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2015年東京広島県人会総会&新春懇親パーティー
東京ドームホテルにて盛大に開催！

１月２９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、首都圏の県内
出身者約１２００名が参加しまし
た。大竹美喜会長は201４年を振
り返り、昨年８月の広島市の土砂災
害に触れ、「今年は本当に良い年に
なってほしい」と挨拶、そして今年
から県人会が一般社団法人化した
事の報告がありました。続いて湯
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。湯﨑知事は、地元スポーツ
界、広島県経済の好調ぶりを紹介
され、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、未来に向けての存続と発展を

ともに誓いました。続く懇親パー
ティーでは、カープの緒方孝市監
督が若手の成長と黒田博樹投手
のカープ復帰により「地元の盛り
上がりを加速させるような開幕ス
タートを切り、リーグ優勝、日本一
を目指します」と宣言。会場からは
「期待しとるでぇ」と広島弁の声援
と拍手が沸き起こりました。注目の

アトラクションでは、広島ドラゴンフ
ライズフライガールズによるチア
リーディングパフォーマンス、お笑い
芸人・ヴェートーベンによる笑いの
パフォーマンス、歌手・石井安奈さ
んのカープ応援歌「がんばるけん」、
森本ケンタさんの弾き語りによる
「向日葵」「ロミオ」と楽しい時間は
あっという間に過ぎて行きました。

大竹美喜会長 湯﨑英彦広島県知事

広島ドラゴンフライズフライガールズ

お笑い芸人ヴェートーベン 森本ケンタさん 石井杏奈さん

林正夫広島県議会議長 松尾康二副会長 三浦惺副会長

Report

山口良一さん
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さらに舞台では、各界から大勢の
方々にご登壇をいただきました。青
山学院大学体育会陸上競技部・原
晋監督、世羅高校陸上部・岩本真
弥監督、女優・東ちづるさん、高田
川親方(元安芸乃島)、タレント・山
口良一さん等など。
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、くれ海軍カレー、尾
道ラーメン、福山のうずみごはん、
広島菜漬、広島みかん等など。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。
（好澤 一穂）

広島東洋カープ
緒方孝市監督

青山学院大学 体育会陸上競技部
原晋監督

青山商事(株)、アサヒビール(株)、(株)アサムラサキ、アメリカンファミリー生命保険会社、(株)アンデルセン・パン生活文化研究所、
(有)石野水産、五日市商工会、(株)一休園、(有)入江豊三郎本店、上田昆布(株)、上田流和風堂(上田宗箇流)、ウォーターポイント(株)、
ウラベ水産加工、(株)エディオン、(株)大崎水産、㈱御菓子所高木、オタフクソース(株)、尾道のりこ家、(株) 飯酔心 東京店、
カルビー(株)、川中醤油(株)、郷心会連合会、キリンビールマーケティング(株)、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、
サッポロホールディングス(株)、サッポロビール(株)、サントリー酒類(株)、サンフーズ㈱、(株)サンフレッチェ広島、JA全農ひろしま、
ＪＵＫＩ(株)、下田セントラルホテル、新庄みそ(株)、(株)スグル食品、世羅町観光協会、世羅町商工会、(株)善吉、大和重工(株)、
中国醸造(株)、中国電力(株)東京支社、(株)中電工 東京本部、天光堂(有)、(有)天明堂、東映(株)、(株)東京ドーム、東京ロイヤルホテル、
巴屋清信(有)、(株)にしき堂、西日本旅客鉄道(株)、ニッカウヰスキー(株)、㈱ノサックス、広島県酒造組合、広島県商工会連合会、
(公社)広島交響楽協会、(株)広島東洋カープ、広島東洋カープ選手会、(株)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、(株)藤い屋、(株)フジタ、文化シヤッター(株)、(株)平安堂梅坪、(株)ホテルグランヴィア広島、(株)ますやみそ、
マツダ(株)、(有)マルイチ商店、三島食品㈱、三菱電機ビルテクノサービス(株)、蜜屋本舗(株)、(株)やまだ屋、(株)山豊、
(株)リーガロイヤルホテル東京、リョービ(株)　［広島県酒造組合関係］㈱原本店、㈱小泉本店、津田酒造㈱、八幡川酒造㈱、
中国醸造㈱、㈱三宅本店、中野光次郎本店、㈲白天龍酒造場、宝剣酒造㈱、江田島銘醸㈱、榎酒造㈱、(名)梅田酒造場、旭鳳酒造㈱ 、
久保田酒造㈱、安佐酒造㈱、小野酒造㈱、賀茂鶴酒造㈱、福美人酒造㈱、白牡丹酒造㈱、亀齢酒造㈱、賀茂泉酒造㈱、山陽鶴酒造㈱、
金光酒造合資会社、向原酒造㈱、竹鶴酒造㈱、藤井酒造㈱、中尾醸造㈱、柄酒造㈱、㈱酔心山根本店、㈱吉源酒造場、花酔酒造㈱、
美和桜酒造㈲、山岡酒造㈱、比婆美人酒造㈱、生熊酒造㈱ ［市町］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

世羅高校陸上部
岩本真弥監督

高田川親方広島ドラゴンフライズ
佐古賢一監督

御協賛各位 ご協力ありがとうございました（敬称略・順不同）
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創業143年、
日本人の健康維持に貢献。
「府中みそ」を世界ブランドへ
取材・文・撮影=津川博光

金光味噌株式会社第3 回

古くから『味噌汁は医者殺し・不老
長寿の薬』などと言われ、１，３００年
以上にもわたって日本人の食の基
本とされてきた「味噌」。平均寿命
が３７～８歳だった江戸時代に75歳
の長寿を保った徳川家康が、毎日味
噌汁を欠かさなかったことはあまり
に有名。近年「味噌」が、健康食品
として見直され、「ザ・ブック・オブ・ミ
ソ」（著者：ウイリアム・シャートレフ
氏）によりアメリカでも味噌ブームが
巻き起こり、今や世界的にも注目さ
れています。自然に恵まれた府中の
地で誕生した「白みそ」を江戸時代
中期、福山藩主水野公が惚れ込み、
参勤交代の道筋の諸大名に贈呈し
たところ諸大名は賞賛し、競って府
中みそを注文。「府中にみそあり」
と京都・讃岐にならび三大産地とう
たわれるまでになりました。今回は、
「府中みそ」ブランドの伝統を受け
継ぎ、半世紀前から海外に輸出す
るなどグローバル企業として発展し
ている金光味噌㈱の金光邦彦会長
と息子さんの金光康一社長に取材
しました。

創業1872年（明治５年）、
143年間「府中みそ」の
伝統と技法を継承。
「白みそ」に端を発して、
米こうじを巧みに使用し
甘口で美味しい「みそ」を
生産。早くから有機味噌
の製造を手掛けており、
国際有機認定をいち早く
取得。ＪＡＳ認定工場で
もあり自然食品ルートに
も供給している。国外で
の自然食や日本食ブーム
とあいまって1960年代
から海外に進出。「みそ
は健康の基」という信念
で広島・府中から世界各
国にファンを着実に増や
している。

会社概要

金光康一社長 金光邦彦会長

「味噌」の原料となる大豆は良質
のたんぱく質を豊富に含み、大豆
を発酵することにより、さらにアミ
ノ酸やビタミンなどが多量に生成
され、栄養的に優れた「味噌」に変
身。現在の研究から「味噌」の効用

として①健康な食生活に欠かせな
い。②日本人の長寿を支えてきた。
③塩単独摂取より味噌による食塩
摂取は血圧上昇になりにくい。④が
んになるリスク軽減（胃がん、乳が
ん）。⑤放射線被害の減少効果・・・
など科学的に証明されつつある。

味噌の効用

広島県 府中市

！

機械いじり。車レースなど。
パソコン。
父親のDNAでしょうか？

機械いじりや新しいもの好き。
パソコン、NEC・TK80の手作り。
海外旅行と里山ウォーキング。

趣　
味
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昔からアメリカで自然食品の団体
との付き合いがありそこから1980
年頃“有機味噌”を作って欲しいと
の話が舞い込んだのが試作の始ま
りです。当時の日本は“有機”モノ造
りの発想がなかった時代ですので
「何それ？」という感じでした（笑）。
アメリカへ有機味噌を輸出するた
めには認証を受けるなど諸手続き
が必要でしたが、全てその団体が
やってくれたのでラッキーでした。
1984年アメリカで認証を受けた後、

昔は60万トンの生産量が現在は40万
トンと日本では減少しています。一方
海外での需要が伸びており、現在はア
メリカからヨーロッパで自然食品ブー
ムと相まって受注が増えています。

ヨーロッパでも日本食が脚光を
浴び輸出が拡大し、今では毎年アメ
リカだけでなくユダヤのKOSHER
認証も取得し味噌を世界に紹介し
ています。

当時はスーパー形式の小売店が始
まった時代でした。味噌製品の量
販を目指しましたが、価格競争が
激化したため挫折して、高付加価
値路線に切り替えてきました。海
外でも同様の問題は予想されます
が、当社は商社を介さず直接輸出
できる独自ルートを構築していま
すし、アジア圏など開拓するマー
ケットは世界に無数にありますの
でさほど心配していません。

府中市の魅力とは？

早くから海外へ進出されて
いますがその理由は？

味噌の需要は日本と
世界ではどうなのでしょうか？

企業理念を
お聞かせください

会社の特徴・強みとは？　　

百年企業の秘訣とは？

信用第一であると考えています。信
用を維持するにはあらゆることが関
わってきます。品質、評判、顧客との
関係、社員の信用、地域への関わ
り、などなど。また、顧客、仕入先、当
社の『三方良し』であるべきと考えて
きました。

ない。これは味噌の塩分が発酵熟
成の過程で何らかの物質に結合
している可能性があり、純食塩
（ＮaCｌ）としては存在せず、異な
る作用をしているのではないか」
（自然食ニュースNO．４８９）と
主張されています。味噌汁を1日に
3回飲んでも塩分は約３ｇですし、
逆に発酵食品であるため健康効
果に寄与しているのではないで
しょうか。

秘訣は特にありませんが、心がけて
きたことが３点あります。①まず、
続けるという意志。すべての根源は
これにあると思います。これさえあ
れば、目先にとらわれず、前向きに
全てを運ぶ事ができます。②社会
の変化に応じて変革する柔軟性
と、その変化を読み取る広い目。そ
して好奇心。③自分だけ良ければ
という利己主義はとらないこと。

「味噌博士」で知られる広島大学
名誉教授の渡邊敦光先生が「ラッ
トの実験で高塩分がリスクになる
胃がん、高血圧、脳卒中などで味
噌は有効、もしくは悪影響を与え

府中という地域に根ざした味は
当然ですが、安定した味の確保、
有 機味 噌の早くからの生 産
（1980年）、海外への本格的輸出
（1970年代）が会社の特徴だと
思います。また「少量高品質みそ」
の製造を手掛けながら、機械設
備等の自前修繕などの知識を活
かし、継続的な生産が出来る体
制が強みではないでしょうか。

独立の気概ある地域だと思います。
モノ造りの気質があります。

日本一の石灯籠

三郎の滝

心のふる里 恋しき

少量高品質みその製造に
こだわる理由とは？

味噌は塩分が多いという
イメージがありますが？
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５つの危機があったと思います。①
戦前戦後の原料入手困難、②1966
年の出口工場火災、③ドルショック
による為替レート１＄360円からの
急激な円高で輸出がピンチ。④スー
パー台頭による従来の流通変化・
需要の減退・地方卸問屋・小売店の
消滅⑤努力して乗りかけていた大
型店相手流通からの脱却で小規模
高付加価値味噌への転換です。

企業がさらに発展する
ために必要なことは
何でしょうか？

過去、会社に起きた
重大な危機や転機を
挙げるとしたら？

変えてはいけないことと
変えるべきこととは？

社員育成のポイントは？
また従業員への配慮は？

会社が今取り組んでいる
重要なポイントは？

これからめざすビジョンとは？

東京広島県人会への期待とは？

変えてはいけないことは、人の健康
生活に貢献できる食品メーカーと
して安心、安全のための努力は続け
ることです。また変えるべきことは
歴史に裏打ちされた製法を尊重し
ながらも、それを踏まえた上での技
術革新は積極的にやるべきだと
思っています。

繰り返しになりますが①味噌加工
品による高付加価値製品の開発、
②海外取引の増加、③「金光ブラン
ドを海外に！」です。その根底には
「会社の存続は社会に必要とされ
ていることが前提」と考えて地域、
社会に臨んでいます。

できるだけ現場でのことは現場で
自主的に解決できるよう（製品品質、
クレーム）責任をもたせるようにし
ています。待遇面での規則上紛ら
わしいところは社員の利益になるよ
うに心がけています。また製造現
場も時にはイベントなどで販売現
場に出て、お客さんと対話するよう
に指導しています。

３点あります。①時代に即応した
体制、商品、サービスを提供するた
めに、広く世界の情勢、日本の情
勢、地域の情勢を観察すること。
②会社の能力を上げるために社員
能力を上げたい（希望）。③顧客を
大切にし、顧客ニーズの変化を
キャッチすればうまくいくのではな
いでしょうか。

とりあえず味噌製造業として傾注し
ていますが、それには囚われないで
その延長線上にも新しいビジネス
はあると考えています。社会の要求
するもの、必要とし役に立てること
などあれば、何にでも転身する気構
えです。

地方の活力向上に更なる貢献をお
願いしたいですね。広島県の「みそ」
をもっと愛してもらいたい。「みそ」
は地方色が命ですので。

http://www.kanemitsu-miso.co.jp/

金光味噌はインターネットでも
お求めいただけます。

「おかず味噌セット」を
１０名様にプレゼント
詳しくはP２０をご覧ください。

創業からの味噌樽

蒸した大豆&米

従業員の皆さん

府中味噌



広島県東京事務所

転出者

商工労働局観光課主査

商工労働局観光課主幹

健康福祉局主査

総務局広報課主査

転出・転入者一覧

前職名 氏名 よみがな 異動先
政策課長
（商工担当） 大山 利恵 おおやま りえ

政策課長
（企業誘致担当） 石濱 真 いしはま しん

政策課長
（健康福祉担当） 岡峯 美智子 おかみね みちこ

政策課長
（企画担当） 伊藤 智之 いとう ともゆき

主任 岡野 真理 おかの まり 県立総合技術研究所
水産海洋技術センター主任

転入者

商工労働局産業人材課主査

総務局人事課主査

健康福祉局障害者支援課主査

総務局財政課主査

新職名 氏名 よみがな 元所属
政策課長
（商工担当） 森 俊彰 もり としあき

政策課長
（企業誘致担当） 森田谷 智昭 もりたや ともあき

政策課長
（健康福祉担当） 畝本 孝彦 うねもと たかひこ

政策課長
（企画担当） 今岡 雅英 いまおか まさひで

主任 細木 敏弘 ほそぎ としひろ 東広島市から派遣

主事 藤本 悠乃 ふじもと ゆの 健康福祉局健康福祉総務課主事

広島市東京事務所

経済観光局産業振興部部長

企画総務局秘書課主幹

前職名 氏名 よみがな 異動先

所長 滝川 卓男 たきがわ たくお

主幹 古田 泰子 ふるた やすこ

企画総務局秘書課課長

市民局市民活動推進課主事　

新職名 氏名 よみがな 元所属

所長 岩崎 学 いわさき まなぶ

主査 武田 真貴子 たけだ まきこ

呉市東京事務所

産業部観光振興課課長補佐

前職名 氏名 よみがな 異動先

副所長 河部 泰志 かわべ やすし 総務企画部人事課主査

新職名 氏名 よみがな 元所属

副所長 宇根 徹 うね とおる

福山市東京事務所

転出される皆様、大変お世話になりました。

市民局まちづくり推進部
生涯学習課調整員（政策担当）

前職名 氏名 よみがな 異動先

副所長 千葉 敏文 ちば としふみ 上下水道局経営管理部
お客さまサービス課次長

新職名 氏名 よみがな 元所属

副所長 森田 展行 もりた のぶゆき
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Report

平成２７年度 東京事務所職員歓送迎会

桜の花も膨らみはじめた2015年
3月25日、平成27年度広島県東
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
所の転入転出者14名の方々の歓
送迎会を、東京広島県人会主催に
より銀座にある広島ブランド
ショップ「TAU」3F「pa c c i o
（パッチョ）」にて開催しました。歓

送迎会は金森幹事の司会進行に
より始まりました。まず大竹会長
から転入転出の方々に歓迎と感
謝、そして今後の活躍を祈ります
との挨拶がありました。式は石田
広島県東京事務所長により、広島
県転入転出者紹介、広島市転出者
紹介、呉市転出者紹介、福山市転
出者紹介があり、転出者代表あい
さつ、転入者代表あいさつと続き
ました。保田副会長の乾杯の発声
により、歓談が始まりました。会の
中盤には、転出者、転入者の一言
スピーチがあり、各々の思い、感
謝、決意が語られました。住川幹
事長による閉会の挨拶後、最後は

恒例となった参加者全員で手と手
を絆いで作ったアーチのトンネル
で転出者の方々を送り出しまし
た。約60名の参加者で盛況裏に
閉会いたしました。1月下旬に開催
された東京広島県人会総会・懇親
会で湯﨑英彦知事は地元スポー
ツ界や地場企業の好調ぶりを紹
介されました。今年は広島県内の
景気もカープの調子も上昇傾向に
あります。歓談にも“カープ優勝
じゃ”とのフレーズが見受けられま
した。広島に戻られる方も東京に
来られた方も、より良き広島県に
するべくご健勝とご活躍をお祈り
申し上げます。（好澤 一穂）
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ＪＴ 創部８５年目悲願の初優勝！！おめでとうございます！
バレーボールの男子プレミアリーグ
で、4月６日ＪＴサンダーズが念願の
初優勝を飾った。「専売広島」という
チーム名で親しまれ広島市に本拠地
を置くバレーボールの古豪。旧日本
リーグ時代から7回にわたり準優勝
しているが、あと一歩届かなかった。
昭和初期の創部から数えて８５年目
の優勝！これまで一度も下部リーグ
に降格していない唯一のチームだ
が、数年前までは低迷が続き、転落
の危機も味わった。さらにＪＴ広島
工場は２００４年に閉鎖されてい
る。多くの企業がリストラやスポーツ
競技を縮小していく中で、チーム強
化に踏み切ったJTサンダーズは、広
島の地に根付き地域貢献を果たし
たいという熱意の表れから広島を本

拠地として存在してきた。そしてつい
にその思いが実を結んだ。1972年の
ミュンヘン五輪で金メダル獲得に貢
献した専売広島時代の名セッター、
故猫田勝敏氏の願いが叶っただけ
でなく、ＪＴの黄金時代を予感させ
る偉業として喜びを分かち合いた
い。就任２年目のブコビッチ監督は

「決勝にふさわしい、素晴らしい試合
だった。選手に感謝したい。優勝は
誰も成し遂げられなかったことで、
今季の全選手がJTの歴史に刻ま
れ、永遠に語り継がれるべきだ」と
最大級の賛辞をチームに贈った。
２０２０年の東京五輪は広島から日
本代表を！（津川博光）

Sports

3/29（日）黒田投手凱旋初登板（広島対ヤクルト）観戦記
開幕初戦より早くチケットが売り切
れたという、日曜日のこの試合。
そうです、メジャーからの多額のオ
ファーを断りカープに帰って来た男
気、黒田選手の凱旋登板。黒田選手
のユニフォームをこの試合までに間
に合わせたい。苦労して手に入れた
ユニフォーム、グッズを準備し感謝
しつつ黒田選手のカープ復帰を一
目みようと集まった満員のマツダス
タジアム。肩慣らしで黒田選手がベ
ンチから出て来ただけで地響きの
ような歓声でした。黒田選手の投球
は一球一球を大事に投げ、面白いよ
うにゴロで打ち取ります。１球の重
みを感じとれる素晴らしい投手に
なってカープに帰ってきました。試
合はカープ優勢に進むも、抑え不在

の不安は拭えず、最終回に一打同点
のピンチ。「カープファンの多く集
まったマツダスタジアムで黒田選手
に復帰後初勝利をとって欲しい。黒
田選手に勝ち星を」カープファンが
とても強く手に汗握って応援したの
が天に届いたのかなんとか勝利。無
事黒田選手に勝ちが付いたのがと
ても嬉しく、おもわず涙がでてしま
いました。その時私は確信しました。

２０１５年の「１５」は黒田博樹の
「１５」であることを。そしてカープが
２４年振りに優勝することを。年の
暮れに１００Ｍ道路にて沢山の広
島県人が集まり歓喜のカープ優勝
パレードが見れるように私は今年
もスタジアムに足を運び精一杯ス
クワット応援をしたいと思います。
優勝目指して頑張れカープ。頑張
れ黒田選手。（檜山直樹）

広島東洋カープ情報

JTサンダーズ情報Sports
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サンフレッチェ広島・織田新社長インタビュー
サンフレッチェ広島情報Sports

織田 秀和（おりた ひでかず） 

2015 明治安田生命Jリーグ1stステージ

2015 明治安田生命Jリーグ2ndステージ

スタジアムへ行こう！（関東でのサンフレッチェ広島戦）

１４節 ５月３０日（土） １９：００～ 
vs湘南ベルマーレ
（shonan BMWスタジアム平塚）

１５節 ６月７日（日） １６：００～ 
vs 柏レイソル（日立柏サッカー場）

３節 ７月１９日（日）　未定
vs浦和レッズ（埼玉スタジアム２００２）

新社長プロフィール 

平素よりサンフレッチェ広島へのご支援ならびにご 
声援を賜り御礼申し上げます。特に首都圏での試合 
に際しましては、多くの皆様に選手の後押しとなるご
声援をいただき、本当に心強く思っております。今シー
ズにつきましても、引き続いてのご声援を賜りますよ
うお願い申し上げます。 
 

期待されているのは、素晴らしいサッカーであり、 勝利
だと思います。プロチームの選手には、それを追求して
もらいたいと思っています。そして、そのプロチームに
選手を送り込むことができるアカデミーも重要です。
これまで以上に、ユースやジュニアユースといった広島
のアカデミーで素晴らしい選手を育成できる体制作り
にもサポートし、取り組んでいきたいと思っています。 

クラブにはたくさんの信頼できるスタッフがいます。 
そのスタッフが持っている素晴らしい力を発揮しても
らい、その力を束ねて結集することで、クラブの 未来
を築いていきたいと思っています。皆様に心から応援
していただける、愛していただける選手やチーム、クラ
ブを作っていきたいと思っています。サッカーを通じ
て、何らかの形で恩返しすることが、私のみならずクラ
ブの使命だと考えています。 

特に感じることはありません。先ほども申し上げまし
たが、クラブにはこれまでの歴史の中で信頼できるス
タッフがいます。そのスタッフが力を発揮できる環境
作りをすることが、私の責務であると考えています。 

昨シーズンは勝利をつかめない悔しい一年となりま 
した。しかしながら、アウェイでの難しい試合を最後
まで戦い抜くことができたのは、皆様のご声援が大き
な力となり、選手の後押しをいただいたお蔭でありま
す。１つでも多くの勝利をつかみ取れるよう戦って参
ります。今シーズンも是非スタジアムに足を運んでい
ただき、ピッチの選手とともに闘ってください。

社長ご就任にあたって

サンフレッチェ広島をどのようなチームに
していきたいとお考えでしょうか？ 

これまでの強化部長から社長としての
立場になられての抱負は？ 

「現場をわかっている社長」として
期待も大きいですが、逆に困ったりすることは？ 

昨シーズンは関東での勝ちがありませんでした。 
勝利を渇望する関東のファン・サポーターに向けて 
メッセージをいただけませんか？ 

広島県広島市生まれ、広島大学附属高校、筑波
大学出身。マツダＳＣ（サンフレッチェ広島の
前身）では守備的ＭＦとして活躍。サンフレッ
チェ広島創設時から強化部門に携わり、2001
年から強化部長。本年２月より社長就任。 

SIGMA CLUB

（清水茂樹）
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球史に残る４日間の死闘！ 崇徳対中京戦
Book Review 「延長50回の絆」中大輔著

広島を舞台とした心温まるファンタジー
広島で公開され、広島のミニシア
ターの歴史を塗り替えるヒットを
記録し、異例の全国公開が決定し
た映画『ラジオの恋』。スタッフ・
キャスト・ロケ地すべてが広島。ま
さに広島人の映画を配給会社で担
当した私からご紹介いたします。ス
トーリーは、人気ラジオパーソナリ
ティーがやる気を失い、ラジオをや
めようとするところから始まりま
す。しかし、ある少女と出会ったこ
とをきっかけに、ラジオの不思議な
魅力に気づいてゆく。横山の言葉
はリスナーをつなぎ、やがて広島の
街に小さな奇跡が起きる、という
心温まるファンタジーです。RCCラ
ジオの横山雄二さんが本人役で主
役を演じています。広島県人の皆様

にこの映画を知っていただくために
東京のお好み焼屋などの広島フー
ドのお店・居酒屋にポスター・チラ
シの設置をお願いし、広島県人会
総会パーティーにも参加させていた
だきました。2月、新宿武蔵野館を
皮切りに公開しました。横山さんや
監督とプレミアム試写会をしたので
すが、その際横山さんの声掛けで2
次会と称して来場したお客さん全員

と居酒屋に飲みに行きました。多分
映画業界初の試みだと思います。
不安でしたが“広島愛”のお客様ば
かりで大いに盛り上がりました。今
も京都など全国公開は続いており
ます。これからDVDも出ますが、
県人会の皆様には是非スクリーン
で広島の美しい映像を見ていただ
きたいと思います。
（アークエンタテインメント㈱木原佑輔）

Movie Review 映画「ラジオの恋」

読者プレゼント
詳しくはP20へ

延長50回。それ
はプロアマを通
じ、今後も二度
と起きないであ
ろう前代未聞の奇跡です。試合自体
はもちろん、50回を通じて広島と岐
阜の高校生たちの間に芽生えた絆
もまた、非常に感動的なものでした。

著者から一言
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被爆７０年、広響「平和の夕べ」で、
アルゲリッチと夢の共演！
被爆７０年を迎え、世界最高峰の
ピアニスト、マルタ・アルゲリッチ
と夢の共演が実現。ヒロシマから
平和と希望のメッセージを音楽で
届けます。前半はベートーヴェンの
音楽により、不屈の魂と命溢れる
希望のメッセージを。後半はケプラ
ーの法則で知られる、ドイツの天

文学者ヨハネス・ケプラー（1571
～1630）の生涯を描いたヒンデミ
ットのオペラ「世界の調和」から、
オペラの発表に先駆けて創られた
同名交響曲を。世界（宇宙）を支配
する調和の存在を解明する鍵は音
楽にあると信じてやまなかったケ
プラー。そのケプラーの世界観を

見事に表現したヒンデミットの隠
れた名作がここに蘇ります。＜音
楽で平和＞を奏でる秋山×広響
が、その輝かしいクライマックスに
世界平和への祈りを込めます。

MUSIC 広島交響楽団東京公演（サントリーホール）

熱いぞ！銀座「TAU」でカープにエール！
カープファンが待ちに待った２０１
５年のプロ野球が３月２７日に開
幕しました。これに合わせて東京 
でも地元開幕戦を大いに盛り上げ
るべく、中国新聞社東京支社主催
で「２０１５ カープ東京応援会」
が開催されました。会場となった
広島ブランドショップ「ＴＡＵ」３
階のイタリアンバールＰａｃｃｉｏ
（パッチョ）には仕事帰りのカープ
ファンが続々と集結。約９０人の

カープファンで真っ赤に染まり、マ
ツダスタジアムに負けない雰囲気
ができあがっていました。延長１１
回までもつれ、試合終了は午後１
０時半。帰りの電車も気になる中、
約３０人の方が最後まで残って
カープの勝利を信じて応援を続け
ました。結果は残念でしたが、カー
プをきっかけに集まった方々と名
刺や連絡先の交換が活発に行わ
れ、趣味や仕事にもつながる交流
がたくさんできました。また試合中
にはサイン入りユニフォームなど
豪華商品が当たる抽選会も行わ
れ、試合以外にも大いに盛り上が
り、とても楽しくて有意義なイベ
ントでした。勢いよく開幕スタート
ダッシュ、とはいきませんでした

が、長いシーズンはまだまだこれ
から。みんなで盛り上げていきま
しょう。これからも県人会ニュース
では会員親睦や相互交流が図れ
るイベントをどんどん紹介してい
きますので、ぜひ積極的に参加し
てみてください！（清水 茂樹） 

広響事務局（082-532-3080）
http://hirokyo.or.jp

2015年8月11日（火） 19：00開演(18：00開場)
サントリーホール
秋山和慶（音楽監督・常任指揮者） 
マルタ・アルゲリッチ
ベートーヴェン：劇音楽「エグモント」Op.84～序曲
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第1番Op.15
ヒンデミット：交響曲「世界の調和」

詳しくは広響事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ

［ 日 時 ］
［ 会 場 ］
［ 指 揮 ］
［ピアノ］
［ 曲 目 ］

（税込・全席指定）
S席：15,000円　A席：13,000円
B席：11,000円　C席：8,000円

［入場料］

秋山和慶 マルタ・アルゲリッチ

写真提供 中国新聞社

カープ開幕観戦記

東京広島県人会カード 特 典 チケット上記の１割引

Report
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テニス同好会

自分のオリジナル目標を作ろう
４月１０日のテニス練習会のスケジ
ュールは午後開始で、プレー後観
桜だったが、午後１００％雨の天気
予報で急遽半日繰り上げて変更実
施。流石ベテラン藤瀬世話役の決
断大成功。午前１０時と開始となる。
そこで一句。「花が舞う。コートに
再び咲き乱れ」。プレー終了後打
ち上げのためクラブハウスに１０名
が集まり、美味なる様々な手造り料
理を味わう。新人の参加もあり大

いに盛り上がった。歓談は自ずとテ
ニス人生を喜びあう。プラス指向
の健康管理の秘策「一万一千一
百十一」（歩く・読む・書く・会う・善）
はあくまでも日々の目標であればこ
その楽しみであり少しでも近づけ
れば嬉しい。「万歩,千噛、百字、十
笑、一善」これはある投稿コーナー
で見つけた言葉。そこで提唱。自分
自身のオリジナル目標「一、一、一、
一、一」を作って日々実践したら如

何でしょう。きっと何かが身に付くと
思います。（尾田常登）

世話人／藤瀬活子

陶芸同好会

囲碁同好会

囲碁同好会へのお誘い！
東京庄原格致会囲碁同好会は、毎
月第二日曜日に新宿東口にある
「囲碁サロン　喜楽」の一室を借り
切りで月例会を開いています。現在
の会員は１６人で、最高齢者は高校
昭和２２年卒、一番若い会員は５３
年卒です。その棋力は千差万別、
最上級者は８段、下位は８級・６級
です。各自には棋力に応じたポイン
トが付与されていて対局ごとに勝
者に+３、敗者に△３ポイントが加

減されます。その差が１４になると
二子局、１１１を超えると九子局で
の戦いとなります。風鈴が最大４子
まで許されるため、上位者も苦しい
戦いが続きます。午前１１時３０分
から夕方まで、参加費２千円。事務
方が準備した缶ビールなどを片手
に、おにぎりを食べながら和気あ
いあいに対局を楽しんでいます（他
に、年会費として年初めに２千円を
徴収しています）。１２月の例会時

に優秀者表彰を行い一年間の努力
を称えあい、同時に格付け見直し
を行っています。また、上期、下期
に分けて「カップ杯争奪戦」も行っ
ています。このように毎月、楽しく
盤面とにらめっこしながらボケ防
止に努めている状況ですから、初
心者の方にも有段者の方にも十分
楽しい一時を過ごせていただける
ものと確信しております。ご興味の
ある方は事務局あてにご連絡いた
だき、一度、例会の雰囲気を見学し
てください。

世話人／合田良三

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。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。次回は６月
26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。

世話人／児玉裕司

作陶風景 完成した作品の数々

初心者の方も、経験豊かな方も、ふるってご参加ください。
【お問い合わせ】県人会事務局 電話／03-3591-0028 FAX／03-5511-8803

練習日 毎月第2金曜日　13時～15時
高井戸レクセンター TEL3302-9620
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青年部 新体制紹介　

4月から委員長の役を仰せつかり
ました。何卒よろしくお願い申し上
げます。青年部は20～30歳代中心
に活動しています。年間通じて多数
のイベントがあり、BBQやカープ
観戦等を企画しており、いつも大い
に盛り上がります。初めて参加され
る人も多数います。交友関係もかな
り広がっていきます。楽しい会なの
で是非ともお気軽に参加していた
だければと思います。

以下、11名の体制で青年部イベントを推進して行きます。
ご支援、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

イベント活動報告今年も様々なイベントを企画しております。

NEWSNews

岡、田中、檜山、豊田、森田、久保田、日野幹事
阿南、山中、江川副委員長

片島委員長
 氏 名役 職

青年部からのお知らせ

青年部の活動をご報告いたしま
す。4月4日にJR大森駅近くにある
大井水神公園にてお花見を行いま
した。4月にしては肌寒く花冷えの
1日となりましたが、約60名もの方
にご参加頂き、無事開催できまし
たこと感謝申し上げます。当日は

親子連れを含め、20～40歳代の
世代も様々に、初めてご参加頂い
た方も多かったのですが、桜吹雪
の下で広島を想う気持ちは同じな
のでしょうか、あっという間に打ち
解け合った様子で、時にはカープ
の応援歌を合唱する場面もあるな

ど大いに盛り上がりました。
次回はカープ観戦会やソフトボー
ル大会等を計画しておりますの
で、詳細はメール・ブログ等の案
内をご覧頂けますと幸いです。皆
様のご参加お待ちしております。
（江川 実佳）

昨年度までの2年間、委員長として推進し
てきました。今年からは、裏方としてバッ
クアップしたいと思っております。

皆様のおかげでいつも楽しく過ごさせて
頂いております。今後は皆様との更なる橋
渡しができるよう努めて参ります。

女性幹事として、若手の入会や会員同士
の交流をサポートしていきたいと思ってお
ります。宜しくお願い致します。

４月 お花見２月 牡蠣パーティー

委員長
片島 年規

副委員長
阿南 圭一郎

副委員長
江川 実佳

副委員長
山中 将嗣

花見
カープ観戦＠神宮
ソフトボール大会
カープ観戦＠横浜

若手（30歳以下）交流会
カープ観戦＠東京ドーム
カープ観戦＠神宮

BBQ

CS観戦
ボウリング大会(仮)
青年部忘年会

4月4日（土）
5月2日（土）
5月中旬～6月中旬
6月20日（土）

7月25日（土）
8月8日（土）
9月5日（土）
9月12日（土）

10月某日
11月7日（土）
12月5日（土）
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井桁状の高速道路ネットワークが
遂に完成しました！
広島県を走る高速道路は、横軸に
「中国縦貫自動車道、山陽自動車
道」、縦軸に「広島自動車道、浜田
自動車道，東広島・呉自動車道、中
国横断自動車道尾道松江線、西瀬
戸自動車道」があり、これらを総称
して「井桁状の高速道路ネットワー
ク」と呼んでいます。このうち、未開
通区間のあった「東広島・呉自動車
道」、「尾道松江線（愛称：中国やま
なみ街道）」が、平成２７年3月に
次 と々開通し、念願であった井桁状
の高速道路ネットワークが遂に完
成しました。これにより、地域間の
移動時間が大幅に短縮され、県内
だけでなく中四国地方から「ひと」

や「モノ」が集まってくることによ
り、経済交流が活発化し、観光振
興が促進されるなど、地域の活性
化に大きく貢献するものと期待し
ています。具体的には、「尾道松江
線」の開通により尾道市から松江
市までの移動時間が約８０分短縮
され、その分、観光が長くできるた
め、日帰りでの観光エリアが広が
り、広島と島根を周遊する観光ツ
アーなども増加しています。また
「東広島・呉自動車道」の開通によ
り、広島空港と呉市等の移動時間
の短縮や、渋滞の影響を受けにくく
なるなど、空港へのアクセスが向上

しています。この他にも、新たな企
業の進出による雇用の創出や地域
間の企業取引の増加など地域産
業の活性化も進んでいます。皆様
も広島県へお帰りの際は、中四国
の周遊観光などが便利になった
「井桁状の高速道路ネットワーク」
を是非ご体感ください。

TOPIC

ひろしまの魅力を発信中！ 
FBページ「もっと『ひろしま』」
広島県では、フェイスブックページ
「もっと『ひろしま』」を開設、ひろし
まの多彩な魅力を発信中です。
「ひろしま」には、良いものがたくさ
んあるのに、まだまだ知られていな
い・・・。ということで、「ひろしまって
やっぱりいい所じゃね！」、「ひろしま
にはこんないいものがあったん
だ！」と，多くの方に思ってもらえる
ような情報を、写真と一緒に掲載し
ています。皆様からの「いいね！」を
お待ちしております。

尾道松江線の開通式

【例えば・・・】
○「暮らし」「平和」「食」「産業」の切り口からみた、ひろしまの魅力
○各地のイベント、旬の話題
○県の取組の紹介など
○また、首都圏等で活躍中の、ひろしまゆかりの10人からのメッセージも掲載中！

【お問い合わせ先】広島県ひろしまブランド推進課 電話：082－513－3444 もっとひろしま

TOPIC
広島県からのお知らせ

TOPICTOPIC
広島県からのお知らせ

（県HPにはインタビュー全体版を掲載！）

岡 靖司さん（㈱小学館出版局 月刊「本の窓」編集長）
福本 ヒデさん（社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」メンバー）
酒井 拓司さん（日本貿易振興機構（JETRO）海外調査部長）
桝本 壮志さん（放送作家）
木川 眞さん（ヤマトホールディングス㈱代表取締役社長）［県HPのみ］　　
　本 豊さん（経済産業省会計課長）
井上 恭介さん（NHK報道局　チーフ・プロデューサー）
上西 千波さん（ジャズシンガー）
坪井 純子さん（キリン㈱執行役員）
ルイジ・ヴェラーティさん（建築家）【６月掲載】
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「人気の広島県観光スポット」
ＴＡＵ観光相談員だより

みなさん、TAUに観光相談コー
ナーがあることをご存知ですか？二
人の観光相談員が交代で広島観光
の相談に応えています。観光相談員
の竹岡さんからの近況報告です。
＜人気の観光地＞実際にご相談に
来られる方の人気のスポットとは？
①まず何といっても『宮島』日本三
景にして世界遺産。潮の満ち引きで
も、朝夕の日差しの違いでも、四季
によってもその表情は変化に富み、
飽きることがありません。最近は島
内に宿泊される方も増えてきまし
た。ただ残念なことに関東には「ま
だ一度も行ったことがない」とおっ
しゃる方も大勢おられます。②『原
爆ドーム・資料館』この場所で平和
を感じ、そしてあの惨事から今日の

繁栄までの広島の歴史を学ぼうと
お越しになります。
③『しまなみ海道・尾道』尾道～今
治を個性豊かな9本の橋で結ぶ自
動車道ですが、アメリカCNNの旅
行情報サイトで「世界の最も素晴ら
しい７大サイクリングコース」にも
選ばれているサイクリストの聖地で
もあります。また尾道は映画のロ
ケ地・坂・文学・ネコ・お寺など楽し
み方が豊富で多くの人を惹きつけ
ているようです。
④『呉・江田島』大和ミュージアム、
てつのくじら館といった２大ミュー
ジアムや旧海軍兵学校が特に男性
に人気があります。
⑤『鞆の浦』TVドラマや映画のロケ地
で有名となったため人気急上昇です。

⑥『竹原』安芸の小京都。NHKの
朝の連続ドラマの舞台になり旅行
番組にも取り上げられています。
⑦『西条』日本三大酒処のひとつと
して名高く、地酒の飲み比べなど
酒処ならではの体験も充実してい
て人気です。その他『三次』『安芸
高田』『庄原』といったスポットの資
料を求められることもあります。
山・川・海など自然が美しく、食材
の種類も豊富で新鮮な広島県。ま
だまだ関東の方々にアピールすべき
お宝がたくさんあり、もっと多くの
方々に来ていただきたいと思いま
す。（竹岡 志織）　

from TAU

TAUは、３周年を迎えます！
from TAU ＴＡＵからのお知らせ

TAU　広島

○地下1階：『銀座 遠音近音』ディナーのご飲食代　5％ＯＦＦ
○2階：『広島お好み焼き 三匠』ワンドリンクサービス
○3階：『Paccio』ボトルワイン(3,000円以上) 1,000円ＯＦＦ
※注文時に県人会カードを御提示・他のクーポンとの併用不可。

広島ブランドショップＴＡＵ
〒104-0061
東京都中央区銀座1-6-10銀座上一ビルディング

News

東京広島県人会カード 特 典
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今年１月、一般社団法人東京広島
県人会として新しくスタートいたし
ました。これに伴い、３月初旬に旧
団体にご登録いただいておりました
会員の皆様に、改めて新団体へのご
入会をいただきたく、入会のご案内
を送らせていただきました。既にお
手続きをいただきました方、有難う
ございました。これまでと同じく、年
３回発行の「県人会ニュース」を送
付いたします。また、お手持ちの県
人会カードは引き続きご利用いただ
けますので、どしどしご活用くださ

い。加盟店につきましてはHPにて
ご確認いただけます。県人会ニュー
スでも随時ご紹介しております。新
規入会の方には県人会カードを送
付しております。まだお手続きがお
済でない方は、今一度お手元の入会
案内をご一読いただいて、6月末日
までにお申し込みのほどよろしくお
願い申し上げます。尚、個人情報保
護の観点から、名簿の発行は今年
度より廃止させていただいておりま
す。何卒ご理解下さいますよう宜し
くお願い申し上げます。

Information 同窓会情報

Decorations and Medals 春の叙勲・褒賞

Information 事務局だより

2015年度高校同窓会（東京支部・関東支部）一覧（６月～11月）

一般社団法人東京広島県人会 入会手続きのお願い

日　時 同窓会名 場　所

謹んでお喜び申し上げます
紫綬褒章（発明改良功績） 越智光夫様［広島大学長］　

6月6日（土）12:00～15:00

6月13日（土）12:00～15:00

6月27日（土）12:30～15:00

7月3日（金）18:00～21:00

7月5日（日）12:00～15:00

7月13日（月）18:20～

10月3日（土）12:00～15:00

10月3日（土）13:00～16:00

10月17日（土）12:00～15:00

10月18日（日）11:00～14:00

10月18日（日）12:00～15:00

10月24日（土）12:30～15:30

10月25日（日）12:00～15:00

11月15日（日）12:00～15:00

11月14日（土）11:00～14:00

11月14日（土）16:00～19:00

11月14日（土）11:30～15:00

広島県工東京支部（ニ葉工友会）総会・懇親会

呉三津田ケ丘同窓会

盈進高校東京同窓会

崇徳学園同窓会関東支部同窓会総会 

尾道商業高校同窓会東京支部

修道学園同窓会　関東支部総会

在京芸陽観音高校同窓会

東京皆実有朋会

東京馬洗会（日彰館同窓会東京支部）

安田学園唐花会　東京支部同窓会

東京庄原格致会

関東広高校同窓会

福山葦陽東京同窓会

世羅高等学校

広商同窓会京浜支部

基町高校同窓会東京支部

福山誠之館高校　東京同窓会総会

神保町・学士会館

神保町・学士会館

代々木・代々木倶楽部

本郷・ホテル機山館

表参道　NHK青山荘

水道橋・東京ドームホテル

六本木ヒルズクラブ

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

霞が関ビル35階　東海大学校友会館

西新宿・ハイアットリージェンシー東京（3年毎の開催です）

霞が関ビル35階　東海大学校友会館

霞が関ビル35階　東海大学校友会館

総会神保町・学士会館

霞が関ビル35階　東海大学校友会館

アルカディア市ヶ谷（私学会館）隔年開催です。

表参道・NHK青山荘

西新宿・ハイアットリージェンシー東京（桃山）
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ホノルル広島県人会７０周年
新年会開催！

海外の広島県人会

WORLD ハワイホノルル

後列右から２番目　石原智弘

ホノルル広島県人会 ホノルル（オアフ島）
東ハワイ広島県人会 ヒロ（ハワイ島）
コナ広島県人会 コナ（ハワイ島）
ワヒアワ・ワイアルア広島県人会 ワヒアワ（オワフ島）、ワイアルア（オワフ島）

バンクーバー広島クラブ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー
オンタリオ広島県人会 オンタリオ州トロント

メキシコ広島県人会 メキシコシティ
ドミニカ共和国広島県人会 サンティアゴ

ペルー広島県人会 リマ
ボリヴィア広島県人会 サンタクルス、ラパス
在アルゼンチン広島県人会 ブレノスアイレス
ガルアペー広島県人会 （アルゼンチン）ミシオーネス州プエルトリコ
在パラグアイ広島県人会 イタプア県ラパス、エンカルナシオン
アマンバイ広島県人会 （パラグアイ）アマンバイ県ペドロ・フアン・カバリェーロ
ブラジル広島県人会 サンパウロ州サンパウロ
北伯広島県人会 （ブラジル）パラー州ベレン、トメアス

シアトル広島クラブ ワシントン州シアトル
オレゴン広島クラブ オレゴン州ポートランド
サクラメント広島日系人会 カリフォルニア州サクラメント
スタンクトン広島同志会 カリフォルニア州スタンクトン
湾東広島日系人会 カリフォルニア州バークレー
桑港広島日系人会 カリフォルニア州サンフランシスコ
サウスベイエリア広島日系人会 カリフォルニア州サラトガ
南加広島県人会 カリフォルニア州ロサンゼルス
中加広島県人会 カリフォルニア州フレズノ
塩湖広島県人会 ユタ州ソルトレークシティ
コロラド広島県人会 コロラド州ボールダー
シカゴ広島県人会 イリノイ州シカゴ

1
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瀬戸内料理 すみのえ 東京都中央区銀座8-7-18 月光荘ビル B1F　TEL03-3572-2155

倉はし 東京都新宿区高田馬場1-26-5 FIビル B１F　TEL03-3208-3600

「瀬戸内の山海の美味を銀座
で。」と、美食家が集まる銀座8丁
目の真ん中で、尾道市生口島『住
之江旅館』より上京して参りまし
た。地元の漁師が朝5時までに
獲った魚を生き締めにして空輸。
昼には厨房に届き、新鮮極まりな

い瀬戸内の魚を皆様にお出しさせ
て頂いております。『土地は土地の
物で』と、広島の地酒をご用意して
皆様のお越しをお待ちしておりま
す。お米も世羅から合鴨農法で栽
培したものを取り寄せ、土鍋で炊
いております。ご来店頂いたお客

様に好評なのは、天然鯛の漬け
丼、瀬戸内産黒鮑の炊き込み御飯
です。（※2015年4月初旬現在）
郷土の美味をぜひ皆様に味わっ
て頂けたらと願います。皆様のご
来店、お待ちしております。

東京に出店したのが約1年前。東京には広
島のお好み焼き屋が少な過ぎる！もっと
多くの人に広島を味わい感じてほしいと
の想いから、食材や地元の特産品にとこ
とんこだわり、仕入れは出来る限り広島
から直送しています。設計段階ではテー
ブル席を増やすか悩みましたが、直に鉄
板から食べてもらえるのがお好み焼き本
来のスタイル。店内は端から端までの大き
な鉄板カウンターにしました！お客さま同
士で広島の話で盛り上がり、帰る頃には
「ほいじゃあ、またここで！」なんて声もち
らほら。同郷の方はもちろん広島お好み
焼きに親しみの少なかった方にも喜んで
いただいています。店名でもある倉橋か

ら瀬戸内の海産物、ねぎ、お宝とまと、レ
モンなどを直送。他にも広島の食材が楽
しめるメニューを多数ご用意しています。
また週末限定で400年以上続く築地の
老舗からまぐろを仕入れて、納得の低価
格でご提供させていただいております。
最近では「今から行きたいんですが、まぐ
ろまだありますか？」の電話があることも
（笑）。日頃の感謝とより多くの方にお好み
焼きの美味しさを知っていただきたく、毎
月10日は『ジュ～♪の日』とし、夜の「お好
み焼きは全て半額！」のイベントをオープ
ン以来続けていま
す。広島お好み焼き
を多くの方に知って

もらうため定休日なしで毎日営業。スタッ
フ一同心よりお待ちしております。

SHOP 瀬戸内料理 すみのえSHOP

SHOP 広島お好み焼き・鉄板焼き 倉はしSHOP

広島の地酒
グラス１杯
プレゼント

広島お好み焼　鉄板焼　八丁堀
東京都杉並区天沼３－１２－７ TEL０３－３３９８－８８２８
営業時間１７：３０～２３：００（水～日はランチ営業１１：３０～１４：００有）月曜定休

ドリンク1杯サービス

お会計から８％引き

県人会カードが使えるお店紹介

店内風景 土鍋の鯛めし

石川店長特製アイスもなか

東京広島県人会カード 特 典

東京広島県人会カード 特 典

東京広島県人会カード 特 典



特別寄稿 新春パーティ／ゲストからのコメント

19広島人

こんにちは。先日、東京広島県人会
新春懇親パーティーで歌わせていた
だきました石井杏奈です。実は、県
人会のパーティーへの出席は今年が
初めてではありませんでした。数年
前、まだ学生で広島に住んでいたと

きに出席させていただき、千葉真一
さんの前で急遽、アカペラで「がんば
るけん」のワンフレーズを歌わせてい
ただきました。その時のことは、緊張
であまり覚えていないのですが
……。高校を卒業し一年間広島で活
動したのち、一昨年、東京へ出てきま
した。東京で暮らし始め、広島という
街がとても素晴らしいところだなぁ
と思うことがよくあります。広島を離
れて、自分が広島のことを本当に大
好きなんだなぁと改めて感じていま
す。それと同時に、私に音楽の楽しさ
を教えてくれた大好きだった父のこ
とも思い出します。私は14歳の時に
父を病気で亡くしました。まだデ
ビュー前でした。「路面電車に乗れ

ば」という曲は、その父への想いと父
と過ごした広島の思い出が詰まった
歌です。両親は岡山出身、我が家は
転勤族でした。広島に住んだのは、
広島に住んでいる時に父が病気に
なってしまったため広島で治療を始
めたからです。それがなければ、私は
父の転勤で広島を離れていたかもし
れません。父が私と広島を、そして音
楽を繋げてくれました。石井杏奈は、
広島に居たから生まれた、と思って
います。先日のパーティーでは、その
広島への感謝の気持ちとこれからの
意気込みを込め歌いました。これか
らも、広島の魅力を伝えていけるシ
ンガーとして活動して参りますので、
どうぞよろしくお願いします。

TOKYO-HIROSHIMA KENJIN-KAI NEWS    NO.51 SPRING 2015

歌手　石井 杏奈広島への感謝の気持ちを歌に込めて

懐かしく愛おしい広島の思い出 タレント　山口 良一

こんにちは、山口良一です。今年も東
京広島県人会の総会に参加できて、
嬉しく、そして楽しみました。僕は広
島市中区基町で生まれ育ったんです
が、どうもその認知度が低いようでし
て、県人会でお会いした方々からも、

「あら！広島出身だったんですか」と
驚かれたりして。はい、バリバリの広
島県人ですよ～。総会にはしばらく参
加できない期間があったのですが、
昨年から復活して本当に嬉しい限り
です。広島時代、僕が６歳まで過ごし
た市営住宅は、今は県立総合体育館
あたり。上京するまで過ごした市営住
宅は、ひろしま美術館の玄関あたり。
街っ子でしょ。遊び場所といえば、県
庁や当時の電電公社の庭や、市民病
院の隣にあった空き地でしたね。テニ
スコートの石垣にボールを投げて遊
んでました。袋町小学校・国泰寺中学
校までの通学路には、今も変わらな
い県庁、まだ平場だったバスセン
ター。本通りのアーケード。蘇るなぁ。

お婆ちゃんちは舟入高校の隣。祭り
や餅つきの時によく行きました。紙屋
町から江波行きの広電に乗って。市
工時代は黄金山の麓まで自転車通
学。毎日すれ違う女子校生に胸とき
めいてましたねぇ。一旦大阪に就職し
て広島駅ビルに転勤。退職して半年
広島でアルバイトをして上京。今年還
暦を迎えましたが、人生の約１/３を過
ごした広島。その約２０年が今はとて
も愛おしく思えます。暫く帰ってない
なぁ。この秋、日本シリーズの応援に、
マツダスタジアムに行きましょうかね。



20 カルチャー

東京広島県人会の会員皆様の広場です

ハガキで当たる！読者限定スペシャルプレゼント

デジタル投稿コーナー

facebookページも開設

緑薫る初夏、本当にさわやかな季節
です。県人会も一般社団法人とな
り、ますますホームページからの情
報発信の重要性が増してきておりま
す。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。ぜひ県人会のホームページ

にもアクセスしてください。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。

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。

Home Page ホームページ

 

東京広島県人会ホームページ

hiroken.gr.jp/

 送付先メールアドレス toko@hiroken.gr.jp

東京広島県人会facebookページ

www.facebook.com/hiroshimajaken

編

集

後

記

アジアの経営者に日本の経営理念「サンポウヨシ」を学んでもらう有料研修が始まるそうです。（日
経新聞）「サンポウヨシ」とは、近江商人が信用を得るために大切にしていた『買い手よし・売り手よ
し・世間よし』という商いの基本理念です。ここに象徴的な数字があります。日本２万７３３５社Ｖ
Ｓ韓国７社。これは２０１４年の百年以上継続する長寿企業の数です。（韓国・中央日報経済週刊
誌）第3回「広島の百年企業に学ぶ」で取材した金光味噌㈱も「信用第一、社会の変化を柔軟に読み
取り自分だけ良ければの利己主義はとらず常に社会に必要とされる」企業として、顧客、仕入先、会
社の『三方よし』を実践しています。アジアで「サンポウヨシ」が広まることも夢ではなさそうです。
８年ぶりに広島カープで初登板白星の男気「黒田投手」のお立ち台での「身体が続く限りチームのため
に投げる」のコメントは、カープファンはもちろん大勢の人が明るく幸せな気持ちになりました。まさ
にこれも「三方よし」の精神「相手よし・自分よし・みんなよし」に繋がっているのではないでしょうか？
前広報部長の松島和夫さんが昨年末ご逝去されました。ご冥福をお祈りするとともに、故人が
常々言われていた「県人会ニュースは事実を正確に伝える。政治、宗教、個人的な問題等は一切
排除する」という方針を踏まえながら、「三方よし」を実現していく所存です。
一般社団法人化に伴う入会手続きが始まっています。運営の透明性と会員の皆さまのさらなる参画意
識を高め、県人会の発展を目指しておりますが、「三方よし」の精神で“広島愛の絆”を深めていきたいと
願っております。会員の皆さまと編集委員一丸となって「魅せる東京広島県人会ニュースを！」（重本 ゆり）

♦

♦

♦

♦

東京広島県人会ニュース 第51号
第17巻 第1号 平成27年（2015年）5月27日発行
編集人/重本ゆり
編集委員／津川博光、好澤一穂、清水茂樹
制作・デザイン／（株）アイアンドディハヤト
印   刷／（株）文化社
発行人／住川雅洋
発行所／一般社団法人  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

千福夏にごり 720ml

（協賛/（株）竹書房）（協賛/金光味噌（株））
（協賛／（株）三宅本店）
商品はこちらからもお求めできます
http://www.sempuku.co.jp/index02.htm

「延長 50回の絆」
中大輔著

おかず
味噌セット 夏季に一番美味しい味わいを追及し、

柔らかい口当たりとほどよい甘口のお酒です。

名様11010名様1010 名様1010

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。

官製ハガキに住所・氏名・電話番号・欲しい商品名と県人会ニュースのご感想を一言添えて
〒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51号プレゼント」係までお送りください。

※厳正なる抽選の上、商品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。

応募締切／2015年7月10日（当日消印有効）応募
方法


