
鞆の浦に昇る朝陽（福山市）

明けましておめでとうございます。
　昨年広島では「瀬戸内しまのわ 2014」が７ヵ月間に亘り華々しく開催さ
れ、交流の輪が広がりましたが、一方８月には大規模な土砂災害が起きる
など大変心痛む出来事もありました。
　スポーツ界では広島カープの奮闘で大いに沸きましたが、特に赤い軍団

“カープ女子”の応援は目にも鮮やかで印象的でした。今年は緒方新監督も就
任、“女子”の力も得て優勝を狙ってほしいものです。また 10月にはマツダ
の新車「マツダデミオ」が日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞という嬉しい
ニュースも飛び込みました。広島発の嬉しいニュースは私達の力になります。
　本年、東京広島県人会は一般社団法人として新たにスタートいたします。
皆様と共に故郷広島を盛り上げて参りたいと存じますので、何卒よろしく
お願い申しあげます。

2015年新年  東京広島県人会会長  大竹 美喜

広島のプロスポーツ3球団
指揮官からの新春メッセージ

連載「広島の百年企業に学ぶ」
第2回  有限会社 入江豊三郎本店
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県人会ニュース50号記念インタビュー
東京広島県人会の
歩みとこれからの展望

県人会の一般社団法人化について
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ニュース50号の節目を迎えることになりました。
そこで、新見元幹事長（77）と住川幹事長（66）
にご登場いただき県人会の生い立ちから、会員を
3,000名を数えるまでにされたご苦労や、その当
時の思い出などをざっくばらんにお話頂いて、こ
れからの県人会の展望をお伺いできればと思いま
す。まず最初に新見さんからお伺いします。

県人会発足当時の状況と新見さんが幹事長に
なられた経緯を教えてください。

新見　私は、平成７年に角田さんからバトンタッチ
して幹事長をお受けしたのですが、前年田部文一郎
さんから引継ぎ、県人会７代目会長に就任していた
岡田茂さん（平成23年没）は、東映の会長でもあり、
私はその時東映に勤めていました。ある日、岡田茂
さんから、「お前、明日から広島県人会やってくれ」
といきなり言われたので「広島県人会って何です
か？」と。私は知らなかったのです。すると「広島
の人間が集まってやっている組織で、そうそうたる
方が集まっているけれど老人が多く、言って見れば
老人クラブだ。精養軒で毎年県人会をやっているが、
そんなに凄い人数でもないし、どうしたら活性化す
るかちょっと考えてみてくれ」と。それで私も考え
まして、会長に「思いきって年齢を若くしましょう。
それと県人会の会員になるには、東京に出て成功さ
れた方やきちんとした人じゃないと入れない雰囲気
とかは一切なしにし、広島にゆかりのある人も会員
にしたいと思いますが宜しいですね？」と提言しま
した。岡田さんも「民主的で、自由で差別なし。そ
の代わり、政治・宗教は関係なし。誰が何を信じよ
うと何を言おうと構わない。自由と平等な会であり、
格差もなしにしよう」と大賛成してくれました。そ
の格差と言うのは、学閥。閥というのは、良い面と
悪い面、両方あるんですね。良い面というのは、こ
ういう会を作る時、閥というのが一番てっとり早い
んですよ。だけど、その閥に関係のない人から見た
ら、その閥は壁なんですね。だから、「閥はなしに
しましょう」と。これが最初の県人会改革の前提に
なりました。

現在の県人会の基盤を新見さんが提案された
ということですね。

新見　そうです。それが根本的な発足当初の県人会
と今の県人会の違いなんです。そのコンセプトを
はっきりさせてからスタートしなければ会員を増や
すことはできない。『人数は力』ですから。役員の
政界や財界での地位や名誉は一時的なもので、会全
体の力にはなりません。やっぱり大勢の会員が幅広
く集まって来て、県人会をつくる、それが本当のパ
ワーですよ。

当時の岡田会長との二人三脚はどのような
活動だったのですか？

新見　岡田会長も当時は「映画界のドンとか天皇
とか」言われてましたけど、「天皇もなしですよ。
誰が来ても県人会の会員だったらにっこり笑って
話して下さいよ」と伝えました。例えば、総会の
時には、実行委員や出展の皆さんが早くからお土
産など準備してますよね。そこで私は岡田会長を
総会開始前に早く会場に連れて行って、毎回全部
回ってもらいました。「この人たちが一番大事なん
だ。必ず挨拶してくれ」と。「そうじゃなかったら、
誰も尊敬しませんよ」と。それが平等とか、差別
がないっていうことの具体的な表れとしてずっと
続けていました。

幹事にふさわしい方はどういうタイプの方ですか？

新見　それは、プライドを捨てられる人。つまり、
面白がって人と話ができる人。それから出身地を自
慢できる人。あと、会合とか飲み会に耐えられる人

（笑）。飲めない人も参加していました（笑）。そりゃ

（左から）住川幹事長と新見元幹事長

●取材・写真／津川博光

東京広島県人会の歩みとこれからの展望
県人会ニュース５０号記念インタビュー

東京広島県人会の歩みとこれからの展望

2

Tokyo-Hiroshima Kenjin-kai News No.50 Winter 2015



あ幹事会は面白いわけで
すから。普段聞けない話
が一杯聞けるわけですよ。
一方で岡田会長は、広島
への思いも強く、平成19
年の総会では、岡田会長
が「故郷を大事にしない
モノは、何をやってもダ
メだ !」とぶったのが印象
的でした。

幹事会の運営で大事
なことは？

新見　とっても大事なの
が、役員。役員を揃える
というのは、県人会の看板になるわけです。私は商
売柄、京都にしょっちゅう行ってたんですが、年末
の南座では、顔見世興行で歌舞伎役者の名前がダー
と並ぶわけです。県人会の役員と同じなんですよ。
この看板をどう揃えるか。これをきちんと揃えてお
かないと、一所懸命幹事をやってくれている人が、
自分の仲間とか故郷へ帰った時に自慢ができないん
ですよ。「県人会に入ったら、こういうことがある、
面白いでー」と。「県人会はどうや？」って聞かれ
た時には、名簿を見せて看板を示せば、「なるほど」
と言われる役員を揃えなきゃいけない。

総会パーティーの運営でご苦労されたことは？

新見　話しにくいのですが幹事長を引受けた時、
県人会にはお金が僅かしかなかった。ホテルニュー
オータニで第一回目のパーティーをやったんです
よ。ゲストに西城秀樹を呼びました。（平成６年）

　パーティーと会
議の部屋を分けて
ね。その時お金が
ないので考えつい
たのが、会費。一
般会員が年会費
3,000円、 役 員 が

３万円、５万円、その上が７万円で、役員の人数
は無制限。一応若干名と書いてあるんですけども、
無制限としたのです（笑）。これはお金が集まりま
すよ。9,000万円まで貯めたんです。そうしたら余
裕が出てね、何でもできるんですよ。これは個人
にも言えることですが、資金に余裕があって何か
やってもお金が減らないんです。お金がお金を生
むということなんですね。

元幹事長として自慢できることは？

新見　今、思い起こして何が県人会で自慢ができ
るかと言ったら、「名簿」。カラーで半分くらいの
名簿を作成したことがある。カラーの部分は全部
広告。広告を載せるというのは、どの県人会もやっ
ていたしね、しかしこれは校正したりして作業が
大変なんだ。お金もね。担当者が頭下げて、「お
金まだ入りませんけど」ってやらなきゃいけない。
それを見て、広告に頼らず会費を貯めてその回収
業務をなしにしようと。今広告は、県人会ニュー
スも含め一切ありませんよね。これは“手前みそ”
ですが私の功績だと密かに思っています。こうい
う県人会は多分他にないと思います。広告主の皆
さんにはその代わり、総会の時に協賛をお願いす
ることにしました。それで協賛会社がワーッと集
まったんです。

会員を増やしたいという強い気持ちには、
どういうところに原点があったのですか？

新見　やっぱり自分の中での理想の集団をつくりた
いという強い思いがありました。私の時は、とにか
く数を集めないとパワーにならないと思っていまし
た。数を集めたおかげで、東京の財界のそうそうた
る人が集まりました。それは広島に対する、一つの
示威行動になったと思っています。だから、広島か
ら市町村長が来るわけです。会に参加した人が「大
丈夫か新見、こんなに来てて、広島は“カラ”だ」。（笑）
となるわけで、それでいいんです。参加されるとき
に金一封を出して参加して下さる上、「おらが街の
こういう品物も寄付せえ」と役所で言ってくれるわ
けですから。

県人会を振り返ってみて特に注力されたことは？

新見　しんどかったですけど、とにかく楽しかっ
たですね。努力したのは、先程言いましたが一つ
は看板を作るという人選のこと。二つ目は、会員
を増やす。三つ目は幹事会を充実させる。そして

岡田茂元会長

平成15年度  総会風景

平成24年度  花田植
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四つ目は、広島のことを勉強したこと。広島を知
らないとどうにもならないんですよ。だいたい広
島時代、高校を出るくらいまでに広島のどこに行っ
たか？　たいして行ってないんですよ。本当に知
らない。そうすると、そこの出身の人と話ができ
ない。その為に私が努力をしたのは、岡田会長が
東映の天皇でしたから、「会長の命により広島のこ
とをやるんだ」と、会社中に言いふらして、公務
出張で行けたわけです。広島にも事業所がありま
すから、名目はいろいろ付けて（笑）。それで行っ
たことがないところにあちこち行きました。行け
ばね、そこの出身の人と話ができるんです。「お、
来てくれたんか」となるわけです。しかし、これ
は時間的にはちょっと大変でした。でもそうしな
いと、市町村長が総会に出て来てくれるのに、一
度も行ったことがないじゃ済まないでしょう。で
も苦しくはないんです。財界の凄い人だって県人
会ということで会ってくれるんですから。「ちょっ
と相談があります、県人会の役員になって下さい」
と。「しかしお金はかかりますよ。名前とお金を下
さい。」その二つです。名前というのは何故か？
　「広島から若者たちが出る時に、あなたの名前を
見て出てくる人が何人もいますよ」「この会のため
にお金は要ります。年会費３万円です。あるいは
５万円です。」なかなか「うん」と言わない人は３
回くらい行きました。そうすれば最後はOKします
よ。有難いのは、必ずアポが取れるわけです。ただ、
役員増やしてお金や名前をもらうだけじゃ申し訳
ないから、役員の交流の会を作ろうと。それで役
員懇親会を年に２回実施したんです。これが好評
で、総会ほど人数が多くないのですが話がいろい
ろできるんです。それと、そうそうたる方がいらっ
しゃるんだから、講演会を始めましたね。なかな
か最初は人が集まらなくて。今はフォーラムと言
うらしいですね。

県人会ニュースも新見さんが関与されていた
のですか？

新見　ニュースは直接関与したことはないですが
口を出すだけ（笑）。ニュースを編集してくれてる
人に、ページ数を増やして下さいとお願いしてま
した。ページ数を増やせば、いろんなことが書け
るわけです。読む人って、みんな同じことを求め
ているわけではなくて、たいしたことがない記事
でも読んで感心する。普通の新聞でもそうじゃな
いですか。政治と経済だけじゃなく家庭欄もある

し、俳句のページ
もある。いろんな
ページが増えて、
幹事や会員の主張
が盛り込まれてい
れば、それを読ん
だだけで広島県人
会って“凄いな”
と思うでしょう。
ただ、いつも申し
訳ないと思うんで
すが、ページを増
やしてくれと言うのは簡単だけど、実際は大変な
んですよね。題材がなければ増やせないし書き手
もいないとね。また、皆さんボランティアでニュー
スを編集しているので若い人には、仕事をしなが
らというのは非常に辛い。ですが、幹事選出もそ
うですが時間の余っているOBの人はたくさんい
ましたが全部断りました。忙しい人ほど優秀です。
これは鉄則。「今日、この会議で１時間しか時間が
ない」という人は絶対デキる。一日暇だったら何
もできない。だから私が相談役になっても会議に
は一切出ません。暇だから絶対に役には立たない
んですよ。自分が一番良く知っている。余談ですが、
私はスマホができないがフェイスブックをやって
ます。辛いけどそれを使ってでも今の幹事やOBの
皆さんが何をやってるか、考えているかという情
報を取るようにしてます。フェイスブックって面
白いですよ。

我々ニュース編集委員は記事で広島に恩返し
できればと思っています。新しい記事のアイ
デアがあれば教えて下さい。

新見　インターネットで、例えば海外のホテルを
探してると、そのホテルに行った連中の声が一杯
見れますよね。結構これが面白い。総会でお客さ
んとして来た人の中に「広島の県人会ってすごい
ね」という人が必ずいるはず。そうした口コミを
総会に来た人から集めると、「これ、美味しいね」「ミ
カンもらえなかったよ」など、１ページくらい作
れると思う。そうすれば会員になって良かったと。
権威があるページはいいんだけど、権威のないペー
ジも一杯あった方がいい。それから、広島の雑学
博士みたいなもの。観光の資格とか広島百科のよ
うに“薀蓄（ウンチク）”が語れる内容を少しずつ
載せていくとか。

新見博元幹事長。昭和12年生まれ。広島市出身。
広大附属高校、東京大学卒。東映株式会社入社。
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現在、住川幹事長が音頭をとられて、念願の
社団法人化が実現しそうです。それについて
何かご意見はありますか？

新見　これは有難い。私は途中まで勉強したんです
けども、こりゃあとてもダメだと思って放り投げた
ことがあるんです。法人化して良いのは、社会的に
認められた組織ってことですよね。悪い点は、社会
に対して責任があるわけですから、きちんとしな
きゃいけない。きちんとする努力がいろんな面で必
要になってくる。その労力が大変だと思います。

次は今までの新見さんのお話を受けて、
住川新幹事長の抱負をお願いします。

住川　私は基本的には、大竹会長や副会長の方々
のお話を良く聞いて実行するということに尽きる
と思っています。一般社団法人にするというのも、
会長だけじゃなくて、副会長陣も含めて、私が来
た時には方針が決まっていたので、それを具体的
な話として実務的に円滑に進めていきたいと考え
ています。先日も幹事会の皆さんへ一般社団法人
の定款説明会を開いて議論してもらいました。自
由に議論する時間があまりなかったのですが、こ
のように大枠で会長・副会長の方針を良く理解し
て、それを誤解のないように皆さんにお伝えし、
実務的に支えるということが私の使命だと思って
います。

法人化以外に検討されている新たな活動は
ありますか？

住川　先ほど新見さんが言われたように、講演会
を大竹会長はもっと頻繁に、月例会のようなイメー
ジで、皆さんが気安く出られて、聞いてためにな
るようにしたいと。これは非常に難しい注文なの
ですが、そういう方向に県人会が触媒的な役割を

果たしたいと考
えています。そ
れから学生の人
たちが一つの関
係性として、広
島県人同士の交
流であるとかあ
るいは横の交流
や先輩方との交
流というのが、
恒常的にできる
ような仕組み作

りができないかと。更にもう一つは、新見さんも
先ほど仰ったんですが、我々の次世代後継者を見
つけ、一緒に活動することです。

具体的な後継者発掘について何かお考えが
ありますか？

住川　先ほど新見さんは幹事会でふさわしい人を
集めたと言われたんですが、私が今思っているこ
とは、広島県内の各高校には関東支部総会あるい
は東京支部総会があるので、それぞれの会長さん
にお目にかかって人選の協力を要請しようと思っ
てます。発端は、山梨の在京県人会です。そこは
個人加入と言うよりは、○○市の東京クラブとか、
小さい町や市、高校のOB会などの団体の連合会で
県人会を作っているんです。それ以外にサポーター
クラブといって山梨県にゆかりのある人が東京で
山梨大使になるというのもあり、県人会がそれら
の連合体になってるんです。連合体になると個々
の組織の責任感が働いて、事務局を助ける機能が
強く働くという感じを受けました。できれば年が
明けて２月か３月頃、県内の各高校の同窓会長の
ような方にお願いして、それぞれ高校のOBを１、
２名、我々事務方に出して頂き、次の代の後継者
をご推薦してもらえれば特定の出身高校に偏らな
いと思います。是非各高校のOBの方にご協力を得
たいと思っています。

県人会同士の連携についてお考えがあるようですね？

住川　今度全国の広島県人会の幹事長会議を東京で
開くのですが（本紙 P.18）、もう少し東京がリーダー
シップを執って、全国の広島県人会の連携を強化し
た方がいいんじゃないかと思います。各地にある広
島県人会の悩みとか、解決策などをお互いに意見交
換しながら、横の連絡も取っていきたいと思ってい
ます。会長の希望・夢はもっと広くて、ハワイとか、
西海岸とかにも広島県人会があるんだから、そこと
も協力したらどうかというお話も頂いています。取
り敢えずは、今の幹事長会では10県くらいしか出
席県がないんですが、もちろん無理に増やす必要も
ないのですが、東京の近辺例えば千葉の松戸市、鎌
ケ谷市の広島県人会などもオブザーバーとして入れ
て、お互いの悩みを共有して解決策を模索していけ
ればと思います。

新見さん、住川さん本日は貴重なお話をあり
がとうございました。
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県人会の一般社団法人化について
幹事長／住川雅洋

東京広島県人会は今年から一般社団法
人になりましたが、一般社団法人とは
どういった団体なのですか。

一般社団法人は一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律（以下、一般法人法）に

よって規定された法人です。社員（といっても会
社の従業員ではなく、会社でいうと株主に相当し
ます）により構成される団体で法人格が付与され
たものを社団法人といいます。その中で営利を目
的とせず（会員への利益配分を目的とせず）、公
益目的ではなく特定のグループの利益を目的とす
る団体を一般社団法人といいます。具体的には、
学術団体、業界団体、地域振興団体、福祉関連団
体、趣味の団体等が一般社団法人になっていま
す。東京の県人会の中では、東京静岡県人会が一
般社団法人に移行しています。

一般社団法人になるということは、いっ
たいどういう意味があるのでしょうか。

一般社団法人になることについては、大き
く二つの意義があると思います。

　一つは組織の透明性が増すことです。今まで
は任意団体として、活動の結果である決算につ
いては、内部手続きさえ済ませれば良かったの
ですが、これからは広く社会にも公告する必要
があります。社会的に認知される代わりに法律
に則り組織運営の透明性が強く求められます。
税務上の処理もきちんと法律に則って行わなけ
ればなりません。
　もう一つは、会員の権利が明確に定められ、
会員の参画意識が強まることです。役員の任期
は２年（監事は４年）と定められ、会員の総会
（社員総会といいます）で選ばれます。また、
定款変更や決算等の主要な事項は社員総会で審
議・決議することになります。このように会員
は県人会の意思決定に深く関与することができ
ます。
　会員は株式会社でいえば、株主と同じような
権利を持ちます。会員一人ひとりが参画意識を
もって、県人会をより良いものにしていこうで
はありませんか。

東京広島県人会は今まで、会長、副会長、幹事
長、常務理事、監事、理事、幹事等多くの役員
がいましたが、この体制が変わるのですか。

一般法人法上の役員は理事と監事のみで
す。理事には会長、副会長、幹事長が就

任することとし、監事はそのまま監事が就任し
ます。その他の役員についても、組織内の呼称
として従来通りとします。ただ、理事について
は、一般法人法上の理事と紛らわしいので、執
行理事という名称に替えさせていただきます。

定款は48条にもなるそうですが、ポイ
ントを紹介してください。

従来の東京広島県人会規約（14 条）との差
は今まで述べたことを除けば、以下の三点

です。
　一つ目は事業内容を記した第４条（事業）で、
会員名簿の発行を削除したことです。これは個
人情報保護の観点から、名簿が本来の目的以外
の商売用に使われたり、名簿業者に売られたり
することを防ぐためです。会員から事務局にお
問い合わせいただければ、県人会本来の目的に
かなう限りはお答えをさせて頂きます。
　二つ目は総会の普通決議に関し、定足数を定
めない扱いとしました。一般法人法上は定款の
定めがなければ、総社員の議決権の過半数が出
席しなければ普通決議を行うことができませ
ん。しかしお陰様で当県人会は会員数が多く、
社員総会への過半数の出席が確実に見込めるか
否か不透明です。そのため、定款上は定足数を
定めない扱いとしました。是非とも、過半数を
超える皆様の社員総会へのご出席をお願いいた
します。
　三つ目は賛助会員制を導入しました。収入源
を確保するため、東京広島県人会の活動主旨に
賛同して資金的支援をしても良いとお考えの法
人・個人に賛助会員となっていただくようお願
いしたいと思っています。

6

Tokyo-Hiroshima Kenjin-kai News No.50 Winter 2015



　昨年10月15日東京ドームホテルにて平成26年度
東京広島県人会秋季役員懇親会が約200名のご出席
をいただき開催されました。また、開会に先立ち、
昨年８月に発生した広島県土砂災害にて犠牲になら
れた方々に哀悼の意を込め一分間の黙祷が捧げられ
ました。大竹美喜東京広島県人会会長の挨拶の後、
ご来賓、湯﨑英彦広島県知事、林正夫広島県議会議
長に来賓のご挨拶を賜りました。懇親会には広島県
市町長、広島県財界の方々、広島ゆかりの中央省庁
の方々等、多数のご出席をいただきました。そして
東広島市にて制定された「日本酒で乾杯条例」に則
り、東広島市より協賛頂いた日本酒で、保田博東京
広島県人会副会長のご発声で乾杯となり懇親会が始
まりました。

　三次市、世羅町からは恒例の特産ワイン、山豊さ
んからは広島菜をはじめ、自慢のお漬物のご協賛を
いただきました。お馴染みのオタフクソースのお好
み焼、尾道のりこ家〈頑固屋特製〉の尾道ラーメン
も大変好評でした。会場では恒例のザ・広島ブラン
ドPRコーナー、広島大学PRコーナー、瀬戸内ひ
ろしま宝しまコーナーに加え、サタケのGABA米
紹介、呉市の取り組みなどのPRコーナーを設け、
一層にぎやかな雰囲気に包まれました。
　中締めは、児玉幸治東京広島県人会副会長のご挨
拶でお開きとなりました。
　会の開催にあたり、多くのご協賛・ご協力を戴き、
関係者の皆様に紙面を借りて御礼申し上げます。

（好澤一穂）

平成26年度 秋季役員懇親会R懇親会Report

大竹美喜会長

土砂災害の犠牲者の方々に黙祷 地元のPRコーナー 県の観光案内

湯﨑英彦広島県知事 林正夫広島県議会議長

一般社団法人東京広島県人会正会員申込書を２月上旬より順次お送りする予定です。
（年会費は 3,000円）

東京広島県人会 一般社団法人化に伴う新正会員入会手続きについて

お 知 ら せ
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　2015年のスタートにあたり、「新しい挑戦が始
まる！」清々しい、そしてわくわくする胸の高鳴
りを感じています。
　２年連続の A クラス入りを果たしましたが、

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年の関東の試合では多くの「東京広島県人
会」の方々にスタジアムまで足を運んでいただ

　あけましておめでとうございます。
　広島ドラゴンフライズは、クラブスローガン

「広島に、バスケでつながる風景を。」をかかげ、
昨年10月から始まりました2014 - 2015シーズン

チームにも、個々の選手にも足りないものがた
くさんあります。チームの気合いを入れ直す意
味も込めて、今季のキャッチフレーズに「常昇魂」
を掲げました。この２年間の勢いを失わず、昨
季の悔しさを忘れずに、新たな戦いに挑む決意
でもあります。
　ここという時に勝ち切る心の強さ、真の力を厳
しく求めて、これから自主トレ、春季キャンプ
へと臨んでいきます。幸いに、今カープには全国
のファンという強い味方がいます。特に関東の皆
様には、どの球場でもまるで本拠地マツダスタジ
アムのような大きな声援をいただき、それが若い
チームには大きな勇気になっています。今年も引
き続き熱い声援を、よろしくお願いいたします。

き、チームを後押ししてくださったこと、心よ
り感謝申し上げます。2014シーズンはチームと
してなかなか思うような結果を得られず、さら
に関東では勝利をつかめない悔しい１年となり
ましたが、皆さまの応援が我々の大きな力にな
り、難しい敵地での試合も最後まで戦い抜くこ
とができました。
　新たに臨む 2015シーズンも厳しい戦いが待っ
ていますが、一つでも多くの勝利をつかみ取れ
るようチーム全員で精進して参ります。昨年同
様、関東での試合の際は、ぜひスタジアムまで
お越しいただき、ともに戦ってください。
　最後に、2015年が皆さまにとりまして幸多き
１年となりますよう心からお祈り申し上げます。

より、ナショナルバスケットボールリーグ（NBL）
に参戦しております。新規チームではございま
すが、初年度からのプレーオフ進出がチームの
目標です。ここに向け、厳しい戦いが続きます
が、一戦一戦を大事に戦ってまいります。
　今年に入ってからは東地区のチームとの交流
戦が本格的に始まり、中には首都圏、関東地
方での試合もございます。その際にはぜひ、東
京広島県人会の皆様も会場に足をお運びいただ
き、チームへの応援を何卒よろしくお願いいた
します。

指揮官からの新春メッセージ
広島のプロスポーツ 3 球 団

広島東洋カープ監督　緒方孝市

サンフレッチェ広島監督　森保一

広島ドラゴンフライズヘッドコーチ　佐古賢一

©2014S.FC

※平成27年度東京広島県人会新春パーティに、専属
チアリーディングチーム「FLY GIRLS」が参加し
ます。
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しょう。

【 関東でのサンフレッチェ関連イベント 】
　関東でもサンフレッチェに関連するイベントが意
外と頻繁に行われていることをご存知でしょうか。
　池袋西武百貨店では10年以上前からトーク
ショーが行われており、今年も１月３日に佐藤寿
人選手、千葉和彦選手、野津田岳人選手が参加し
て開催されました。ここだけの話あり、楽しいゲー
ム大会あり、サービス精神旺盛な３人が体を張っ
たパフォーマンスで会場を大いに沸かせました。

　また１月13日には広島ブランドショップ TAU
で森﨑和幸選手・森﨑浩司選手を迎えた「サンフ
レッチェ広島ニューイヤートーク in TAU」が開
催されました。
　森﨑兄弟は昔から東京でのトークショーに参加
しており、関東のサポーターにも馴染みが深い選
手です。
　参加した選手たちは皆、アウェイにいることを
感じさせないくらいたくさんのサポーターが関東
のスタジアムに来てくれることに感謝しています。
　また、佐藤寿人選手からは、昨シーズンの関東
での試合は未勝利（J１リーグ戦とナビスコカップ
合わせて４分け６敗）だったので、今年は多くの
勝利を届けたいとの決意表明もありました。
　今後も随時関連イベントを紹介していきたいと
思います。　　　　　　　　　　　　　（清水茂樹）

　2014年シーズンは積極的な補強をおこないクラ
ブ史上最も充実していたといえる戦力で臨みまし
たが、J１リーグは賞金圏外の８位、ナビスコカッ
プは惜しくも決勝で敗れ、残念ながらタイトル無
しで終わりました。
　そして迎えたこのシーズンオフ。飛び込んで
きたのは昨シーズン10得点の石原直樹選手が浦
和レッズへ移籍、元日本代表の高萩洋次郎選手は
海外挑戦のため退団というニュース。攻撃の要で
あった主力の二人が同時にいなくなってしまうこ
ととなりました。果たして今シーズンはどうなる
のか。不安になる方もいるとは思いますが、結論
としては大きな影響はないのではないかと思って
います。
　その理由として、第一に DF 陣が盤石であるこ
と。昨シーズンのベストイレブンにも選出された
塩谷司選手は日本代表のレギュラー定着を期待さ
れる存在に成長。同じく日本代表経験のある水本
裕貴選手・千葉和彦選手と組む３バックは３シー
ズン目を迎え、熟成された連携は Jリーグ屈指の
安定感を誇ります。
　第二に昨シーズン成
長著しかった若手の活
躍が期待できることで
す。日本代表にも選出
された皆川佑介選手、
U－21代表の主軸であ
る野津田岳人選手、試
合終盤の攻撃の切り札
として起用された浅野
拓磨選手など特に攻撃的な選手がブレイクし、抜
けた選手の穴を補って余りある活躍をすると思っ
ています。ピンチをチャンスに変えられるか、若
い選手の活躍にかかっていると言っても過言では
ありません。
　今年から J１リーグ戦は17試合ずつの２ステー
ジ＋チャンピオンシップ制が導入されます。短い
ステージ制はその時のチームの勢いで結果が左右
されるスリルがあります。若い選手たちが期待通
りに躍動すれば間違いなく勢いがつくはずです。
　リーグ開幕は３月７日土曜日。広島の誇りを胸
に戦う選手たちをしっかりと後押ししていきま

野津田岳人選手　©2014S.FC

トークショーを盛り上げた千葉和彦選手、佐藤寿人選手、野津田岳人選手（左から）。

FJリーグFootball サンフレッチェ『2015年の展望』
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は、煩わしいようですが・・。②古い町並みがその
まま残っているのも都会の人達は、何かホットされ
るようです。③２月末から３月中旬にかけて町中に
お雛様を飾る『町並み雛祭り』があります。昔栄え
た港町なので、立派なお雛様がたくさんありそれが

鞆の浦の良さとは？

　３点あります。①まず “ 景観と人情 ” です。鞆の
浦から見る瀬戸内海はとても綺麗で、海も穏やかで
ゆったりしていて心が和みます。海の色が毎日微妙
に変化するのも面白いです。光が当たると波の表
面がキラキラして心
が躍ります。島々の
景色、仙酔島等まる
で絵巻物を見ている
ようです。鞆の人は
おせっかいな程、人
の面倒見が良いので
す。何かあると、ま
るで自分の事のよう
に心配します。今の
若い人たちにとって

　日本文化研究の第一人者である、ドナルド・キーン
氏が、日本で「一番好きな町はどこですか」と聞か
れ、一度行っただけの港町を挙げた―それが福山
市・鞆の浦。万葉集大友旅人に詠まれ、江戸時代に
は貿易港で栄え「朝鮮通信使」の憧れの地でもあっ
た。鞆の浦で誕生し頼山陽やペリー提督一行に愛飲
され、パリ万博（1867年）にも出品された薬味酒が
ある。それは、350年の歴史を誇る「保命酒」。現在、
醸造元が四軒のみとなったが、餅米と漢方の薬味と
のコラボ＝保命酒を今でも脈々と造り続けている、

（有）入江豊三郎本店・入江孝子社長を取材しました。

第 2 回 （有）入江豊三郎本店 ●取材・写真／津川博光

入江 孝子  社長

創業129年歴史的薬味酒が
新たな健康飲料として復活！！ （有）入江豊三郎本店　会社概要

創業は1886年（明治19 年）「元祖 保命酒」で売
り出して以来、戦時中も含め毎年釜を炊き続けて
129年。現在六代目の女性社長が伝統を守りつつ、
女性目線で新商品の開発に積極的。健康飲料とし
てだけでなく「みりん」を使った新たな食事メニュー
が好評。

【保命酒とは？】
原料は餅米・米麹・アルコール。麹の酵素により
餅米が糖化・液化され甘口の原酒となりその中に
十六種類の植物性薬味（高麗人参、黄精、甘草な
ど）を浸けた後濾過したもの。滋養強壮、冷え症・
寝酒などに良いとリピーターから評判。

常夜燈を望む ひな人形（太田家所蔵）
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古い町並みに溶け込んで、素晴らしい独特の雰囲気
を醸し出しています。

貴社の企業理念をお聞かせ下さい

　企業理念として、「保命酒・味醂を通して皆様の
健康と幸せ作りをお手伝いし、鞆の浦の特産品を育
てることにより、地域の活性化にお役に立つ」こと
を掲げています。そのためには、お客様に美味しく、
そして安全・安心な商品をお届けするために、常に
改善・改良をすること。又それを担う社員が人生の
大事な時期の１／３が会社で働いているとしたら、

“輝ける会社生活”であって欲しいので、その職場
作りに注力しています。

百年企業の秘訣とは？

　気が付いたら100年経っていたということでしょ
うか。１年１年、１日１日を大切に誠実に商いをし
てきた証だと思います。主人が「商い」というのは「飽
きない」から来ていると言ってましたが、本当に１
日１日を丁寧に“飽きずに”やっていく事ではない
でしょうか？『１日１日の小さな積み重ねがとんで
もないところへ行くただ一つの道』。これはイチロー
選手が日米通算４,000本安打達成の時に言った言葉
です。スケールは違いますが心にズシンと来ます。
時間というのは自分の生命であり、１日１日を大切
にすること、それは自分の生命を大事にする事と同
じだと思います。

突然社長になって考えた事とは？

　私の仕事は、主人が社長の時は会社で電話番と
経理くらいでしたので気楽でした。難しい問題は
全て主人に回してましたので（笑）。主人が急逝し
たため、何も考える間もなく私が社長となり、こ
れから重大な判断を全て行う事に不安でした。会
社も“生き物”ですし猶予がありませんでした。
今思えば無我夢中で、兎に角、１日が無事に終わ
る事のみを願っていました。正直言えば、泣いて
いる暇は無かったのです。実際岐路に迷う事もあ
りましたが自分でいろいろな本を読んで勉強し、

「主人だったらどうしたか？」と考えるようにして
います。もし、自分の判断が間違っていたと気づ
いた時は、そこからやり直せば良い、とこの頃は
開き直っています。（笑） 最初、周りからは、「よ
く社長を引き受けたわね～。」とよく言われました
が、今年で社長になって11年になります。やっと
醍醐味がわかりかけて来た気がします。

社長の座右の銘とは？

　「座右の銘」とは、おこがましいですが常に私の
心の中にあることが２つあります。１つは『艱難

（カンナン）、汝を玉にす』という言葉です。苦労は、
人間を磨きます。苦しい事があると自分で気分を
切り替えて行くようにしています。例えば、「この
出来事から学ぶ事は、なんだろう？」とか、「自分
はまだまだ修行が足りないのかな？」と思いながら
やっております。２つ目は『温故知新』という論語
の言葉です。古い物を大事にし、新しい物にも挑戦
していく事と自分流に理解しております。これは先
程の「企業理念」にも繋がることだといつも肝に銘
じています。

社長の趣味は？

　「お能」を３年前からやっています。室町時代
から現代まで脈々と続いているところにも凄く惹
かれますし、それを今の時代にいかに活かして行
くかという点にも興味があります。お腹から声を
出す事も気分転換になります。それから「生け花」
です。お花は生き物ですので、お花からとても元
気を貰えます。

困難に打ち克つためには？

　「困難に打ち克つ事は、自分に打ち克つ事」。常に
第三者の目で自分を見、時には、自分の心の中で自
分を“実況中継”しながらやっております。自分を
客観的に見るように心掛けているつもりですが、難
しいですね。

女性社長のメリットとは？

　現在24名の社員がおります。その内広島支店４
名岡山支店１名で女性は計18名です。私自身主婦

江戸時代の入江豊三郎本店風景
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作ったというのも動機の一つでした。最初は飴の
メーカーも中々応じて貰えず、随分困ったようです
が、やっと希望通りの商品を作ってくれることにな
り、『入江の保命酒のど飴』が誕生しました。今で
はわが社の主力商品の一つになっています。

変えてはいけないものと変えるべきものとは？

　変えてはいけないもの、１つは基本的な保命酒・
味醂の作り方。２つ目は社員を大切にすることで
す。母から良く聞かされました。社員を大切・大
事にする姿勢は社員にも伝わり、当然お客様を大
切・大事にする気持ちになり、それが行動に表れ
ます。変えるべきものは、その時代時代で改善・
改良をし、より時代にマッチした商品に変えてい
くことです。

これからめざすビジョンとは？

　事業の拡大のため工場移転など設備投資を検討し
ましたが、麹が命であり、新工場で同じ味の物が出
来るか不安なため決断ができないまま今日に至って
おります。しかし多くの人に提供することも考えて
いますので、味を落とさず福山市だけではなく広島
市などのマーケットへの販売をどう増やすか、みん
なで知恵を出しあっております。ともかく、350年
の歴史ある「保命酒」という健康酒を皆様に知って
もらうことです。

保命酒商品4点セットを
抽選で10名様にプレゼント！
くわしくは本紙19ページをご覧ください。

入江豊三郎本店の十六味保命酒は、インターネットでもお求めいただけます。 http://www.iriehonten.jp

業をしながらでしたので、子供を持つ親の気持ちは
わかります。参観日等の学校行事や子供の急な病気
にも毎日の朝礼で臨機応変に業務をシフトしていま
す。女性が多い職場のため女性目線だから出来るこ
とかも知れません。商品開発等いろいろな所にも主
婦の目線は大切です。デメリットと言えば「女性社
長ですか？」と聞かれる時には抵抗を感じますが、
この頃は慣れて「何が悪いの？」と思います。（笑） 

「女性の地位が低い事だからと思っておりましたが、
これは自分の仕事に対する姿勢が甘かったからだと
今は思っています。

新商品「保命酒のど飴」開発の裏話は？

　「保命酒のど飴」は、主人（先代社長）のアイデ
アです。ヘビースモーカーだったのですが、体のた
めにタバコをやめ、口が寂しく飴ばかり舐めていま
した。それで「うちで保命酒の入った飴を作れない
か？」と思い立ったようです。又わが社は、味醂（ミ
リン）の醸造元でもあり、いつも味醂を買って下さ
るお客様へのプレゼントをわが社らしい物をと考え

対潮楼「日東第一景勝」（福禅寺）

保命酒に入っている薬味

鞆の浦の町並み
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ひろしま応援寄附金
「広島県を応援したい」。そんな声にお応えするため、

広島県のふるさと納税は『ひろしま応援寄附金』にリニューアルしました。

◎東京オリンピックを目指すジュニア選手を
　強化する取組みの推進

東京オリンピック・パラリンピックを見据えた
ジュニア層の競技力向上に向けた取組みの推進に
活用します。

◎減災に向けた取組みの推進
県民が安心して暮らすことのできる災害に強い広
島県を目指します。

また、従来からの子ども・子育て支援も応援してく
ださい！

リニューアル 1
寄附の使い道が選べます

下記２つのホームページから、クレジットカードで
の寄附申込ができます。

リニューアル 2
クレジットカードで寄附できます

◎「ふるさとチョイス」ＨＰ　

インターネットで、かんたん申込み！

◎広島県ＨＰ「ひろしま応援寄附金サイト」

2014年12月～2015年３月末までに１万円
以上寄附された方の中から抽選
で、サンフレッチェのチーム集
合写真（選手サイン入り）をプ
レゼントします。詳しくは広島
県総務局税務課へお問い合わせ
ください！

♪♪リニューアルキャンペーン中♪♪
【 お問い合わせ先 】
　ひろしま応援寄附金について詳しく知りたい、郵
便局や金融機関から寄附をしたいときは以下へご連
絡ください。
広島県総務局税務課
電話番号：082-513-2327
ＦＡＸ　：082-222-1041
e-mail　：souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp
もしくは広島県ＨＰをご覧ください。

　ひろしま応援寄附金で寄附をして、
受領証とともに確定申告をすると、所
得税と個人住民税の軽減が受けられま
す。軽減には上限があります。
　個人住民税の軽減について、詳しく
は広島県税務課かお住まいの市区町村
へお問い合わせください。

個人住民税の軽減について
（ふるさと納税制度）

給与収入500万円で夫婦・子２人（小学生１人・高校生１人）
寄附金２万円のモデルケース

所得税の税率10％　　住民税（所得割額）244,00円

H49年寄附分まで、復興特別所得税の課税が影響するので、実際の控除額と異なる場合があります。

2,000円
（控除対象外）

住民税の控除　16,200円所得税

所得控除
1,800円
（10％）

基本控除額
1,800円
（10％）

特例控除額
（所得割額の１割が上限）

14,400円

寄附金控除対象　18,000円

寄附金　20,000円

広島県税の
イメージキャラクター、
タッ君
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　日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会が主催す
る「2014-15 日本カー・オブ・ザ・イヤー」の選考
結果が10月13日に公表され、新型「デミオ」が同
賞を受賞しました。
　マツダ車による同賞受賞は、2012 年の「マツダ 
CX-5」以来、２年ぶり５回目となります。
　新型「デミオ」は、「マツダ CX-5」から続く、
マツダの新世代技術「SKYACTIV（スカイアク
ティブ）技術」と新デザインテーマ「魂動（こどう）
-Soul of Motion」を全面的に採用した新世代商品
の第４弾です。“クラス概念を打ち破る新世代コン
パクト”という志のもと、理想的なドライビングポ
ジションやペダル配置、安全優先のヒューマン・マ
シン・インターフェィス（HMI）、質感が高く精緻
な内外装、2.5Lガソリンエンジン並みの最大トル
クと優れた燃費性能を併せ持つ新開発の小排気量
クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.5」
など、あらゆる領域の品質・技術を徹底的に見直し、

「CX-5」以降の新世代商品で一貫して培ってきた新
しいマツダの技術やデザインの考え方のすべてをコ
ンパクトなボディに凝縮させました。

　受賞理由として、『国産コ
ンパクトカーの常識を打ち破
るデザインとクオリティ、そしてテクノロジーを
リーズナブルな価格で実現したこと。低燃費技術を
追求するなかで、新しい選択肢として小型クリーン
ディーゼルを採用する一方、MT モデルをリリー
スするなど多彩なニーズに配慮している点も好印象
で、軽快なフットワークと相まってクルマの楽しさ
を再認識させてくれた。独自の魅力にあふれ、日本
から世界に向けてアピールできる実力を持ったコン
パクトカーである。』と、光栄なコメントをいただ
きました。　　　　　（マツダ株式会社 東京総務室）

A受　賞Award
マツダ  新型「デミオ」が

「日本カー・オブ・ザ・イヤー」受賞

カー・オブ・ザ・イヤー受賞「新型デミオ」

　広島が誇るソウルフード、お好み焼き。関東でも
おいしいお店が増えてきましたが、県人会カードで
優待が受けられるって知っていましたか？

　新しく使えるようになったお店も
記載しておりますので、ぜひこの機
会に県人会カードをオトクに使ってみてください。

S会員特典Service 県人会カードが使えるお好み焼き店

A：飲食代金10%割引、B：飲食代金8%割引、C：ワンドリンクサービス、D：その他一品サービス　   　　  （協力・広島市東京事務所）

所　在　地
新宿区西新宿 7-22-34 新宿東海ビル 101A
文京区後楽 1-1-15 B1F
浦安市北栄 2-7-1 森田マンション 1F 北側
町田市原町田 6-11-13 ホンタマビル地下 1F
新宿区高田馬場 1-26-5 FI ビル B1
中央区銀座 1 丁目 6-10 広島ブランドショップ TAU 2F
港区新橋 4-10-7 1F
港区浜松町 2-6-2 藤和浜松町ビル 107A
杉並区上高井戸 1-8-19
荒川区町屋一丁目 2 番 1 号
世田谷区松原 2-42-5
豊島区高田 3-11-18 TTA ビル 2F
中野区中野 5-56-10 村井ビル 2F
渋谷区恵比寿南 1-7-8 ニューライフ 2F

店　舗　名
ぶち旨屋（ブチウマヤ）
広島お好み焼き おっこん
広島お好み焼＋鉄板焼 じゅん平 浦安本店
ひろしま鉄ちゃん
広島お好み焼き・鉄板焼き 倉はし
広島お好み焼き 三匠
広島焼 HIDE 坊 新橋店
廣島お好み焼き 僕ん家
広島お好み焼き 伊豆川
広島てっぱんの店 ひな
とんぼ家
高田馬場 れもん屋
広島お好み焼き＆創作鉄板 Dining K
鉄板焼 広島お好み焼ぶち恵比寿本店

電 話 番 号
03-3364-0807
03-3814-4432
047-354-4535
042-721-8228
03-3208-3600
050-3774-4402
03-3437-6608
03-3436-5577
03-5317-2169
03-3810-1150
03-5376-3970
03-3209-9617
03-3388-5085
050-5799-0258

優　待

A

B

C

D

【 優待内容 】
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ルドとして大きな可能
性を秘めています。
　広島暮らしの良さを
もっと知ってもらいた
い、そして新たな時代を切り開く仲間になってもら
いたい、そんな気持ちでご相談をお受けしていま
す。皆様はもちろん、広島への移住をお考えの方が
おられましたら、ぜひ『ひろしま暮らしサポートセ
ンター』をご紹介ください。「ひろしまライフスタ
イリスト」が、丁寧に対応させていただきますよ！

ひろしま暮らしサポートセンター
住所：千代田区有楽町 2-10-1

東京交通会館（JR 有楽町駅から徒歩約１分）
電話：03-6273-4401（代表）

080-5873-3296（直通）
メール：chisouzou@pref.hiroshima.lg.jp

　広島のコンシェルジェとして観光相談員を配置し
ています！
　広島ブランドショップTAU２階の観光情報コー
ナーに、広島の観光等のお問い合わせに対応する広
島のコンシェルジェとして観光相談員を配置してい
ます。
　初めて広島に行く方はもちろんのこと、広島のご
出身の方や何度か広島を訪れたことのある方も、新
しい広島の魅力が見つかるかも知れません。どうぞ
お気軽にご相談ください。観光相談員が、思い出深
い広島旅行のお手伝いをさせ
ていただきます。
　また、広島県内の観光パン
フレットも充実していますの
で、是非、広島ブランドショッ
プ TAU２階観光情報コー
ナーにお越しください。

◆勤 務 時 間：TAU営業日の12時～17時
◆観光相談員：赤沼登志子さん、竹岡志織さん

　（どちらか 1 人が勤務しています。）

　広島県では、首都圏からのUIターンに関する相
談窓口を、ふるさと回帰支援センター（東京交通会
館：有楽町）に設置しました。
　こちらのセンターは、全国の移住情報発信基地と
なっていますが、ここに常駐している「ひろしまラ
イフスタイリスト」（県庁地域力創造課職員）が、広
島への移住・定住に向けたサポートを行っています。

「広島はどんな気候なのか」「どんな暮らしができる
のか」など、様々な疑問に丁寧に応じることで、移
住に関する不安を払しょくできるよう、県内の市町
や関係団体と連携しながら対応させていただいてい
ます。
　中四国地方随一上質な都市環境と、そこから約１
時間ほどの圏域にある、人に寄り添い人を育む海・山・
川の自然。広島県には、日々の豊かな生活を支える様々
な要素が、コンパクトにバランス良く満ちていて、
それはまさに「奇跡の黄金比率」。新しい挑戦のフィー

広島ブランドショップＴＡＵからの
お知らせ

“ ひろしま暮らし ” について、
東京でご相談に応じます

相談員の平野さん

広島第２の都市で数々の映画のロケ地にもなった福山
市から、人気のお菓子や水産加工品など、福山を代表
する産品を取り揃えます。

◇ 因島観光物産展　2/28（土）～ 3/1（日）

◇ 福山観光物産フェア　3/7（土）～ 8（日）

◇ 第 8 回春の酒まつり　3/13（金）～15（日）

TAU イベント情報のお知らせ

酒まつり

瀬戸内海に浮かぶ「水軍と花とフルーツの島」広島県
尾道市因島から、旬の柑橘やその加工品など瀬戸内因
島の人気の特産品を取り揃えます。

銀座一丁目にある７県のふ
るさとショップによる恒例
の利き酒イベントを開催し
ます。各県自慢の銘酒を１
杯ずつスタンプラリーをし
ながら飲み歩きできます。

◆連絡先（観光相談員専用）
　電話：080-3879-1846
　メール：tauhiroshima.34@gmail.com

観光相談員の赤沼登志子さん
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R同好会Report 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

きき酒同好会

世話人／藤瀬活子

世話人／今田昇三

無心になって粘土と遊び、うつわを作る！
そして、良きお仲間との語らい。
　日本の代表的な文化のひとつ“やきもの”に触れ
てみようと、年６回、「テーマ」を設けて作陶会を
催しています。本年９月の作陶会は「お皿に彩色を
施す」と共に、「電動ロクロ」にもチャレンジしま
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２月下旬を予定しています。県人会のホーム
ページでも告知いたしますので、ご参加頂きますよ
うお願い申し上げます。

　わたし達広島県人会のテニス仲間は、12月12日
（金）今年最後のテニスと忘年会をしました。当日は、
前日雨が降ったのでコートの状態は良好で風もなく
絶好のテニス日和でした。それぞれの参加者がテニ
スに強い思いがあり、ライフワークになっています。
　最年長の先輩から「元気で長生きしているのは、
一日に10000歩歩く、1000字読む、100字書く、10
人とはなす、一日一善を毎日実行している」という

　12月13日（土曜）早朝、総勢17名で群馬県川場村
にある「誉国光」の蔵元土田酒造さんの酒蔵見学を
しました。
　普段ではなかなか見せてもらえない日本酒発酵中
のタンクの中、はたまたそのお酒になる途中の液体

貴重なお話がありました。実行することはたいへん
ですが、心がけたいです。
　これからも元気
でテニスを楽しむ
良い仲間を大切に
したいと思ってい
ます。  （箕浦靖子）

を試飲させて頂きました。そして傍らでは蔵人さん
たちがストップウオッチ片手に洗米をしている様子
を見学し、遠くからではありますが麹室も見せて頂
きました。もちろんその後に日本酒試飲の場もあり、
日本酒オタクには最高の日でありました。

　茅葺きの落ち着いた感じのお食
事処、悠湯里庵で美味しい昼食を
頂き、大満足のうちに帰宅の途に
着きました。
　今回の企画準備をされた幹事の
皆様、ありがとうございました。

（好澤一穂）

神楽坂・結華楼にてのテニス部大忘年会（撮影：橘高淑夫）

作陶風景と出来上がった作品
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　青年部の活動をご報告させていただきます。春か
ら延期していたソフトボール大会（夢の島野球場）
開催することができました。今回は過去最高の９
チームが参加しました（初参加は㈱ダイクレさん）。
開催目的はあくまでも交流ではありますが、いざ試
合となれば真剣勝
負になります。
　今回は、広島県・
広島市東京事務所
合同チームが優勝
し、準優勝は中国
新聞さん、青年部
は前年に続き３位

青年部だよりR青年部Report

　第39回東京広島県人会ゴルフクラブ（大竹杯）例
会が 10月９日（木）天候に恵まれ飯能グリーンカン
トリークラブで参加者40名で開催。優勝は亀井勲三

ゴルフクラブ 世話人／竹本直

さんでした。いつも協賛品を各方面からいただき感
謝しております。次回は５月20日（水）京葉カント
リークラブで開催予定です。奮ってご参加ください。

　平成26年11月８日（土）、第65回総会が港区南青
山のNHK青山荘で開催された。広島から吉田雅一
同窓会長の他、同窓である現在の板倉宏治校長など
７名の先生方も出席し、参加者は幅広い世代の80
名余り。福元憲治東京支部代表の挨拶の後、板倉校
長が、「自主自立」「継続は力なり」の精神で、生徒
は伸びやかな学生生活を送っていて、今年京都大学
17名など国公立大学286名の進学実績を挙げたと報
告。またクラブ活動でも山岳部女子が全国大会で準
優勝した他、多くのクラブが全国大会で活躍したと
補足した。続いて旧制広島市立中学の 1 回生が乾杯

の発声をして会が始ま
り、会場のあちこちで
歓談の輪が出来た。
　この間ステージでは
創造表現コースの OG
が制作した、参加者全
員がどこかに登場する、

各世代の高校生活を振
り返る DVD が上映さ
れ、参加者から歓声が
上がった。またこのコースの元指導教員で、光風会の
画家、高山博子氏が自らの個展をアピール。さらに
広島の武家茶道、上田宗箇流東京霞社中の同窓生か
ら、同流が特別協力をしている「没後400年古田織
部展」の紹介が行われ、チケットもプレゼントされた。
　この他、この夏の大きな惨事となった広島市の土
砂災害についてスピーチをした人が相次いだ。同窓
生の松井広島市長を励まし、微力ながら協力しよう
と義援金箱が置かれ、暖かい志が寄せられた。最後
に全員で校歌を斉唱して、学生時代を懐かしみな

がら、お開きとなった。「平成27
年の同窓会は11月12日（土）、何
時ものNHK青山荘で！」を合言
葉に、参会者は名残を惜しみな
がら家路についた。　 （緒方静子）

R同窓会Report
広島市立基町高校同窓会

（東京支部）

板倉宏治校長

でした。３位決定戦では、初めて試みるタイブレー
ク戦でした。いつも以上に緊張感が増しましたが
何とか青年部が勝ち３位を死守しました。
　最近は青年部のイベントに 20歳代の参加率が少
しずつ高くなり活気もでてきました。
　今年も多数のイベントを計画しています。初めて
の方も是非、イベントに参加していただければと思
います。　　　　　　　　　　　　　　 （片島年規）
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　当県人会大竹会長が、歴史と権威ある第71回中
国文化賞（中国新聞社主催）を受賞された。これは
文化の向上に大きく貢献した中国地方ゆかりの個
人、団体に対し、業績をたたえ、広く社会に公表す

るもので、受賞理由は①日本で初めてがん保険を発
表したアフラック日本社を創業され、国内有数の大
企業に育てた。②故郷の庄原市で若い世代を育成す
る塾を始め、その後西日本に広がる「きらめき未来
塾」に発展させた。③現在東京広島県人会会長とし
て広島と中央の橋渡しに取り組み故郷広島の活性に
尽力されていること。
　大竹会長は「受賞を励みに今後も教育分野などで
社会に尽し、若い人が力を思い切り発揮するための
お手伝いを続け、東京広島県人会を広島の魅力を発
信する日本一の応援団にしたい」と意気込みを熱く
語られた。　　　　　　　　　　　　　 （重本ゆり）

A受　賞Award 大竹美喜会長「中国文化賞」受賞

写真提供／
中国新聞社

　第65回全国高校駅伝（男子）で、世羅高校が 3 年ぶり、大会最多に並ぶ 8 回目の優勝を果た
しました。また、第91回箱根駅伝では、世羅高出身の原晋監督が率いる青山学院大学が、初の
総合優勝を成し遂げました。おめでとうございます。

　11月29日、広島ブランドショップTAUにて第
２回全国広島県人会幹事長会議が開催されました。
北海道・中部・近畿・京都・東京広島県人会の会長、
副会長、幹事長などの世話人と広島県東京事務所所
長、広島県産業労働部長、オブザーバーとして中国
新聞社東京支社長他総勢15名が参加して活発な情
報交換がおこなわれました。
　各地で広島を元気に応援する活動が行われており
ますが、会員の高齢化に伴う会員の減少などは各県人
会共通の問題点のようでした。今後も定期的に交流
会を開き、お互いの現状や議題について情報交換す

るとともに、よりよい組織をめざして連携し、協力し
合うことを参加者全員で確認されました。（重本ゆり）

R交流会Report 第２回全国広島県人会 幹事長会議

全国広島県人会世話人の皆様

藍綬褒章（自動車運送事業功績）
小丸成洋 様［現福山通運株式会社社長］

旭日小綬章（産業振興功労）
熊平雅人 様［現日本セーフ・ファニチュア

協同組合連合会会長］

謹んでお喜び申し上げます。A受　章Award 秋の叙勲・褒章

祝 優 勝 ！
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　こどもの頃から熱烈なカープファンだった。広島
県営球場にせっせと通い“樽募金”に汗まみれの小
銭を投げ込んで、「どうぞ、カープが強くなります
ように」と祈ったものだ。大人になると新聞記者に
なって初任地が広島支局勤務、カープ担当で広島市
民球場へ通った。
　そんなカープとの因縁で人後に落ちぬ鯉ファンな
のに、なぜかカープには厳しく接してきたように思
う。強くなれ、勝ってくれ――というファン心理が
筆を鞭にした。
　「緒方丸」の船出を占うにもその筆先は変わらな
い。新監督は「守りと機動力」の継承を謳っている。
当然だ。基盤となる投手陣がバリントン、ミコライ
オが抜けて不安があったが、年末に思わぬ朗報が飛
び込んできた。ヤンキースの黒田博樹が８年ぶりに
復帰するという。勝ち星もさることながら精神的支
柱ができたのが大きい。最後の花を古巣で咲かせ
てほしい。ほかにジョンソン（30＝ツインズなど）、
ザガースキー（31＝フィリーズなど）、デヘスス（26
＝四国アイランドリーグ）の左腕３投手を獲った。
ジョンソンは先発だが、あとの２人は中継、セット
アッパータイプ。どこまで期待できるか、外国人選
手の力量評価には時間がかかる。
　若手の先発投手も出てきて欲しい。実績を積んだ
中田廉や大瀬良大地に続く福井優也、今村猛、九里

亜蓮らが一本立ちしないと苦しい。それに７勝８敗
と負け越した野村祐輔の奮起を待ちたい。前半の失
点が多く制球が身上の投手なのに不用意な投球が目
につく。
　攻撃陣では機動力は申し分がないのだが打線の中
軸の構成が課題だろう。キラは退団したがエルド
レッドは残った。彼の一発は魅力的で確かに昨年の
快進撃の起爆剤の一因をつくった。２割６厘は不満
でも37本塁打はセ・リーグのキング、104打点は同
２位、数字的には評価できるのだが、あの空振りの
多さは如何なものか。優勝が懸かる後半戦は４番打
者の資質に欠けた。メジャーで25本塁打している
新加入のヘスス・グスマン（30＝内野手、右投げ、
右打ち、アストロズ）にその座を奪われるかも。新
婚の堂林も勝負の年だ。野村前監督が根気よくチャ
ンスを与えた成果が出ていない。復帰した新井貴浩
らとの競争になる。　
　もうひとつ避けて通れない課題がある。セ、パ交
流戦をいかに乗り切るかだ。毎年負け越して昨年は
９勝15敗ともたつき優勝を逃す一因になった。パの
チームをもっと研究する必要があるのではないか。
　何かと注文が多いが、24年ぶりの優勝は幾つも
のハードルを乗り越えなくては叶わない。観客動員
数も増えてアウエーの球場も三塁側の赤い色が目立
つ。熱いファンは緒方丸に大きな期待を寄せている。

特別
寄稿 緒方丸の船出！

スポーツライター、東京プロ野球記者ＯＢクラブ会長／岡田 忠

応募方法
官製ハガキに、「氏名・住所・電話番号・保命酒」をご記入の上、下記まで
お送りください。
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-2-8  虎ノ門琴平タワー 22F
東京広島県人会事務局「ニュース50号プレゼント」係
応募締切／ 2015年３月31日（当日消印有効）
※厳正なる抽選の上、プレゼントの発送をもって当選者の発表に代えさせ

ていただきます。
※ご応募者の個人情報は、プレゼントの発送目的以外では一切使用いたし

ません。

ハガキで当たる！  読者限定、スペシャルプレゼント
保命酒商品4点セット  10名様

保命酒の花（味醂粕）／保命酒／
鞆の浦サイダー／保命酒のど飴（ ）
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東京広島県人会ニュース　第50号

第16巻　第3号　平成27 年（2015年）1 月29日発行

編 集 人／重本ゆり

編集委員／津川博光、漆谷憲康、緒方静子、

好澤一穂、清水茂樹

印　刷／㈱文化社

発行人／住川雅洋

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

編

集

後

記

▼新年明けましておめでとうございます。県人会ニュースが記念すべき50号という節目
を迎えるにあたり、新見元幹事長と住川幹事長のインタビューを掲載しました。歴代
の会長や幹事の皆様のいろいろな御苦労の末、今日の県人会組織が確立された経
緯がよくわかり頭が下がる思いです。

▼２回目の連載「百年企業に学ぶ」で取り上げた㈲入江豊三郎本店の入江孝子社長
の座右の銘「温故知新」“古いものを大事に新しい物に挑戦していく”ことは、年
初めに一般社団法人となった東京広島県人会の新しい幕開けにふさわしい言葉では
ないでしょうか？

▼カープの2015年キャッチフレーズは「常昇魂　Red Rising」。さらなる高みへ新時代
の到来を告げています。「黒田投手８年ぶりの広島復帰」そのあっぱれな男気に感動
しました。「熱血カープ女子」としては24年ぶりの優勝にむけてエールを送り続けます。

▼今年の干支は未年。“未”はまだ熟しきらない成長途上を表して
いるといわれます。東京広島県人会ニュースも良き伝統を受け
継ぎ、新しいことにチャレンジしながら会員の皆さまと地元広島の
かけ橋となれるよう紙面の充実を目指して参ります。（重本ゆり）

　新年おめでとうございます。今年も県人会会員の皆
様にお役にたてるホームページを目指して精進してまい
りますので、よろしくお願い致します。ホームページが
県人会コミュニティの中核になればと願っております。
　ぜひ県人会のホームページにもアクセスして下さい。

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。
●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

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

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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