
大竹美喜会長 湯﨑英彦広島県知事

　１月30日、東京広島県人会の一大イベント「総会
＆新春懇親パーティー」が、東京ドームホテル「天
空の間」にて開催されました。
　総会は、大竹美喜会長のご
挨拶に始まり、湯﨑英彦広島
県知事、林正夫広島県議会議
長よりご祝辞をいただきまし
た。2013年を振り返り、カー
プ16年ぶりのAクラス、サ
ンフレッチェの 2連覇、作家・
小山田浩子氏の芥川賞受賞な
ど、広島出身者を元気づける
数々の活躍が称えられ、会場
は大きな拍手で盛り上がりま
した。広島ゆかりの国会議員、

地元の各市町長や議員、全国の広島県人会会長の
方々も来賓として出席され、県人会の祭典を祝い、
未来への存続と発展をともに誓いました。

～ 歌でつないだ、広島（ふるさと）の輪 ～

東京広島県人会総会
＆新春懇親パーティー

平成
26年度
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岩部金吾副会長

総会司会の
石田広島県東京事務所長 懇親パーティー司会の坂本祐祈さん 山本浩二さん 小早川毅彦さん 高田川親方

小谷野薫・サンフレッチェ広島
代表取締役社長

服部公太・サンフレッチェ広島
ユースコーチ 中島浩司さん・元サンフレッチェ広島

角廣勲副会長 林正夫広島県議会議長

財満光子さん 原田真二さん

　続く懇親パーティーでは、カープOBの山本浩二
元監督と小早川毅彦氏、角界から高田川親方（元関
脇安芸乃島）、タレントの山口良一氏、スポーツコ
メンテーターの為末大氏、お笑いコンビ・アンガー
ルズの山根良顕氏らが登壇し、場内を沸かせました。
　特に注目を集めたのが、迫力ある音楽ライブでし
た。ラテン歌手・財満光子氏は「マイウエイ」「平
和への願い」、シンガーソングライター・原田真二
氏は「キャンディ」「ひろしまから始めよう」を熱唱。
さらに東日本大震災の復興支援ソング「花は咲く」、
東京広島県人会の応援歌「momiji」を全員で合唱し、
音楽の調べにのって心一つに躍動しました。
　広島県観光アシスタント「ひろしま、宝しまレ
ディ」は、今春スタートした博覧会「瀬戸内しまの

わ2014」の開催をアピール。瀬戸内の自然や文化
の魅力を伝え、地域活性への期待を大きく膨らませ
ました。
　そして、広島の地酒やグルメを堪能できるのも、
このパーティーの醍醐味。県内各地の銘酒をはじめ、
三次や世羅のワイン、神石高原町の広島牛、オタフ
クソースのお好み焼き、府中焼き、三原のたこ、西
条農業高校のソーセージ、尾道ラーメン、福山のう
ずみごはん、広島菜漬、広島みかんなどなど。ふる
さとの味に舌つづみを打ち、広島県人の心をふれ合
わせ、郷土愛に酔いしれたひと時でした。
　会場にお集まりいただいた皆さま、ご協賛・ご協
力いただいた皆さまには厚く御礼申し上げます。
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（左から）上田宗篁さん、松瀬一昭さん、門松良祐さん、タケモトタクシさん、橋本大樹さん、
沖田孝司さん

（左から）柳亭左楽さん、金田幸三さん、油谷誠至さん、窪田崇さん、義田貴士さん、
柳家福治さん

ひろしま、宝しまレディの皆さん 笑顔でつなげた「しまのわポーズ」山口良一さん 為末大さん 山根良顕さん・アンガールズ

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、㈲石野水産、
五日市商工会、㈱一休園、上田昆布㈱、上田宗箇流、ウラベ水産加工、㈱エディオン、㈱大崎水産、㈱御菓子所高木、オタフクソース㈱、
尾道のりこ家、㈱ 飯酔心 東京店、カルビー㈱、川中醤油㈱、頑固屋㈲、郷心会連合会、キリンビールマーケティング㈱、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、サッポログループマネジメント㈱、サッポロビール㈱、サントリービア＆スピリッツ㈱、
㈱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、空口ママのみるく工房、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、天光堂㈲、㈲天明堂、東映㈱、㈱東京ドーム、東京ロイヤルホテル、㈱にしき
堂、西日本旅客鉄道㈱、ニッカウヰスキー㈱、㈱猫島商店、㈲ハングマーサン、JA広島果実連、㈱広島銀行、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、㈱広島ホームテレビ、広島ブランドショップTAU、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、マツダ㈱、三島食品㈱、三菱電機
ビルテクノサービス㈱、蜜屋本舗㈱、㈱やまだ屋、ヤマトフーズ㈱、㈱山豊、米田海産㈱、㈱リーガロイヤルホテル東京、リョービ㈱
（五十音順）

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、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㈱、中野光次郎、
江田島銘醸㈱、㈴梅田酒造場、旭鳳酒造㈱、久保田酒造㈱、賀茂鶴酒造㈱、福美人酒造㈱、白牡丹酒造㈱、西條鶴醸造㈱、賀茂泉酒造㈱、
亀齢酒造㈱、山陽鶴酒造㈱、金光酒造合資会社、馬上酒造場、竹鶴酒造㈱、藤井酒造㈱、中尾醸造㈱、㈱今田酒造本店、柄酒造㈱、
㈱酔心山根本店、㈱天宝一、㈱吉源酒造場、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

平成26年度東京広島県人会総会協賛企業等一覧
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　はじめまして。この度、東京広島
県人会事務局を引き継がせていただ
きました、上原友子と申します。高
校まで広島におりました。これまで
は県人会とのご縁はほとんどなく
20数年過ごしてまいりました。そ

の間広島に帰るのは年に２回位で、帰ってもあまりゆっ
くりもせず又東京…という感じで、ただちょっとだけ帰
る地元になっていました。
　しかし母も一人になり、ここ数年はできるだけ時間を

作って広島に帰るようにしてきました。２回だったのを
３回に、３回だったのを４回に、そんな中漠然と「この先、
もう少し広島を近くに感じていられる事がなにかできた
らいいな～」と思うようになってきた頃、こちらの事務
局の職をご紹介いただきました。
　最初は不安もありましたが、このようなご縁に巡り合
えるようなことは、この先ないだろうと思い、引き受け
させていただくことにしました。こちらの仕事が決まっ
た時、一番喜んでくれたのは母でした。「えかったね。頑
張りんさいよ。」
　縁あって地元の方とたくさん触れ合える仕事に就けた
こと、この機会を大切に頑張っていきたいと思います。
ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。

住川雅洋Iお知らせInformation
幹事長就任ご挨拶

　このたび東京広島
県人会の幹事長に就
任いたしました住川
雅洋（すみかわ まさ
ひろ）と申します。会
員の皆様のご意見を
お聞きしながら一層
の親睦の実が上がる
ように、かつまた会員の皆様にとり有益な存在にな
るよう頑張りたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。
　私は 1948（昭和23）年に広島市中区平野町に生
まれ、高校を卒業する18歳まで広島で育ちました。
また大学生の時には、当時、文京区弥生町にありま
した広島県人寮（芸備協会運営）にお世話になりま
した。その後、社会人になってからは、たまに帰広
するといった感じでしたが、2000（平成12）年から
２年間、広島に勤務するという幸運に恵まれました。
大人になって再び広島で生活し、広島県内の産業界
や金融界の方々とお付き合いさせていただき、また
小・中・高時代の仲間との交流も復活し、故郷広島
の良さを再認識いたしました。

東京広島県人会事務局の担当も
上原友子さんに替わりました。

昭和47年３月
昭和47年４月
平成３年２月
平成５年５月
平成７年２月
平成９年９月

平成９年11月
平成12年５月
平成14年６月
平成15年４月
平成15年６月
平成16年６月
平成22年６月

平成23年４月

平成25年６月

東京大学経済学部卒業
日本銀行入行
大阪支店営業課長
考査局管理課長
甲府支店長
山梨経済同友会 代表幹事
（現在 顧問）
出向（預金保険機構 預金保険部長）
広島支店長
情報サービス局長
東京都民銀行入行 顧問
常務取締役
代表取締役 専務取締役
顧問兼
とみん経営研究所代表取締役会長
アフラック入社
シニアアドバイザー（現職）
広島銀行 社外取締役（兼職）

瑞宝重光章　児玉幸治 様　［元通産事務次官］（東京広島県人会副会長）

謹んでお喜び申し上げます。A受　章Award 春の叙勲・褒章

　大竹会長のもと、広島県の一層の隆盛を支援し、
広島県人の親睦を一段と深めるとともに、広島出身
の若者が交流や学びの場として県人会を気軽に活用
できるようにもしていきたいと思います。広島に育
てられた私どもが、今度はお返しをする番だという
気持ちで広島県人会の運営の一端を担わせていただ
きます。皆様のお力をお借りしながら前進させてい
く所存ですので、宜しくお願いいたします。

主要経歴
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挨拶の輪があちこちで
花開く歓送迎会

　東京のソメイヨシノの開花が大幅に遅れていた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」（パッチョ）で平成26年
度の広島県東京事務所・広島市東京事務所・福山市
東京事務所・呉市東京事務所の異動者16名の方々
の歓送迎会を開催いたしました。
　ことしは異動者の方々の発表が大変に遅れてい
ましたので、歓送迎会の日が異動の発表の前になっ
てしまったらどうしよう、と気をもみましたが、何
とか無事に予定どおり歓送迎会を開くことができま
した。
　はじめに東京広島県人会の大竹美喜会長の力強い
ご挨拶で会が始まり、続いて広島県東京事務所の石
田所長より16名の転出者・転入者のご紹介があり
ました。
　県人会の幹事長交代もありましたので江崎幹事長

より住川雅洋新
幹事長のご紹介
がありました。
　ここで浦上浩副会長による乾杯の音頭のあと歓談
タイムとなりました。今回参加の67名が立食パー
ティーのかたちでお別れや新任の挨拶の輪があちこ
ちで花開きました。
　７時より異動者全員のご挨拶があり、東京での思
い出を語られました。ふとさみしくなる内容のもの
やこの方はどんな方だろうと心待ちの方と色々でし
た。その後活性部によるクジ当選者の発表で賞品の
授与が行われ、大いに盛り上がりました。
　最後は恒例の人間アーチで転出者の方々をお送り
しました。異動になられた方々は新しい職場にうつ
られ環境が変わりますがお体には十分気をつけら
れ、ますますのご活躍をお祈りいたします。

次　　長

主　　幹

次　　長

主　　査

新   職   名前　職　名

福本　正裕 稲田　照彰

平山　高成 岩本　賢一

健康福祉局
原爆被害対策部
援護課　認定担当課長

市民局
市民活動推進課
課長補佐

教育委員会
教育企画課　主幹

議会事務局
総務課　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】

【広島県東京事務所】

政策課長
（土木担当）

政策課長
（農林水産担当）

政策課長
（文教担当）

前　職　名

岡田　浩実 土木局
道路企画課　主査

氏　　名
転     出     者

異   動   先

政策課長
（土木担当）

政策課長
（農林水産担当）

政策課長
（文教担当）

主　　任

新   職   名

荻野　正博

岡野　真理

土木局
道路企画課　主査

総務局
広報課　主任

氏　　名
転     入     者

元　所　属

主　　任

奥信　知彦

沖邉　竜哉

石丸　剛史

岩田　由美

前田　浩司

小谷　美紀

大坪　慶彦

教育委員会事務局
高校教育指導課
振興係長

地域政策局
都市圏魅力づくり推進課
課長

農林水産局
農業担い手支援課　主査

教育委員会事務局
豊かな心育成課　主査

総務局
経営企画チーム　参事

農林水産局
農林水産総務課　主査

商工労働局
県内投資促進課　主任
（三次市から派遣）

主　　任

主　　任

総務課長

主　　任

総務課長

三山　蘭子

臼井　啓祐 吉岡　　航

（出産休暇）

（廿日市市） （廿日市市から派遣）

所　　長

新   職   名前　職　名

伊牟田　真治 市民部　副部長

氏　　名
転     入     者

氏　　名
転     出     者

元　所　属異   動   先

【呉市東京事務所】

【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

所　　長 所　　長鈴木　　裕 池田　圭次 企画総務局総務部
給与課　課長

市長公室
秘書課長

P歓送迎会Party
藤瀬活子
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R同好会Report

恒例の軽井沢の夏合宿（撮影：橘高淑夫）

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

テニス同好会 世話人／藤瀬活子

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、毎回テーマを設けてや
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、会話にも華を咲かせる
ことでしょう！前回の絵付け作品（写真）も綺麗に
出来上がりました。

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岐に渡
り、親睦と交流の場として大いに盛り上がります。
　次回は６月27日（金）を予定しております。皆さ
まのご参加と応援をお願いいたします。

　テニス同好会では毎月一度、「練習会」をやって
います。原則として第二金曜日の13時より３時間
程度ダブルスの試合中心に、和気あいあいと行って
います。
　テニスコートは井の頭線「浜田山」近くにある日
本郵政のクレーコートを使っています。３月の練習
会は前日の雨でコートが使えるかどうか心配して行
きましたが、ローラー掛けなど管理者の整備がよく、
絶好のコンディションに仕上がっていました。

　参加者の年齢や経験はまちまちですから、勝敗に
はこだわらず、「体を動かす」ことを大切に、ゲー
ムを楽しんでいます。最近少なくなったクレーコー
トは足への負担が小さいので参加者には好評です。
終了後の居酒屋での懇親会も楽しみです。８月には
恒例の一泊二日の合宿もあります。ここ数年は軽井
沢のコートを借りています。
　最近、メンバーがやや固定気味なので、新たな参
加者を熱烈歓迎しています。　　　　　（清益　実）
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小山田浩子さん、
小説「穴」で芥川賞受賞！

　広島市出身で、広島大学卒業の作家、小山田浩子
さんが、小説「穴」で今年の芥川賞を受賞されまし
た！おめでとうございます！
　小山田さんは1983年広島市の生まれ。2006年に
広島大学文学部を卒業され、幾つかの仕事を経験さ

れた後結婚。作家活動に入
られ、これまでにも新潮新
人賞や織田作之助賞を受賞
されてきました。広島出身
の女性作家で芥川賞を受賞
されたのは小山田さんが初
めてです。
　小説「穴」は…「仕事を
辞め、夫の田舎に移り住ん
だ夏。見たことのない黒い

　今回の青年部だよりは、青年部主催で開催した、
２つのイベント紹介です。
　１つ目は、初の試みとなるお花見です。３月29
日にJR大森駅近くにある大井水上公園にて総勢35
名で花見を実施しました。桜は咲き初めでしたが、
気温が高く、昼間からお酒を飲むのは最高な天気で
した。場所が穴場だったのか、広いスペースを確保
でき、初参加の方も多数いる中、みんなでワイワイ
できました。（内緒ですが、張り切って、朝10時か
ら夜23時まで飲んでいた為、次の日は酷い二日酔
いでした…（汗））

獣の後を追ううちに、
私は得体の知れない
穴に落ちる。夫の家
族や隣人たちも、何
かがおかしい。平凡
な日常の中にときおり顔を覗かせる異界」（新潮社
の書籍紹介から）
　小山田さんは、これからも広島にこだわって執筆
を続けていかれるそうですが、東京広島県人会の皆
さんに、一言メッセージをいただきました！
　「私は地元で頑張りつつ、皆さまのますますのご
活躍を祈念しております。一度東京でお好み焼きを
食べてみたいものです」
　小山田さんが今後も良い作品を生み出されること
を期待しています！

　２つ目は、今年初めての4月19日カープ観戦＠浜
スタです。外野指定席を54席確保し、観戦しました。
カープは、14年ぶりの「貯金 7」で１位と言う好順位。
当日は、肌寒かったですが、先発の九里の好投や堂
林の満塁ホームランもあり、７-１で快勝したので、
寒さも忘れ応援できました。また、この勝利で 16
年ぶりの「貯金 8」と言うこともあり、勝利の美酒
は、横浜メルパルクの1室を貸切、30名でドンチャ
ン騒ぎでした。

H注目記事Hot News

青年部だよりR青年部Report 阿南圭一郎

小山田浩子さん（写真提供／新潮社）

小説「穴」 新潮社刊

緒方静子

7



　桜前線北上とともに本格的なスポーツシーズン到
来！フアンにとってもマツダスタジアムに、ビッグ
アーチに、グリーンアリーナに…と“忙しく”なりま
した。
　その前にまずは「春はセンバツから」、中国地区代
表、広島新庄高校は春、夏通じて初出場ではありま
したが、中林航輝キャプテンが「支えてくれた人た
ちへの感謝」を盛り込んだ選手宣誓を行い感動を呼
びました。２回戦で15回引き分け再試合の末、桐生
第一に負けはしましたが、ノーラン・ライアンばり
のダイナミックな投球フォームで全試合投げ切った
山岡就也投手の力投と全員野球は甲子園にさわやか
な印象を残しました。

　さて、カープ、サンフレッチェも序盤戦好発進、
期待の持てるシーズン幕開けとなりました。また、
バレーボールのJTサンダースはプレミアリーグの初
優勝を掛けてパナソニックと対戦、惜しくも３－２
で敗れ、優勝は逃しましたが10年振りの準優勝に輝
きました。
　こうした中、広島における第三のプロスポーツチー
ム、バスケットの「広島ドラゴンフライズ」が誕生、
ナショナルバスケットボールリーグ（NBL）の一員と
して10月の開幕戦に向けてスタートを切りました。
　４月７日には新入団選手の記者会見が行われまし
た。即戦力の期待が掛る田中成也（明大）、柳川龍之
介（白鷗大）など５人です。中でも異色なのは広島市
東区出身で広島大学薬学部５年生の岡崎修司です。
卒業まで後二年、本人は学業との両立を希望してお

り、大学側も『薬剤師になる道もかなえてあげたい』
と支援を約束しています。
　会見では西明生ゼネラルマネージャーが選手を紹
介する前に「この五人にはプロの選手である前に挨
拶がきちんとでき、正しい言葉づかい、思いやりの
ある、社会人一年生として模範になる人間であって
欲しい」と異例のコメントをしました。
　５人はほとんどが小学校時代からミニバスケット
に親しんでおり、今回の指名に、プロへの夢の第一
歩が実現できたと喜びを語りました。そして、皆が
異口同音に言ったのは監督の佐古賢一さんの指導が
受けられることです。佐古監督は岩国市出身で、現
役時代は最優秀選手に３度選ばれる等、バスケ界の
ビッグネームです。会見には同席しませんでしたが
西GMによりますと「３年でリーグ制覇を目指す。そ
の為には居を広島に移し頑張ると言ってくれている」
と。プロチームの発足と佐古監督の存在は広島にお
けるバスケットボールの底上げ、具体的には現在、
中学卒業後、他県の強豪高校に流出している選手の
引き留めと人気向上に大いに力になることでしょう。
　ところで、チームの母体となる㈱広島ドラゴンフ
ライズは2013年の５月にNBLから中四国にプロチー
ムを、との要請を受けて活動を開始。８月までに法人、
個人含めて約120人株主、NBLの条件である3000万
円の資本金を集めることができ、10月に設立総会を
経て発足しています。
　チーム編成は５月の既存のチーム所属の選手との移
籍交渉、外国人選手２名を含め11～12名になります。
　バスケットボール観戦のもう一つの楽しみはイン
ターバルのチアリーディングです。広島も４月にオー
ディションを行い、20名のチアリーダーを集めるこ
とにしています。
　NBLはイースタンカンファレンス６、ウエスタン
７の計13チーム。広島は強豪のアイシン三河などと
西に所属しますが、試合は東西全チームほぼ総当た
りの形式になっており、来年１月、２月には関東地
方にもお目見えします。開幕戦は10月11日（土）、12
日（日）、広島サンプラザホールに兵庫ストークスを
迎え撃ちます。関係者は5000人以上の超満員のスタ
ンドで闘いたいと現在、「テイクオフ個人パートナー」
と名付けた個人会員募集に力を入れています。

　ところで、「～通」「～好き」の女性のことを、例
えば「山ガール」「歴女」「リケジョ」（失墜気味です
が…）などと言います。今首都圏で増殖中なのが「カー
プ女子」です。

ふるさと広島通信T広島の今Topics 三宅恭次（中国放送ＯＢ）

広島ドラゴンフライズ新入団選手発表記者会見（４月７日）。
（写真左から）田中成也選手、柳川龍之介選手、坂田央選手、

北川弘選手、岡崎修司選手
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　そこでカープ女子の歌を作ってみました。題して
「うち　ホンマ　カープ好きなんよ」

国歌独唱はボクサー出身の異色のシンガーソングライターTEEさん

一塁線上に整列したカープナイン

広島三大プロの一つ「広島交響楽団」も地元開幕セレモニーに演奏で参加

１．電車の中はＧ帽ばかり
　　カープフアンと名乗れない
　　でもバッグには
　　赤ヘル、レプリカ、メガフォンの
　　応援三点セットが入っている
　　きょうはドーム、あす神宮そして横浜…
　　どこまでも　どこまでも
　　うち　ホンマ　カープ好きなんよ
　　うち　ホンマ　カープ好きなんよ

２．他人（ひと）は“カープ女子”と言うけれど
　　俄かフアンと違うんよ
　　座るシートは
　　レフトスタンド13列の９番よ
　　負けても決してめげないんよ
　　明日があるんよ　明日がある
　　どこまでも　ついていくんよ
　　うち　ホンマ　カープ好きなんよ
　　うち　ホンマ　カープ好きなんよ

※３番略

カープ地元開幕戦（４月１日）

津川博光Bカープ観戦Baseball
広島での開幕戦快勝！
銀座「TAU」でエール

　広島東洋カープの地元開幕戦があった 4月 1日、
銀座「TAU」で約80人が集まり熱い声援を送った。
　中国新聞東京支社が主催し、東京広島県人会メン
バーや首都圏のカープファンが集結。３階の大型ビ
ジョンで観戦した。ヤクルト相手に、丸選手の先頭
打者本塁打で喜んだり、野村投手の不安定な制球に
ハラハラしたり、ミコライオ投手が最終打者を打ち
取り７対４で勝利すると、大歓声と拍手が沸き起
こった。２年連続のクライマックスシリーズ（CS）

進出に期待を膨らませる強いカープを堪能した。
　最後に抽選会があり、中国新聞社から前田智徳氏
の本やポスターなどが賞品として提供され、大いに
盛り上がった。
カープファンが
TAUに集うの
は昨年のCSに
続いて２回目。

　今年入団の大瀬良、九里、田中などの活躍でカー
プの快進撃は続いており、４月24日現在、16勝６
敗の１位、このまま鯉のぼりの季節を突っ走って欲
しいものです。サンフレッチェもアジアチャンピオ
ンズリーグで決勝トーナメント進出、Jリーグでも
トップ争いを演じています。
　このままいくと広島の秋は大変なことになりそう
な予感がします。

　首都圏におられると、広島のスポーツ情報、必ず
しも十分取ることができませんが、４月に広島ス
ポーツニュースの電子版、「ひろスポ！」が立ち上
がりました。
　ドメインはhirospo.comです。是非一度アクセス
して見て下さい。
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　昨年J１リーグを連覇で優勝したサンフレッチェ
は、日本のクラブチーム代表としてアジアチャン
ピオンズリーグ（ACL）に出場しています。2010
年はJ１リーグ４位として、2013年はJ１リーグ王
者として、過去２回ACLに挑戦しましたが、ア
ジアの壁は高く、いずれもグループリーグで敗退
し、決勝トーナメントに進むことはできませんで
した。
　３度目の挑戦となる今年は、移籍した日本代表
GK西川周作に劣らない林卓人が10年ぶりに復帰
するなど、クラブ史上最も充実した戦力を整えて
ACLに挑みました。４月23日にエディオンスタ
ジアム広島で行われたオーストラリア・セントラ
ルコーストマリナーズとのグループリーグ最終戦
で１－０と勝利し、グループリーグを２位で突破。
念願の決勝トーナメント進出を果たすことができ
ました。
　筆者も３月のオーストラリア・セントラルコー
スト（シドニー近郊）と４月の中国・北京のアウェ
イゲームの応援に行きましたが、長距離移動や気
候の変化など、コンディション調整は大変でした。
選手はこれに加えてJ１リーグを並行して試合をし
なければいけないものであり、想像を絶する厳し
い戦いだったと言えるでしょう。
　サンフレッチェはこれを見事乗り越えてACL決
勝トーナメントに進出するとともに、J１リーグも
10試合を終えて２位と好位置につけているという、
二兎を追いながら上々の結果を残しています。
　決勝トーナメントは５月７日・14日のオース
トラリア・ウェスタンシドニー戦に始まり、勝ち
続ければアジア西地区代表との決勝、モロッコで
行われるクラブワールドカップと続きます。サン
フレッチェが欧州や南米の強豪クラブとタイトル
マッチを行う －夢は世界での戦いに広がる－とて
も楽しみです。
　J１リーグはワールドカップによる中断を挟んで、
７月19日（土）より再開します。これまで東京近郊
での試合がありませんでしたが、再開初戦の相手
は大宮アルディージャです。県人会でも団体観戦
が企画できればご案内いたしますので、ぜひみん
なで応援に行きましょう。

【サンフレッチェ広島・注目の選手】
　今シーズンの注目選手は、何といってもDF塩
谷司選手でしょう。身体能力の高さを活かしたボー
ル奪取力や空中戦の強さなど、堅守を誇るサンフ
レッチェの守備の要となっています。また塩谷選
手の凄いところは守備だけじゃなく、攻撃面にも
あります。ゴールから近いフリーキックでは目の
覚めるような弾丸ライナーのシュートを、流れの
中でもチャンスと見れば最終ラインからドリブル
で攻め上がり、ストライカーのようなシュートを
決める。エース佐藤寿人選手へのマークが厳しく
なる中、貴重な攻撃のオプションとしての存在感
は増すばかり。
　４月を終わってJ１リーグで４点、ACLでも２
点、試合を決める大事なところでゴールを奪って
います。３月のJリーグ月間MVPにも輝きまし
た。４月には日本代表候補にも選ばれ、６月のブ
ラジルワールドカップメンバー入りも期待されて
います。２年前は J2水
戸ホーリーホックでプ
レーしていた無名選手
が、2012年８月にサ
ンフレッチェに加入。
2013年にはレギュラー
に定着し、J１制覇に
貢献。そして日本代表
へ。まさにサクセスス
トーリーを駆け上がっ
ているシンデレラボー
イ。金髪の背番号33に
注目です！

世界を舞台に戦うサンフレッチェ

森保一監督（左）と青山敏弘選手©2014 S.FC

清水茂樹Fサンフレ観戦Football

塩谷司選手  ©SIGMA CLUB
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瀬戸内のワクワクするイベントが
広島と愛媛から続 ！々
『瀬戸内しまのわ２０１４』が開幕しました！

　平成26年３月21日（金・祝）、湯﨑知事、中村愛
媛県知事、両県開催市町の市長・町長に御出席いた
だいた宮島でのオープニングセレモニーをスタート

に「瀬戸内しまの
わ2014」が開幕し
ました。当日はオー
プニングイベント
のひとつとして、
嚴島神社の高舞台

＜日本酒がお好きな方に！＞
「あきつ 杜氏祭り　～広島杜氏の故郷！うまい日本酒で乾杯！～」

＜お子様のいらっしゃる方に！＞
「ぼくたち、わたしたちの夏休み in大崎上島　～船に乗って 遊ぼう！学ぼう！瀬戸内の宝島」

広島杜氏の故郷で、安芸津の蔵元や安芸津杜氏ゆか
りの蔵元を中心とした日本酒の試飲・販売、安芸津
杜氏がまかない料理として食べていた「杜氏鍋」や
安芸津の名産ジャガイモなど、地元の食材が味わえ
ます。また、広島出身の書道家・鴨山友絵による「お

“遊び”と“学び”の島、瀬戸内の宝が集まる「大崎上島」
で、夏休みの期間中、様々な「海・島アクティビティ」
を提供します。
●大崎上島ぐるっと謎解きアドベンチャー
アクティビティやイベントをまとめたガイドマップ
で大崎上島の主要地点を巡る謎解きゲーム。最後の
地点でコイン式のガチャガチャ「島ガチャ」にチャ
レンジし、抽選で特産品をGET！
●海に体験  船に体験
広島商船高専の練習船
「広島丸」体験乗船会、カッ
ター体験会、シミュレー
ター体験や広島商船高専
カレーを味わえます。

において、「ヴァイオリンの革命児 古澤巌」「稀代
のエンターテイナー 石井竜也」「雅楽の貴公子 東
儀秀樹」の異色のコラボによる記念奉納コンサート
を開催し、約1,000名の方々に幻想的なひと時を堪
能いただきました。10月26日（日）までの約７か月
間、広島と愛媛
が「瀬戸内しま
のわ2014」で盛
り上がります。

酒を飲みながら楽しむ書道＝酔書（すいしょ）」も
体験できます。

■開催日：6月14日（土）、15日（日）
■場　所：安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター

●わんぱく塾
小学校４年生以上を対象に、シー
カヤックや磯の観察会、雑学塾
（ロープワーク等）など、普段で
きない体験をする２泊３日の合宿
をご用意しています。

■開催日：
　大崎上島ぐるっと謎解きアドベンチャー／

7月19日（土）～8月31日（日）
　海に体験  船に体験／8月31日（日）
　わんぱく塾／7月28日（月）～30日（水）、

8月 3 日（日）～ 5 日（火）
■会　場：大崎上島町

【お問い合わせ先】瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会事務局　電話：082-513-3450

おすすめイベント

この他にも島々の魅力を知る方々が企画する様々なイベントをご用意しております。
ぜひ、皆様もご参加ください。お待ちしております。
詳しくは「瀬戸内しまのわ2014」の公式サイトをご覧ください！

オープニングで、両知事がしまのわポーズ！

記念奉納コンサート

シーカヤック

広島丸
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壬生の花田植 広島みなと夢花火大会

芸北神楽共演大会 因島水軍まつり

2014年 5月～ 10月
広島のイベントスケジュール

瀬戸内しまなみ海道を走る！
「サイクリングしまなみ」
10月26日（日）開催
エントリー受付中

しまなみ海道本線の一部や島しょ
部を走る日本最大級のサイクリン
グイベントです。5月23日からエ
ントリー開始（先着順）。
お申込みはお早めに！詳細はホー
ムページをご覧ください。
http://cycling-shimanami. jp

注　目　情　報
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　第２回広島県立賀茂高校同窓会・関東支部会を昨
年同様２月11日13時より東京・銀座の広島ブラン
ドショップ TAU３階のイタリアンバール「paccio
（パッチョ）」にて開催いたしました。
　関東地方は前々日の大雪で交通機関が乱れており
参加者が減るのではと心配致しましたが、山梨から
来る方は雪の為、また子供さんがインフルエンザに
かかった方の２名のみの欠席で、昨年参加者の13
名に今年新たに参加された13名の計26名の方がお
集まりくださいました。

　皆様の地道なお声賭けと「かもあおい」に掲載さ
れた昨年の会合の写真の中に高田先生のご好意で、
吹き出しで今回の開催予定を入れていただいたこと
が功を奏し、電話でのお申込みも多数ありました。
皆様の地道な声賭けが輪になって広がっていること
が伺われます。
　この関東支部会の特徴として、上は昭和29年卒
の先輩から下は平成12年卒の若者までいろんな世
代の方が満遍なくご参加いただいていることでとて
も和気藹々として、まるで親子の集まり・お孫さん
との集まりのようでいろいろな話で盛り上がりまし
た。立食パーティーにしたのもお話がしやすかった
と思います。
　最後に歌う校歌も、卒業時いただいたソノシート
から音源を復元させて持参していただいた方のおか
げで昨年よりうまく歌えました。賀茂高校の黒川会
長様の強い希望に応えたことと思います。
　皆様帰りにはTAUで広島土産を家族のために購
入されましたので、おうちに帰られてもう一花広島
話に花咲いたことでしょう。

　広島県有数の夜景スポット、黄金山（広島市南区）
で東日本大震災三周年に当たる３月11日、福島県三
春町の「三春滝桜」の植樹記念式典が開かれた。
　「三春滝桜」は樹齢１千年を超えると言われるベ
ニシダレザクラの一種で、日本三大桜の一つ。県
内の福島県出身者でつくる「ひろしま福島県人会」

が、地元の有志で
つくる「黄金山さ
くらの会」の友人
に提案したことが
きっかけで植樹が
実現した。
　東日本大震災に
より広島に避難さ
れている方々の心
の癒しとなり、ま
た広島市民も福島

県の復興を共に願っている気持ちを込めて、国の
天然記念物になっている「三春滝桜」を２月黄金
山の頂上付近に植樹することにより、広島県と福
島県の新たな絆のスポットになることが期待され
ている。
　「黄金山さくらの
会」は寿命を迎えた
黄金山のソメイヨ
シノを新しい桜に
植え替える活動を
しており、現在全国
の12種類の桜が見
られるという。帰広
の際は、新名所に立
ち寄ってみてはい
かがでしょうか？

H

R

注目記事
Hot News

同窓会
Report

福島「三春の滝桜」
広島黄金山の山頂に

第２回賀茂高校同窓会・関東支部会
銀座の真ん中で校歌を歌う

津川博光

藤瀬活子

祈りを込めて黄金山に植樹された桜
（亀本健介さん撮影）千年の時を生きる「三春滝桜」
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　広島から取り寄せた長さ3メートルの一枚鉄板で
大将が心をこめて広島焼を一枚一枚愛情たっぷりに
焼き上げます。京王八幡山駅付近では、広島焼きの
お店がなく「初めて広島焼きを食べるのよ」とおっ
しゃるお客様も少なくありません。野菜がたっぷり
のヘルシーな広島焼きのおいしさをお伝えしていけ

たらと思っており
ます。
　広島出身のお
客様のご来店も
多く、大将と地元
の話や広島カープ
の話で盛り上がる
こともしばしばで

　東京都町田市で広島のお好み焼き店を営業してい
ます「ひろしま鉄ちゃん」といいます。皆様のお蔭
をもちまして19年目になります。本当にありがと
うございます。
　営業時間は11時から23時（22時30分ラストオー
ダー）で、この間は休まず営業しておりますので、
お気軽にいらしてください。
　東京で広島のお好み焼きが気軽に食べられるよう
にと、このお店をつくりました。もっともっと東京の
人に広島のおいしいお好み焼きを知ってもらいたい
との思いです。もちろん、東京で暮らす広島出身の方々
にも喜んでもらえるように日々がんばっています。
　ひろしま鉄ちゃんでは、東京広島県人会の会員
カードをご提示いただきますと、お会計から８％

他の協賛店も県人会ホームページで随時更新中！

広島風お好み焼 伊豆川
東京都杉並区上高井戸 1-8-19　TEL／ 03-5317-2169

ひろしま鉄ちゃん
東京都町田市原町田 6-11-13  B1F　TEL／ 042-721-8228

す。また本場広島に負けないくら
い豪快に盛られたキャベツに驚かれるお客様も多い
のですが、とても喜んでいただいております。
　広島のおいしい食材にもこだわっていきたいと思
い、ソースはオタフクソースさんの専門店ソース。
麺は磯野製麺さんの茹で麺。牡蠣は、地御前産。地
酒は、賀茂鶴酒造さんのからくち賀茂鶴。富久長さ
んのゆずレモン酒も女性のお客様にとても人気で
す。広島は、おいしい食材に本当に恵まれています。
　今年でオープン 5周年を迎えることができまし
たが、これからも地元のお客様を大切に、遠方から
も足を運んでいただけるような愛されるお店を目指
し、日々精進してまいりたいと思います。広島県人
会の皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サービスさせていただきます。皆
様のお越しをお待ちしております。

http://www.hiroken.gr.jp

お好み焼き ねぎ焼き
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奥愛次郎館祖 絵姿

山県有朋「日彰館」

　日彰館創立120周年の記念行事を去る４月27日
（日）、盛大に執り行いました。本校の歴史について
簡単にふれておきますと、明治27（1894）年４月
27日、県北の草深い吉舎の地に旧制中学校として
発足しました。
　明治13年、三原にあった漢学塾日彰館（三原藩
士・高浦豊太郎先生が明治 3年に設立）を吉舎に移
し、この日彰館に学んだ奥愛次郎先生（以後館祖と
称す）も後に塾頭まで勤められた。その後、館祖は

大分県中津の晩香堂（福
澤諭吉も学んでいる）で
漢学を、さらに英学校
（広島）で英学を修めた
後、慶応義塾科外生と
して学ぶも、健康に恵
まれず途中で吉舎へ引
揚げ雌伏し、中学校の
設立を決意したのが25

歳の時である。経済的に自立できない中で自らの果
せなかった願いを郷里の後輩に託そうとして大事業
を思い立ち、多くの在郷有力者に自身の熱情を説き、
明治27年４月、高浦先生を招き私立日彰館中学校
を再興した。弱冠29歳の時である。さらに、宮澤
順定先生との不思議な邂逅があり、全く未知の地に
館祖の熱情に心酔し、また恩師福澤諭吉の学問のす
すめを志し、その生涯を日彰館の発展に尽力された。
宮澤順定先生は明治26年12月、慶応義塾大学部文
学科（第二回生）を優秀な成績で卒業され、吉舎に
来られて館祖を支え、昭和21年に逝去されるまで
館祖の教育理念を発展された。
　奥愛次郎、高浦豊太郎、宮澤順定という、この三
祖の努力があってこそ日彰館は存続したのである。
しかし、中学校の発足はできたものの経済的裏付け
は全く危うい状態で、学校を経営していくための資
金も在郷の有志による資金協力と大衆カンパが中心
であった。さらなる発展を期すため館祖は、基本金
募集のために有名人の書画収集をするという方法を
とり、308名という膨大な人 （々明治30年代の日本
の有名人を網羅）に、１万2000点にわたる書画を
収集し、その書画を販売し基本金とした。山県有朋
が書いた「日彰館」の額もその一つである。また、
学生の募集にも大変苦労され、地元に限らず広く県

内外に募集し、日彰館の教育方針にひかれて多くの
優秀な人材が集まり、その中に磯永吉博士の業績も
一例としてあげられる。彼は台湾の食糧の一大改革
に生涯を捧げ、蓬萊米（ほうらいまい）を完成して
台湾の食糧事情に大きく貢献し、蒋介石総統も彼を
厚遇し、終戦後も台北大学で研究を懇願している。
昭和32年台湾政府は、彼を留用解除するに当り、
台湾政府最高の〔特殊領綬景星勲章〕を贈り、博士
の帰国後も毎年1200キロの蓬萊米を終生贈呈し、
功績を讃えた。昭和38年には学士院賞も授賞して
いる。現在本校と台湾苗栗（ミャオリ）高校（国立）
は姉妹校として交流。また、明治期の学習院が競争
心をもたらすため、民間から最優秀な生徒を入学さ
せていたが、本校卒業生で庄原出身の吉光長一氏が
推薦され入学した。しかし在学中に早逝したため、
同期生の武者小路実篤や志賀直哉、正親町公和（お
おぎまちきんかず）他数名で吉光の思い出を記した
冊子を出している。
　奥館祖の教育理念は、三大主義といわれており、
一つには「徳教主義」で人格の養成を重視し、功利
主義的な実学・知識の伝授をもって教育とする考え
方を否定した。校名の日彰館の目指すところと一致
する。二つには「田舎主義」で、田舎こそ本当の教
育が可能であるとした。質実剛健もまさにこの考え
であった。三つ目は「私学主義」で教育の自由こそ
本当の教育ができると考えた。さらに「衆縁和合」
の考えが表裏一体をなすもので、家族主義・郷党主
義ともいうべきものである。

　以上のような理念をうけて多くの人材が世に送り
出されたが、近年の例としてあげられる卒業生に日
本画家の重鎮奥田元宋画伯がある。文化勲章を授け
られ、日本画壇で活躍された。また、人形作家の奥
田小由女女史も現役として日展で重要の地位で活躍
されており、平成20年に文化功労賞を受賞された。
　極一部紹介　日彰館同窓会会長／塚本和順（記）

日彰館高等学校の歩みS学校紹介School profi le
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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

【 デジタル投稿コーナー 】
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  toko@hiroken.gr.jp

【 facebook ページも開設してます 】
東京広島県人会facebookページも開設しております。このページはfacebookアカウントがなく
ても誰でも見ることが出来ます。県人会ホームページが更新されたらfacebookページ上に「東
京広島県人会からのお知らせ」が投稿されます。これなら県人会最新情報の見落としはなくなり
ますね。既にfacebookアカウントをお持ちの方、東京広島県人会facebookページに“いいね ”
してくださいね。
●東京広島県人会 facebook  https://www.facebook.com/hiroshimajaken

東京広島県人会の
会員皆様の広場ですHホームページHome Page

好澤一穂

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。
●東京広島県人会ホームページ  http://hiroken.gr.jp/
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編
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後

記

核廃絶宣言したノーベル平和賞のオバマ米国大統領が来日されました。広島には訪問されなかっ
たものの、広島のお酒（賀茂鶴）を飲んでいただき、天皇・皇后両陛下とは福島原発の話題を
されました。今春広島の黄金山に福島県三春町から天然記念物の滝桜が植樹されました。広島
と福島のかけ橋となり、益々の復興支援の象徴となりそうです。原爆被災の広島と東日本大震
災での福島原発被災の福島は、改めて核の怖さを将来に伝えていこうとしています。県名に「島」
の付く県人同志が力を併せ、絆を強くして、復興に向き合う気持ちを忘れないようにしたいもので
す。東京広島県人会も今年度から住川新幹事長がご就任され、ニュース編集委員会にも新メン
バーが加わりました。五月の薫風に乗ってどんどん快進撃しているカープとサンフレッチェを日々応
援しながら皆で心をひとつにして東京広島県人会を盛り立てて行きたいと思っています。ふるさと
広島通信を書いて頂いている三宅恭次さんの記事にある「広島の秋が大変なことになりそうな予
感」が的中しますように熱くエールを送りましょう。今後とも宜しくお願い申し上げます。（重本ゆり）

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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