが修復するために
は良かったとのこと。
　ヴァイオリンは1900年頃ロシアで製造されたと

佐
さ
村
むら
河
ごうち
内　守

まもる

●2011年７月リリース
交響曲第１番
『HIROSHIMA』
大友直人指揮、東京交響楽団

※2013. 2. 25
　東京芸術劇場にて
　東京全曲初演！

※2013. 1. 31
　東京広島県人会総会の
　メインゲストとして登場

ひまり
● 2013年２月20日リリース
（3rd single）
『櫻／遠くまで』

こと（篠笛・神楽笛奏者）
● 2013年１月23日リリース
『龍の目醒め』
※2013. 2. 26
　文京シビックホールにて
　演奏会

Rie & Qoonie
● 2012年12月５日リリース
『あのね～青色の傘～』
作詞・作曲　Qoonie

※NHK「みんなのうた」
　2012年12月・
　2013年１月放送

被爆ピアノ・被爆ヴァイオリン
チャリティコンサート

注目のアーティスト情報

　東京広島県人会カード（会員証）を、協賛店にて提示すると、会員限定
の割引やサービスなどのさまざまな特典が受けられます。広島県内の各特産
品店・ホテル・ゴルフ場、また東京・千葉・埼玉における郷土料理店など、
ビジネスにもレジャーにも幅広くお役立ていただけます。今後もさらに協賛
店を拡充し、東京広島県人会のホームページにて随時更新していきますので、
ぜひご活用ください。

東京広島県人会カードつこうてみんさい、サービス満載！

東京広島県人会ホームページ http://hiroken.gr.jp/

Concert
音楽

見られるヴァイオリン。戦前広島女学院で音楽を
教えていたセルゲイ・パルチコフ氏（1893～1969）が
ロシア革命を逃れ家族と日本に亡命、ヴァイオリン
も運命を共に。昨年広島女学院125周年の記念事業
でマエストロ石井高氏によって完全修復。色々の経
緯を聞いた後演奏を拝聴したのであるが、音色が澄
んだような気がしたのは私だけだろうか。修復され
た方が舞台で挨拶されたがさぞかしご苦労が多かっ
たことと思う。戦争のない平和な象徴になってほし
いものである。ピアノは横山幸雄氏、ヴァイオリン
は田野倉雅秋氏による演奏でした。（ま）
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　東京広島県人会インターネット委員会ではHPを通じ
て素敵なプレゼントを提供しています。
　「当たります！当たります！」昨年は３回にわたって素
敵なプレゼントを提供しました。プレゼントの品は郷土の
ご協賛企業様から提供されたものです。
　会員でない方には是非会員になっていただくようPR
を兼ねておりますし、会員の皆様には「こんな
お得な賞品が当たります」と県人会員ならでは
のお得感を味わっていただきたく思っております。
　昨年第３回目に提供されたみっちゃんの「手
焼き冷凍お好み焼き」は大変な人気で多数の

ご応募をいただき、抽選で10名の方に賞品を送らせ
ていただきました。
　これからも素敵なプレゼントを多数用意いたしますの
で、積極的に応募されますようご案内いたします。

編

集

後

記

http://hiroken.gr.jp/東京広島県人会ホームページ

東京広島県人会から
素敵なプレゼントのお知らせHomepage

ホームページ

　漫画「はだしのゲン」を通じ、戦争と核兵器の恐ろしさを世界中にわかりやすく伝えた中沢啓治
さん（県人会元会員）が2012年12月19日逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。合掌。

訃 報 ご冥福をお祈り申し上げます

東京広島県人会ニュース　第44号
第14巻　第３号　平成25 年（2013年）1月31日発行
編 集 人／漆谷憲康
編集委員／重本ゆり、竹本直、好澤一穂、山本武司
制作・デザイン／濱田博文、後藤重毅

㈱民評社
印　刷／㈱総北海
発行人／松島和夫
発行所／東京広島県人会

〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-2-8
虎ノ門琴平タワー22階
電話 03-3591-0028

　ファンというものは有難いものである。２年連続プロ野球セパ交流戦広島対西武を西武
球場に見に行った。西武球団の営業関係者のご厚意により様々の手厚い待遇をうけたが、
西武のホーム戦にもかかわらず、赤い色が外野席を圧倒する勢いであったがなかなかの好
勝負であった。
　今年こそカープがクライマックスシリーズには出るだろうと誰もが期待したのである
が、終盤失速しまたも定位置で残念。しかしファンは変わることなく応援。カープ球団関
係者、これを如何に考える？
　一方サンフレッチェは球団創立以来の Jリーグ初優勝。優勝のかかったセレッソ戦は雨
中にもかかわらず満員のサポーターの歓喜。12月16日の優勝パレードは大勢の人が広島
市内に繰り出した（衆議院議員選挙投票日にもかかわらず）。
　ファン、サポーターを大事にするのはどちらの球団？
　このニュースは政治・宗教は記事としない伝統であるが、今回は広島関係、県人会関係
の選挙結果だけは掲載させていただいた。ご理解の程を。（ま）

インターネット委員会／
山田邦子

個人情報保護のため、情報を非開示としております。

16

Tokyo-Hiroshima Kenjin-kai News No.44 Winter 2013




