
林有厚名誉会長 大竹美喜新会長

　１月31日、恒例の東京広島県人会総会・新春懇親
パーティーが東京ドームホテル「天空の間」におい
て開催された。

　総会は広島県東京事務所石田所長の司会で始ま
り、林有厚会長の挨拶と会務・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よりご祝辞

を賜り、県市町長はじめご招待者、地
元選出あるいは広島ゆかりの国会議員
の紹介が行われた。この後、広島出身
の女優・坂本祐祈さんの司会で懇親会
に移り、林会長がこの日を以って会長
職を退き大竹美喜副会長（アフラック
創業者・最高顧問）を次期会長に推薦、
承認されたことの報告があり、大竹新
会長が挨拶、乾杯の音頭で賑やかに幕
を開けた。

～今年も賑やかに「広島最高！」～

1



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、㈱アンデルセン・パン生活文化研究所、㈱一休園、
五日市商工会、上田昆布㈱、上田宗箇流、㈱上万糧食製粉所、ウラベ水産加工、㈱エディオン、オタフクソース㈱、㈱御菓子所高木、
㈱ 飯酔心 東京店、カルビー㈱、川中醤油㈱、頑固屋㈲、郷心会連合会、キリンビール㈱、グランドプリンスホテル広島、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㈱、㈱スグル食品、
世羅町観光協会、世羅町商工会、大和重工㈱、中国新聞社 東京支社、中国電力㈱東京支社、㈱中電工 東京本部、㈲天明堂、東映㈱、
㈱東京ドーム、㈱にしき堂、西日本旅客鉄道㈱、ニッカウヰスキー㈱、㈱猫島商店、広島県商工会連合会、(公社)広島交響楽協会、㈱
広島東洋カープ、広島東洋カープ選手会、広島ブランドショップTAU、㈱広島ホームテレビ、広島三次ワイナリー、㈱ヒロツク、㈱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、ポプラ社、㈱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、㈱やまだ屋、㈱山豊、㈲横山甘泉堂、米田海産㈱、㈱リーガロイヤルホテル東京、リョービ㈱
（五十音順）

平成25年度  東京広島県人会総会協賛企業等一覧

林有厚名誉会長 大竹美喜新会長 岩部金吾副会長

松尾康二副会長 湯﨑英彦広島県知事 林正夫広島県議会議長

　今年のアトラクションは因島出身の松瀬一昭・大
阪出身の門松良祐の男声デュオ「ひまり」のライブ。
「尾道の夏」、新曲「櫻」などを優しい歌声で披露し
会場を和ませてくれた。今年の４月にはワシントン
の桜まつりにゲストで招待され、これからの益々の
活躍が期待される。芸能・文化・スポーツ界からも
ゲストが登場。プロ野球評論家の張本勲氏、小早川
毅彦氏、サンフレッチェ広島監督森保一氏、青山学
院大学体育会陸上部監督原晋氏、上田宗箇流上田宗
冏家元などなど多彩な顔ぶれのゲストが次々と紹介
された。「ひろしま、宝しまレディ」「ひろしま☆ス
イーツレディ」も壇上で華を添えた。

　会場ではこれまた恒例のオタフクソースのお好み
焼き、B-1グランプリにも出場した府中焼き、尾道
ラーメン、広島牛、三原のたこ天、広島菜などなど
広島の味をとどける沢山の屋台。各テーブルには県
内各地の酒蔵から広島県酒造組合を通して届けら
れた30銘柄以上の広島の銘酒が並び、三次ワイン、
せらワインも供され、来場者は思い思いに食と酒を
堪能。楽しい仲間との語らいの輪があちこちに。
　最後に広島出身の若手ミュージシャンが作った県
人会応援歌「momiji」を全員で合唱。「広島最高！」
の歌声が会場に響き渡った。
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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㈱、㈱三宅本店、中野光次郎本店、㈲白天龍酒造場、相原酒造㈱、宝剣酒造㈱、
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㈱、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㈱、山陽鶴酒造㈱、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、㈱天宝一、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㈱、
中国醸造㈱　 （順不同）

【市町】

【広島県酒造組合】

総会司会の
石田広島県東京事務所所長

原晋・青山学院大学
陸上競技部監督

江崎正行幹事長 ひまり（松瀬一昭さん、門松良祐さん）によるライブ演奏 ひろしま、宝しまレディの皆さん ひろしま☆スイーツレディの皆さん

柳家福治さん、牧ひろしさん、長野文憲さん、財満光子さん、柳亭左楽さん、
上田宗冏さん

石田敦子さん、岡崎正輝さん、窪田崇さん、Qoonieさん、義田貴士さん、
金田幸三さん

懇親会司会の坂本祐祈さん 小早川毅彦さん
森保一・サンフレッチェ広島
監督

小谷野薫・サンフレッチェ広島
代表取締役社長張本勲さん

東京広島県人会総会＆新春懇親パーティー
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　春爛漫の３月25日午後６時30分より、銀座の広
島ブランドショップ「TAU」３Fの［paccio］にて、
平成25年度の広島県事務所・広島市事務所・福山
市事務所・尾道市事務所の異動者の方々の歓送迎会
を開催いたしました。
　従来は虎ノ門・霞ヶ関ビルの東海大学校友会館に
ておこなっておりましたが、せっかく銀座に広島ブ
ランドショップが出来、県をあげて広島県人会を上
げて応援している折、ここを使わないということは
考えられませんでしたので「TAU」を会場として
選びました。
　最初に今年 1月の総会で新しく東京広島県人会
の会長に就任されましたアフラック創設者・最高
顧問である大竹美喜様の「これからは人の教育が
大切、この県人会も世間に役立つ会を目指したい｣
との力強いご挨拶で始まりました。続いて石田所
長様より転出者・転入者の13名の方々のご紹介が
あり、歓談をはさんで異動者全員のご挨拶と続き
ました。名残惜しい挨拶をされた方もあり、年明

けからニコニコされていた方も当日は涙ぐんでい
たりと様々でした。
　今回は70名のご参加をいただき、会場が少々狭
すぎるのではとの懸念がありましたがかえって身近
で会話ができ、お送りする方はより親交が深まり、
又新しくお迎えする方は初めてとは思えない親しみ
やすさが生まれました。今回は写真を見てもお分か
りの通り今までになくアットホームな会となり微笑
ましい場面があちこちで展開されました。
　最後になりましたが異動者の皆様が新しい職場に
行かれましても、ますますご活躍されますようお祈
りいたします。それから、当日㈱今田商店様・中国
醸造㈱様から日本酒をご提供いただき有難うござい
ました。紙面をお借りしてご報告とお礼を申し上げ
ます。

Party
パーティ 東京事務所職員

歓送迎会

【広島県東京事務所】

次　　長 次　　長

政策課長
（環境県民担当）

政策課長
（商工労働担当）

政策課長
（商工労働担当）
政策課長

（環境県民担当）

主　　査 主　　任

新   職   名前　職　名

岡村　文生 望月　　徹

岡田　裕子 大山　利恵

松崎　博幸 福冨　裕之

栗栖　利夫 臼井　啓祐

健康福祉局
地域福祉課長

大阪情報センター
イノベーション推進監

環境県民局
学事課　主査

商工労働局
海外ビジネス課　主査

総務局
秘書課　主査

西部東厚生環境事務所
事業推進員

地域政策局
地域政策総務課　主査 （廿日市市）

氏　　名
転     入     者

氏　　名
転     出     者

元　所　属異   動   先

主　　幹 主　　幹

主　　幹

主　　幹

主　　幹

主　　査

新   職   名前　職　名

岡田　義成 松岡　宏昭

松嶋　博孝 山藤　貞浩

砂原　晴紀 竹島　浩司

道路交通局
都市交通部　専門員

道路交通局
街路課　主任技師

企画総務局
秘書課　主幹

環境局
温暖化対策課　主幹

都市整備局
都市機能調整部　主幹

企画総務局
秘書課　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】

所　　長 所　　長

新   職   名前　職　名

青山　祐造 川口　顕裕退職 セコム㈱
（H25.3.14 退職）

氏　　名
転     入     者

氏　　名
転     出     者

元　所　属異   動   先

【尾道市東京事務所】

【福山市東京事務所】

新   職   名前　職　名 氏　　名
転     入     者

氏　　名
転     出     者

元　所　属異   動   先

副　所　長 副　所　長渡邉　真悟 千葉　敏文 企画総務局総務部
安全厚生課

企画総務局企画政策部
企画政策課次長
（100周年事業推進担当）
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　広島大学東京オフィスでは、平成16年12月から、
本学教員などを講師に「広島大学東京イブニングセ
ミナー」を開催しています。
　３月８日（金）、東京都港区のキャンパス・イノベー
ションセンターにおいて実施した「第47回東京イブ
ニングセミナー」では、大学院理学研究科の三浦郁
夫准教授から、「トキが見つけた新種のカエル」と
題して講演をお届けしました。昨年の12月に東京オ
フィスで記者説明会が開催され、多くのマスコミで
取り上げられた非常に興味深いテーマで、中学生か
ら年配の方まで、幅広い年齢層の方にご参加いただ

　３月31日（日）、広島大学同窓会関東支部の主催（広島
大学共催）で、広島大学東京オフィスにおいて『「震災
復興ボランティアin東北」活動報告会』を行いました。
　現在まで６回にわたり現地へボランティア派
遣を行っている、本学学生ボランティア団体
「OPERATIONつながり」の学生は、「震災後２年
が経ち、変わってきている被災者の方々のニーズに
応えられるよう、活動も変化していかなければなら
ない」と、今後の課題を述べました。

き、大変盛況でした。
　当日は、佐渡島で発見された実物のカエルも登場
し、熱心に観察する参加者の姿が見られました。ユ
ニークな研究内容に、「自然の不思議解明への挑戦
が面白い」などの感想が聞かれました。次回は社会
科学研究科の教員から講演をお届する予定です。皆
さまのご参加をお待ちしております！

●広島大学 東京オフィス ホームページ
http://www.hiroshima-u.ac.jp/liaison/

　また、本学原爆放射線医科学研究所の神谷教授は、
放射線災害医療の観点から報告を行い、「今後も広
島大学に蓄積された英知を生かし、被災者の方々に
寄り添った支援を続けていく」と述べました。
　その後に行われた交流会では、報告者へ激励の言
葉を贈るとともに、今後の支援活動への一助を願い、
有志から支援金が贈呈されました。
　広島大学では、同窓会や校友会、基金などを通じて、
学生のボランティア活動への支援を行っています。
詳細は、広島大学東京オフィスまでご連絡ください。

●広島大学東京オフィス  メールアドレス
liaison-offi ce@offi ce.hiroshima-u.ac.jp

●学生ボランティア団体「OPERATIONつながり」ホームページ
http://t-trip.6.ql.bz/~t-trip/tsunagari/jp/index.php/news/

Report

Report

セミナー

被災地支援

広島大学
東京イブニングセミナー

広島大学同窓会関東支部主催
「震災復興ボランティア in東北」活動報告会

Award
授章

春の叙勲・褒章 謹んでお喜び申し上げます。

旭日大綬章
藤井裕久 様［元財務、大蔵各大臣］

瑞宝小綬章（建設行政事務功労）
堂々功 様［元建設省都市局下水道部公共下水道課長］

瑞宝重光章（教育研究功労）
牟田泰三 様
［元広島大学長、元県人会常務理事］

瑞宝小綬章（文部行政事務功労）
沖吉和祐 様［元筑波技術短期大学副学長］

瑞宝小綬章（郵政事業功労）
神田恵介 様［元芝郵便局長］
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テニス部雑感
　東京広島県人会テニス部の熊谷吏夏と申しま
す。東京広島県人会に入会したのは昨年12月末、
今年１月の総会で、テニス部の存在を知り、早速
入部させて頂きました。
　活動日は毎月第２金曜日の午後１時から４時と
いうことで、仕事があるとなかなか参加は難しい

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

　４月20日（土）。本日は元好青年３名での釣行で
金沢八景の忠彦丸さんにお邪魔、12時30分定刻通り
出港港から８分とかなり近く浅いポイント、本日の
予定は各人、金アジ15匹の予定。餌はアカタン、イ
ソメ、コマセはイワシミンチ、重り40号、道糸３
号割引料金で５千円、料理番組等で茶の間の皆様に
美味しい香りを届けられなく残念ですが、と有名な
キャスタ－の言葉を引用しますと、釣りクラブ以外
の会員の皆様に金アジの刺身を試食して戴きたいの
ですが、残念ながら数がすくない為に、出来ません
ので、試食したい方は我がチ－ムに入会をご希望下
さい。お待ちしています。本日の感想を一言、プロ
の方にインタビュー致しました。清水プロ、大下プ
ロともに「とっても寒かった」。
　釣師の特権は高級な料亭でも食べる事ができない
新鮮な魚君達です。たった今、東京湾と相模湾の魚
連合会より緊急通達があり、変な親父達が、私達（魚）
の仲間を釣り上げている。と情報が、人間に対して
の注意喚起発令がでました。
　不審な餌を取らないように合い言葉が有り、各船
に一人はボウズになり電車帰りは足取りが重くな

釣り同好会 世話人／木下光夫

り。魚釣り止めたとなり、魚達の陰謀にハマります。
この陰謀に負けず40年以上になります。さあ皆様、
本日の釣果発表の時間です。
　３名の釣果は３種目（アジ、カサゴ、メバル等）平
均で13匹、天候も悪く、大下さん、清水さんのお写
真と思いましたが、雨具着用の為、不明となってい
ます。お詫び申し上げます。大下克典様、清水煌策様、

遠方から寒い中、
御参加をして戴
き心から感謝し
ています。

のですが、２月３月はちょうど仕事の調整がつき、
参加してみました。すると・・・皆さん、うまい
じゃないですか！しかも馬鹿みたいな強打はな
く、頭を使ったプレーでスマート・・・。「強い
球を打てても勝てないよ」という典型の試合運び
に脱帽です（決して私が強い球を打てているわけ
ではないのですが）。また、私の弱点も早速見抜
かれ、そこを攻められてしまいました。やっつけ
られているのに楽しい！次こそは！という気にな
ります。下手でも全く問題ないです。終わったあ
との懇談もまた楽しいひとときです。
　５月は平日参加できない方のために、第二金曜
日のほかに５月26日（日）１時～４時の練習会が
企画されました。
　こんな楽しいテニス部に皆さんも参加してみて
はいかがでしょうか。

全員で22名、その内お嬢さん６名、
皆さん寒いけど頑張っていました

熊谷吏夏さん

浜田山の新しいコート
に集う18名
（写真撮影：服部幹雄）
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　この度、青年部委員長を仰せつかりました阿南と
申します。福山出身、誠之館高校卒業で、大学卒業
後、10年前に就職と同時に上京しました。が、お酒
の飲みすぎで入社前より20キロ太りました（汗）。
　今後、県人会、
青年部を盛り上げ
てまいりますの
で、ご指導ご鞭撻
の程よろしくお願
い申し上げます。
 さて、直近の２
つのイベント紹介
です。
　１つ目は、カープ観戦です。開幕戦と言う事もあ
り、最終的に69名で観戦を実施しました。試合は、
中日から移籍してきた「久本」と念願の巨人へ入団

Report
青年部 青年部だより

青年部委員長／阿南圭一郎

した「菅野」の投手戦となり、延長の末、１－１の
引分けで終わりましたが、巨人戦での久しぶりの負
け試合で無い事から、その後の懇親会では大盛り上
がりでした！

　２つ目は花見で
す。花見は、桜の
開花が想定以上に
早く、予定日程で
は花が無いと言う
事で急遽、尾道料
理「のりこ家」で、
懇親会を実施し、

牡蠣や尾道ラーメン、日本酒を楽しみました。当
日は、「爆弾低気圧」が来ておりましたが、広島県
人のパワーで吹き飛ばしてやりました。ワイルド
だろ～（笑）

　第16回楽酒会の酒蔵訪問ツアーは、３月２日（土）
に開催されました。晴天・強風の中、東京駅丸の内
口に集合し、茨城県石岡市へ向けて出発。今回訪れ
るのは「府中誉」さんです。貸切のツアーバスが走
り始めると、早速宴会がスタート。さすが楽酒会と
いう名前の通り、用意したお酒を次々と空けていき
ます。
　そして「府中誉」に到着。杜氏の山内さんに出迎
えて頂きました。母屋にてお話（地域や蔵、酒米「渡
船」に関するエピソードなど）⇒蔵見学（酒造りに
関する詳しい説明）⇒試飲・お酒の購入。杜氏さん
はたとえ話にユーモアを交え、分かりやすく説明し

きき酒同好会 世話人／今田昇三

て下さいました。参加者の方からも、酒造りの流れ
がよく分かったと好評でした。試飲したお酒もそれ
ぞれ個性があり、美味しく頂きました。
　蔵見学後、近くのお蕎麦屋「一成」さんへ。ここ
でも様々な種類のお酒を“つぎつ、つがれつ”楽し
い昼食となりました。細めで腰の強いお蕎麦が大変
美味でした。帰りの車内も宴会が続き、参加者の皆
様の疲れ知らず
な様子に圧倒さ
れました。ツアー
の楽しさを満喫
した１日でした。

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。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！出来上がった「織部向付と箸置き」を前に、
早くも盛り上がります。
　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。

陶芸同好会 世話人／児玉裕司
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「ひろしま菓子博2013」はじまる
　前号でお知らせしました、広島での開催は92年
振りとなる「ひろしま菓子博 2013」が４月19日～
５月12日までの24日間の日程で原爆ドームの向い
旧広島市民球場跡地を中心会場に始まりました。初
日の19日、この時期にしてはやや寒、快晴！10時
の開門前にすでに数百人の列ができました。博覧会
は彬子女王殿下（故寛仁親王の第一子）のテープ
カットで開幕、来場者が次々と入場ゲートから会場
内に入っていきました。中ではマスコットキャラク
ター、かしなり君とスイーツ姫がお出迎え、早速、
お客さんとの握手やツーショット撮影に応じていま
した。主な会場内展示は厳島神社の10分の１の工
芸菓子などの「お菓子のテーマ館」、もみじ饅頭の
製造工程の実演の「お菓子の工場」など５つのパ
ビリオンです。今回出展したメーカーは約3,600社、
展示、即売されるお菓子の数はおよそ2,000点、広
島と世界のお菓子バザールは約400品目です。広島
は全国一のレモン生産量を誇っており、この博覧会
を契機にレモンを使った和洋菓子を県内のメーカー
が作り、来場者に試食して貰い、評判が良ければも
みじ饅頭に続く「広島銘菓」にしていきます。
　博覧会実行委員会では期間中の入場者数80万人、
経済波及効果150億円を見込んでいます。

修道、鈴峯合併へ
　県人会の会員の方の中には修道、鈴峯の卒業生も
多いことと思います。
　実は３月28日の夕方のローカルニュースワイド、
翌日の新聞朝刊のトップニュースが「修道・鈴峯学
園統合へ」でした。私も卒業生の一人として“びっ
くり仰天”のニュースでした。「男女共学校になる
のか！？」と早とちりしましたが、よく読むと、ま
ず統合に向けてこれから協議に入り、2015年４月
の合併を目指す。合併する場合、鈴峯は解散し修道
学園を存続させる。鈴峯女子短期大学を４年制と
し、鈴峯の食物栄養学科や保育学科の一部を広島修
道大学に組み入れる。両校の中学、高校は共学にせ
ず、現在の男子中高、女子中高のまま存続させる…、
以上が今後の主な協議内容になることが判りまし
た。実は私の卒業年度の有志40数名で翌々日の30日、
花見会を行いました。話題の中心はこの合併問題！
この席にお招きした修道の卒業生で母校で40年近
く教鞭を執られた恩師のY先生「現役の教師は皆、
ニュースで知ってびっくりしたようです。私も知り
合いから修道は広陵のように男女共学になるんか？
とかいろいろ聞かれました」と。するとそこは男子
校、かって陸上で鳴らしたという某君が鈴峯のこと
ならわしに喋らせろ！とマイクを取り「あの頃は鈴
峯は陸上の強豪校、一方修道は部員が数名の弱小校、
県立総合グランドでの楽しい思い出があるんよ、こ
こではちょっと言えんがね」。皆、一気にタイムス
リップして、６年間、男子校で過ごしたニキビ面の
思春期に戻っていました。そこで私は20～30年振

Topics
広島の今 ふるさと広島通信

三宅恭次（中国放送ＯＢ）
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りになるでしょうか、カメラを持って母校を訪ねて
みました。すると我らが学び舎はひとつとして残っ
ておらず、立派な校舎に建て替わっていました。ま
あ半世紀経つんですからね。中高は合併しないが校
名の変更はあり得るということのようですので、も
しかして「修道女子中学・高等学校」が誕生するか
もしれませんね！？
　加速度的に進む少子化で、私学の経営は厳しさを
増しています。今後もこうした学校同士の経営統合
は起こり得るものと思われます。

広島市中心部の遊休地開発計画
　広島市中心部には活用策がまだ十分固まってい
ない大規模用地が４か所あります。広島駅北口の
「二葉の里地区」「旧広島市民球場跡地」「旧広島
大学本部跡地」それに廃港となった「県営広島西
飛行場」です。二葉の里は用地整備も済み、大手
スーパーの本社ビルも建設中です。県の先端医療
施設も計画されています。また高速５号線が出来
れば山陽自動車道とも繋がる為、長距離バスター
ミナルを、の声も上がっています。隣接地にある
広島鉄道病院もこうした一連の計画に呼応するよ
うに建て替えられます。また駅周辺では広島駅南
口のＢブロックが解体工事も終り、建設が始まり
ました。マツダスタジアム周辺も昨年オープンし
たスポーツ施設「ルネサンス」に続いて、センター
方向に会員制倉庫型店舗「コストコ」もオープン、
球場周辺も整備が進んでいます。
　現在、菓子博がおこなわれている旧市民球場跡地
は３月末に松井市長が「緑地広場」「文化芸術」を
中心にした基本計画を作り、来年度着工する方針を
明らかにしました。それによりますと中央部にイベ
ント広場を設け、北側と東側に生涯学習や教育が実
施できる文化芸術エリアにするということで、今あ
る青少年センターの移転も考えられています。
　旧広大跡地は従来からある「知の拠点構想」のコ
ンセプトに基づき検討がおこなわれます。
　広島西飛行場跡地についてはこのほど検討会議で
北側の広島ヘリポートを「広域防災エリア」と位置
付け、中間区域を「スポーツ・レクレーションエリア」
とし、フットサル場、テニスコート、公園、キャン
プ場などがイメージされています。そして、一番南
の区域は「新たな産業の場」として、例としてテー
マパークや観光関連施設の立地を挙げ、東側に隣接
するマリーナホップや観音マリーナと一体になった
開発をすることを提言しています。

マリーナホップ、リニューアル
　首都圏在住の方でマリーナホップと聞いて「ああ、
あのアウトレットモール？」と反応される方は少な
いと思います。実は８年前、県有地に西日本最大規
模のアウトレットモールとして華々しくオープンし
ました！が、軽井沢、御殿場などのアウトレットモー
ルに比べ有名ブランドの数が少なく、入場者減、売
上減、閉店、空き店舗増…という負のスパイラルに
入っていました。この地を更地に戻すのはもったい
ないと昨年夏、地元若手経営者が運営に加わり、リ
ニューアルを実施、大きく変わろうとしています。
　アウトレットだけではない、この場所でしか買え
ないもの、体験できないものがあるよ！ということ
で「ココだけモール」のキャッチフレーズの元、生
れ変わりつつあります。まず店舗は昨年、地元自
動車販売大手が一番大きい空き店舗に進出したほ
か、ゴルフ用品販売、カフェなどが順次出店、殆ど
空き店舗がない状況になっています。リニューアル
の目玉を２、３挙げますと、ここから宮島に渡る定
期航路が開設されたこと、神楽や音楽イベントなど
を行うことのできるホールが出来たこと、広島初の
３Ｄアート館がオープン、それにレストラン街も充
実してきています。そうそう、駐車場が無料も魅力
的で車を置いて20～30分で厳島神社詣でもできま
す。他にランドマークでもあります観覧車などのア
ミューズメントゾーンもあり、広島市中心部から10
分程度で行ける「プチハレ空間」として認識されて
きつつあります。飛行場跡地の再開発も進めば、広
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　（公財）広島観光コンベンションビューローは、
広島県・広島市・地元企業の出資により設立された
公益財団法人です。国際及び国内の各種会議、展示
会などを広島県域へ誘致し、支援するとともに、観
光客の誘致や観光資源の開発・整備を行い、地域経
済の活性化や国際相互理解の増進及び文化の向上に
資することを目的としています。

【主な支援内容】
１　広島での開催が決定している場合
会場の早期予約や情報の提供、広島らしい懇親会場
の紹介（瀬戸内海クルーズ ･ひろしま美術館等）、
運営について情報提供、広報・PRの方法の情報提
供他、コンベンション関連企業の紹介。

開催時には、マップ等
の提供やボランティア
通訳・広島観光親善大
使を派遣、歓迎用看板
の掲出など。
２　広島で研修会・学会等をこれから誘致されたい場合
プレゼンテーションの資料作成支援、写真提供、広
島市長や広島県知事の招請状を入手するなど。

●ホームページ
http://www.hcvb.city.hiroshima.jp/navigator/hcvb/

※（公財）広島観光コンベンションビューローは収益
団体ではありません。すべての支援は無料です。

注目記事

Hot News
広島県内で学会・大会・研修会を開催しませんか
開催のご支援を行います！！

島では数少ないウオーターフロントのにぎわいゾー
ンになることは間違いありません。故郷へお帰りの
節は一度足を伸ばして見て下さい。

プロ野球開幕、ことしのカープは…
　やはりこの時期の県人会ニュース、カープに触れ
ないわけには行きません。セントラルリーグは優勝
大本命の巨人が早くも突っ走り、“一強５弱”状態
です。投手はマエケン、バリントン、大竹…この三
本柱は安定感抜群、特に昨シーズン、カムバック賞

を貰った大竹の粘投は特筆ものです。誤算は昨年の
新人王、野村。今キャンプは本人に任せたというこ
とですが、評論家に言わせると“10年早い”、やは
りしっかり投げ込まないと駄目なのだそうです。そ
れから、中継ぎで期待された福井、良いものを持っ
ているだけに残念です。私の心配は勝ちパターンに
なると判で押したように今村、ミコライオと繋ぐ、
観ていて先発が完投出来ると思われる時でも…。先
発のコマ不足とともに夏場に向けて心配ですね。打
撃陣は菊池、丸の核弾頭ならぬカープ弾頭、これは
素晴らしいですね。新井コーチ効果でしょうか！？
安部、松山等も頑張っているし、今年は広瀬も梵も
良い状態のようです。唯、毎試合、先発メンバー、
打順が替わります。替わらないのはエルドレッド、
堂林、石原だけ！左対左とか…色々有るのでしょう
が、ファンからすると前の試合であれだけ打った某
選手が翌日、スタメン落ち！はなんとも解せませ
ん！昨年、一昨年と９月に入ると一気に失速、ＣＳ
を逃しています。ひとつは目先の勝ちを取りに行く
為、先発ローテーションを崩したことにあります。
監督は独自の野球観をもって指揮しているのでしょ
うが、ファン在ってのカープでもあります。是非と
も、負けてもファンの納得のいく試合をしてもらい
たいものです。（※原稿締め切りの前々日、４月18
日のDeNA戦で９回裏、４点を入れ、大逆転劇を
演じています！）
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　タイムズカーレンタル（旧マツダレンタカー）などの協賛店で、会員限定
の特典が受けられる東京広島県人会カード（会員証）。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 もお忘れなく！

東京広島県人会ホームページ http://hiroken.gr.jp/

　昨年７月に銀座一丁目にオープンした広島ブラン
ドショップ「TAU」において、今年２月から、ポ
イントカード制が導入されています。
　TAUの１階、２階（熊野筆、三匠を除く）でご
利用いただけるもので、商品お買い上げ1000円ご
とに１ポイントがもらえ、20ポイント貯まると500
円分のお買い物券として使えます。

東京広島県人会のみなさまには、
特典いっぱいの特別カードをご用意！
　東京広島県人会のみなさまには、あらかじ
め会員番号がナンバリングされ、さらに、５
ポイントが付与された、県人会限定の特別カー
ドをお渡しします。
　今年１月に行われた東京広島県人会総会に
ご出席いただいた皆様には、その場でお配
りしておりますが、まだお持ちでない方は、
TAU店頭にて、県人会カードをご提示いただ
き入会の上、是非、ご活用ください。

ご友人にも、ご紹介ください！
　東京広島県人会のみなさまには、併せて、ご友人
やお知合いにお配りいただくスクラッチカードもお
渡しいたします。（お一人さま５枚）
　このカードは、隠されている中央のスクラッチ部
分を削ると、TAUカードポイントが現れる（1ポ
イント又は５ポイント）もので、このカードを店頭
にご持参いただくと、表記されたポイントを付与し
たポイントカードをお作りいたします。
　ご友人の方にも特典がありますので、是非、ご紹
介ください。

広島の逸品がどんどんお得に！
「TAU」ポイントカードのご案内

　入会金や年会費等の費用は一切かかりません。
　どなたでも店頭で入会することができ、カードは
４色の中からお好きな色を選ぶことができます。
　入会時に、お名前、連絡先を登録いただいた方に
は、固有の会員番号がナンバリングされ、毎月行わ
れる抽選会で、賞品が当たる特典があります。

●広島県人会限定ポイントカード

●スクラッチカード(ご友人配布用 )

表面

中面
最初から
５ポイント
付いてます！

ここに、ご自分の
ポイントカードのナンバーを
記入の上、お配りください。

ここを削るとボーナス
ポイントが現れます。
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　1994年 8月25日、シティホテルとしての機能と、
美しい景観と自然に囲まれたリゾートホテルの機能
を併せもった「空と海に囲まれたアーバンリゾート
ホテル」として誕生いたしました。客室やレストラ
ンからは、朝焼けから夕暮れまで、四季折々の趣き
ある瀬戸内海や広島市内の夜景などの景色をお楽し
みになれます。温浴施設やスパ、ジムなどの施設に
加え、クルージングなどのアクティビティも充実し
ております。
　また、世界遺産 宮島嚴島神社への観光には、ホ
テル前の桟橋より高速船で海からのアクセスが可能
で、観光にも便利なロケーションです。2012年には、
広島なだ万オープンや全客室リニューアル完了など
の設備投資を行い、年間27万人の国内外からのお
客さまにご宿泊いただきました。
　今後も、記念日やご披露宴、国際会議など、さま
ざまなシーンで人やモノや情報が出会い、交流する

空間を創造してまいります。そして、「お客さま目線」
に立ち、「安全・安心」と快適なサービスを提供し
てまいります。

ホーム
ページ http://www.princehotels.co.jp/hiroshima/グランドプリンスホテル広島

グランドプリンスホテル広島
設立／ 1994 年８月25日
住所／広島市南区元宇品町 23-1
事業内容／ホテル業

決起親睦会
日時／2013年6月8日（土） 16:00から　
場所／paccio（広島ブランドショップ TAU 3F）

東京都中央区銀座1-6-10
http://www.tau-hiroshima.jp/shop/paccio

会費／6,000円（学生3,000円）
※参加者、人数確認の為、出席希望の方は必ず事前に、
代表世話人にご連絡ください。またその際は氏名、卒
業年、連絡先をお伝えください。複数希望の場合は全
員分、変更あった方は旧姓も願います。
代表世話人／髙田雅宏（昭和63年卒）

e-mail　sakurao.kanto@gmail.com
携帯　080-3575-9688

　この度、2015年に廿日市高校が創立100周年を迎
えるに当たり、桜尾同窓会関東支部を立ち上げる運
びとなりましたのでご案内いたします。
　これまで関東の廿日市高校卒業生の、年度や部活
単位での集まりはありましたが、同窓会全体を総
括し支部化する動きはありませんでした。1世紀も
の歴史を持つ廿高は、関東地域に二千名以上もの
OB/OGがいます。同窓会関東支部は、老若男女問
わず、母校を想う同じ志を持つ者の交流の場として、
今後存在していきたいと思います。
　手探りの中で活動開始する関東支部ではあります
が、まずは本年広島で同窓会総会が行われる（6/22）
前の６月８日（土）に、都心にて決起親睦会を実施
し、その模様を総会で報告する予定です。長く連絡
を取っていなかった友人、先輩、後輩など、皆が旧
交を温めあう機会としたく、身近な方々同志、是非

Information
告知 広島県立廿日市高等学校桜尾同窓会

関東支部発動のお知らせ
お声を掛け合いご参加ください。
　以降、関東にいる廿高卒業生が、その絆を強めあ
う場を提供していきたいと思います。是非、以下の
代表世話人までご連絡ください。
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　２月25日（月）池袋の東京芸術劇場コンサートホー
ルで佐村河内守氏の「交響曲第一番HIROSHIMA」
全曲特別演奏会が大友直人・指揮、日本フィルハー
モニー交響楽団・演奏で行われた。19時開演で全曲
終了まで 2時間弱を要する曲であった。
　昨年、東急文化村で第三楽章のみを聞いたのであ
るが、全曲を聞くと感銘度が全く違った。なかなか
全曲を演奏するのは制約があるのだろうと思う。然
し音楽の力の偉大さは一部分でも感じるが、作曲家
の意図するところ訴えたいという面は全曲を聞くこ
とによって聴き手に伝わるのだと思う。
　現代音楽の作曲家はよく知らないが、日本の中で
は武満徹、芥川也寸志に匹敵するのではないかと感
じる。全曲聞き終えた後の幸福感となんともいえな
い音楽の力を体全体に感じたのは初めてであった。
願わくは広島交響楽団が全曲演奏する時に聞きに行
きたいと思っている。蛇足ながら帰路、池袋の雑草
庵で広島の美酒・美食を味わさせていただいた（な
んともアンバランスではあった）。

佐村河内守氏「交響曲第一番HIROSHIMA」
全曲特別演奏会Concert

音楽

■佐村河内守　交響曲第1番《HIROSHIMA》
　2013年　全国ツアー情報

　7月 6 日（土）東京芸術劇場
　7月11日（木）愛知県芸術劇場
　7月21日（日）横浜みなとみらいホール
　8月17日（土）・18日（日）ミューザ川崎
　9月16日（月・祝）熊本県立劇場
10月26日（土）サントリーホール（東京）
11月24日（日）神戸国際会館
12月14日（土）東京芸術劇場
12月19日（木）京都コンサートホール
12月28日（土）広島文化学園HBGホール

くわしい情報は下記のサイトでご覧になれます。
●佐村河内守全国ツアー　特設ホームページ

http://www.samonpromotion.com/samuragochi/

　「巨人の星」「キャプテン」「ドカベン」「野球狂の詩」「あ
ぶさん」（年がばれますね）、最近では「ONE OUT」・・・
野球漫画は巷にあまたあれど、プロ野球を応援する野球
ファンの漫画というのはこれまであまりなかったと思う。
　広島出身の石田敦子氏によるこの漫画は、熱狂的な
カープファンの視点から描いたもの。「第１章：私が野
球に行く理由」では苛めにあう女子高生、お局OL、アニ
メーターの女性３人がそれぞれの問題を抱えながら、

カープの応援を通じて知り合い、自分の問題に向き合
い、カープに野球に勇気をもらいながら前に進んでい
く話である。カープファンな
らずとも、楽しめる内容で、
ちょっと古風な画風もまた味
がある。
　「第二章：私を野球につれ
てって」では野球嫌いの女の
子が次第に野球に近づいて
いき・・・さてどうなるか？続き
が楽しみである。

Book
書籍紹介 球場ラヴァーズ

石田敦子著

佐村河内守氏（右）と大友直人氏
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　パリ、ミラノ、ニューヨークで個展を、と扇子作
家の道を志して10余年。まだ実現していないが、９
年前から毎年、日本橋三越本店で個展を開いている。
　私が扇子に興味を抱いたのは、扇子業界に風穴を
開けたいとの、不遜な思い上がりもあってのことだ
が、さいわい、拙作に対する評判は悪くなかった。
　ある皇族の妃殿下への誕生日祝いとしてお使いい
ただいたり、真野あずささんがTV番組『はぐれ
刑事純情派』で披露してくれたりと、これまで数々
の恩恵に浴してきた。
　私の扇子はすべて手描きの、いわゆるオンリーワ
ンである。リバーシブルのデザインをはじめ、紙や

扇骨にも自分なりのこだ
わりを貫いている。
　“夏扇冬扇”という表題
を掲げているのは、扇子
が季節を問わない、身だ
しなみの必携アイテムと
の信念からだが、使い勝
手がよく、環境にもやさ
しい和扇子の魅力を世界
に発信していきたい、と
決意を新たにしている。

吉本忠則「扇子・花扇画」展　
～茶扇子から風炉先屏風まで
会期／平成25年6月12日（水）～25日（火）
会場／日本橋三越本店  本館4階  和雑貨サロン

〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1
電話03-3241-3311（大代表）

特別
寄稿 夏扇冬扇

吉本忠則（扇子作家）

　「おしい！広島県」のキャッチフレーズは主に食
べることへの「おしい！」が主体となっているよう

です。しかし郷土出
身の人物にも「おし
い！」人は沢山いま
すが、その最もなる
ものが「加藤友三郎」
でしょう。
　海軍大将・海軍大
臣という立場にあり
ながら「軍縮」を断

行して「わが国は好戦的な帝国主義国家ではなく、
平和な世界を目指す民主主義国家である」ことを全
世界に示してくれた人物なのです。総理としての期
間は1年 2か月と短期間でしたが、この間に海陸軍
の軍縮、陸軍のシベリヤ出兵の引き揚げ、文教厚生
面の充実をはかる予算編成を行っています。
　５年前、戦争中に金属回収令で撤去された加藤友
三郎の銅像を復元させ、これを機に彼の功績を広め
るための活動に取り組んでいます。写真は、平成24
年６月、東京青山霊園内の加藤友三郎の墓参に行っ
た際のものです。（加藤友三郎顕彰会）

吉本忠則（よしもと ただのり）
1947 年、広島市に生まれる。美術雑誌編集者を経た
のち、扇子デザインに興味を抱き、2005年、日本橋
三越本店で『夏扇冬扇～和のオートクチュール』と
題し個展（以後、毎年開催）。ミックス・ド・メディ
ア（混合技法）による、モダンで気品あるデザインは、
伝統と現代感覚が融合した独自の様式美をみせ、テ
レビ、新聞、雑誌などに広く紹介される。近年は、「花
扇画」（額装作品）にも精力的に取り組み、繊細優美
な草花図を制作。詩的感性に裏打ちされた創作活動
は、美術から文学まで多岐に及んでいる。現在、島根・
足立美術館アドバイザー。

花扇画・香夜

扇子・麗華〈粋〉

Report
顕彰 広島出身初の総理大臣

加藤友三郎の顕彰活動について
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　大阪国際女子マラソン（平成25年１月27日）で、
２度目のマラソン挑戦となる渡邊裕子さん（25＝
エディオン、西条農業高校卒）が２時間25分56秒
で日本人２番手の３位でフィニッシュし、モスクワ
世界陸上選手権の有力候補に名乗りを上げた。初挑
戦だった昨年３月の名古屋でマークした自己記録２
時間29分20秒を大幅更新し「ここまで走れると思っ
てなかったので大満足です」と満面の笑みを浮か
べました。今回残念ながら世界陸上選手権の代表
になることは出来ませんでしたが、３年後のオリ
ンピック出場に向けて気持ちを切り替え始動して
います。
　彼女が陸上競技の長距離を本格的に始めた高校の
恩師に聞くと「入学後、彼女は練習の中でとりたて
て目立つ存在ではありませんでした。むしろ、中学
時代に実績を残してきた他の同級生や先輩に埋もれ
た存在でしたが、毎日書いて
いた練習日誌は非常に内容が
深く、日々の学びを確認する
ことや自分のこれからの夢や
目標、そしてそれに到達する
手段などきめ細かく書き記し、
その日誌の内容から彼女の競
技に対する意識の高さを感じ
ました。」と述べておられまし
た。そして、彼女が高校を卒

業するときに「実業団
で走るからには、絶対
に世界で勝負できる選
手になります。」と言っ
て卒業したそうです。
　デオデオ（現エディ
オン）に入社後、一時
スランプに落ち、苦し
い選択をしなければい
けない時期もあったそ
うですが、持ち前の明
るさと強い精神力でこ
こまで頑張ってきたそ
うです。是非、２年後
の世界陸上、３年後のオリンピックの代表として出
場してもらいたいものです。

Hot News
注目記事 渡邊裕子さん  リオデジャネイロ（ブラジル）

オリンピック出場を目指して

●渡邊裕子さん経歴
平成 15年　全国高校駅伝出場
平成 16年　全国高校総体出場、全国高校駅伝出場、

全国都道府県対抗駅伝出場（広島県代表）
平成 17年　全国都道府県対抗駅伝出場（広島県代表）
平成 18年　西条農業高等学校卒業、エディオン入社
平成 24年　名古屋ウィメンズマラソン

2時間29分20秒（初マラソン、13位）
新人賞受賞

平成 25年　大阪国際女子マラソン
2時間25分56秒（3位）

　さる２月26日、ことコンサート“龍の大宴会”が文
京区シビックホール小ホールで開催されました。コ
ンサート前半は北広島町刈屋形神楽団による天の岩
戸の舞、ことさんは神楽笛担当、天鈿女命（あめの
うずめのみこと）が天の岩戸の前で調子面白く舞っ
た舞は圧巻でした。後半のコンサートでは、ことさ
んは赤い錦の太長いしっぽをつけての登場です。多
分、龍のしっぽをイメージした衣装なのでしょう。
　曲目はアルバム“龍の目醒め”から、龍の目醒め、
国生み、青龍、などなど。トークコーナーでは「と
にかく広島から神楽団を呼んで「磐戸」を上演で

ことコンサート
「龍の大宴会」Concert

音楽

きて長年の夢が叶いましたし、
CDリリースの記念コンサート
としてバンドのメンバーとも演
奏が出来ましたしとってもうれ
しいです。」と話されていました。あっという間の
２時間でした。
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　私にとっては珍しい風景に最近出会ったので書いてみたい（皆様から見れば当たり前
なのかもしれないが）。
　その一　昼間電車に乗ると割合空いているので全員着席している。乗客の皆さん黙々
と下を見ながら手を動かしていらっしゃる。スマホに夢中というところか、本をひもと
いている方は殆ど無し。新聞を読む人がチラホラ、居眠りが多数、これが電車の風景。
　その二　大きな書店に時々行くと新刊書が山ほど積まれている。こんなに本が売れる
のだろうか（村上春樹さんの本はバカ売れ）。活字離れは確かに起きている。そこで県
人会ニュースを作りながら無駄な作業をしているのではとふと思うことがある。色々な
方にお願いして原稿を書いていただいているのが申し訳ない気がしてくる。
　ただ今年はじめ激励の手紙を戴いたこともあり、ふと我に返って努力して継続しよう
と思う次第。（ま）

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

　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。

2013 年、カープ栗原健太選手のバッターボックス登場 BGM が正式に決定！ 歌うのは、県
人会でもお馴染みのスポーツシンガー・タケモトタクシさんです。アドレナリン全開のロック
ナンバーで、鯉の主砲を熱く応援しましょう！！

広島カープ球団公認2013応援ソング「KONG」　http://www.taketaku.com

注目のアーティスト情報

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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