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2 特集 復興 広島

復興「ヒロシマ」特 集

70年目の「広島めぐりの旅」
被爆電車に乗って戦後70年を偲び、
伝統の武家茶道を体験
昭和20年8月6日、広島に投下された原爆により、街は壊
滅的な被害を受けました。そのような中、広島電鉄の路面
電車は8月末から運行を再開、悲嘆に暮れていた市民を勇
気づけたといわれます。現在も、市役所前で被爆した651
型、宇品で被爆した652型の２両の電車が現役で走ってお
り、ところどころ修繕はされてますが台車は当時のまま
で、運転席の後ろには案内板も設置されています。広島市
と広島電鉄は被爆70年事業の一環として、広島駅電停か
ら広電本社前電停までこの被爆電車に乗車して、広島市
観光ボランティアガイドが車窓を紹介しながら運行するツ
アーが開催されます。道中には福屋本店、旧日本銀行広島
支店などの被爆建物も見られ、当時の様子や復興に向け
ての様々な話などを、建物を眺めつつ案内してもらいま
す。広島電鉄本社では、上田宗箇流茶道のお点前を体験

します。上田家はもと広島藩浅野家の家老で、武将茶人と
して知られています。本社ビルの1階には茶室「千鐘亭」が
再現されており、ここでお点前を頂戴する流れとなってい
ます。戦後70年にまつわる様々な広島の素顔を胸に刻み、
伝統の茶道を体験して、この秋はひと味違った広島の街
を見つめ直す散策に出かけてみてはいかがでしょうか？

日時：2015年10月17日（土）、11月7日（土）、11月14日（土）
　　 13：30から約2時間（事前申込各日先着30名）
料金：大人1,000円／小学生以下500円
お問い合わせ：広島電鉄㈱電車企画課☎082-242-3551

nextひろしま2015

7月25日、六本木ヒルズ・
ハリウッドビューティープ
ラザにおいて、「nextひろ
しま2015」を開催し、
100名ほどの広島出身者と共に、戦後の復興を支えた
“広島の元気の源”について楽しみ・学び・考えました。1
部は広島人の体の元気を作ってきた「食」。青山アンデ
ルセンや広島食材メーカーの協力の下、広島食材でサン
ドイッチを作る企画を実施。広島菜漬やがんすなど、通
常サンドイッチに使わない広島食材をあえて使うことで、
広島食材の新たな可能性を見出すことができました！2
部は広島の復興を支えた広島人の「心」。海軍兵学校に
行かれていた方や当時女子中学生で被爆体験をされた
方の声、広島経済復興の視点からのマツダの歴史等を
学び、それらを受けて次の70年に向けて僕たちがどうし
ていくかディスカッションを行いました。世代を越え、想
いを投げ合い、言葉にしたことで、各々がすべきことを考
える機会を作ることができました。

戦後70周年の節目となる
今年の8月6日の夕方、灯篭
流しの会場となる原爆ドー
ム前の親水テラスで、こど
もから大人まで、歌手の方も一緒に、世代を越え、垣根を
越えての大合唱が行われました。歌は「広島 愛の川」。“は
だしのゲン”の作者・中沢啓治さんが、晩年に平和記念公
園を散歩し、川をじっと眺めながらその詩を書き残したそ
うです。「伝えよう 川に向かって 怒り 悲しみ 優しさを」怒
りや悲しみはもう自分たちで最後にし、次の世代には「優し
さ」を残してあげたいという中沢さんの想いを受け、プロ
ジェクトの実行委員長で作曲家の山本加津彦が曲をつけ
た歌です。趣旨に賛同してくれた、歌手の財満光代さん・島
谷ひとみさん・TEEさん、そして加藤登紀子さん、振付師の
夏まゆみさんを始め多くの方々のサポートを受け、今回み
んなで大合唱を行うことができました。今後は、次の10年
先にも同じように大合唱をするべく、継続的に思いを広げ
ていく活動を進めて行きたいと思います。（和田徳之）

「広島 愛の川」 大合唱プロジェクト
～広島の元気の源を考える～ “はだしのゲン” 作者・中沢啓治さんの想いを後世へ　
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被爆70年、復興を目指し生き抜いてきた
広島の魂を語り継ぐ

被爆の悲劇を乗り越えた人々の感動物語
今年夏、広島は被爆７０年を迎えた。中国放送は、原爆の惨禍から復興した人々のドラマ
を企画・立案、手塚プロが作画し、小学館から全国発売された。若者は活字より漫画が
受け入れやすく、またイメージが湧きやすく、被爆について広島が復興を遂げる様子を後
世に語り継ぐ上で貴重なものになるに違いない。
昭和20年（1945年）8月6日午前8:15に世界初の原爆が投下されたが、当日のわずか約6
時間後には水道部により牛田水源地の予備発電機でポンプを動かし給水が開始され、
また山陽本線広島―西条間で列車が運行開始、7日には中国電力の復旧作業により一部
の地域で送電が開始。2日後の8日には建物が残っていた日本銀行広島支店で12の銀行
が集まり業務が開始された。3日後の9日にはバスの運行が広島駅―宇品間で開始され、
広電の市内電車が女学生を運転手に己斐―西天満町で復旧となった。当時の被爆電車
は今でも現役で走っている。商工業も福屋を始め、第一産業（現エディオン）、いづみ、東
洋工業（現マツダ）も復興に向かって動き出した。また、忘れてならないのがカープの誕生である。市民の心の拠り所
でありカープの存続の危機には市民のたる募金によりカープが存続した。復興により百メートル道路（平和大通り）
が作られ、後に平和の尊さを喜び合える祭りとしてフラワーフェスティバル（1977年から）が始まった。マンガには、
初めて知るエピソードも多く、復興を成し遂げた人々の強い気概が伝わってくる。今でも震災の自治体が広島の復興
を手本にしているそうだ。このマンガを是非読んで原爆からの広島の復興を後世に語り継いでほしい。（田村淳）

平和資料館にも文献にも、原爆の悲惨さはあっても、復興の記述は殆どありません。中国放送
では、復興を成し遂げた広島市民の気力、勇気、責任感のドラマを、マンガにまとめ、出版しま
した。作画は手塚プロダクション、小学館からの全国発売です。

「原爆から蘇ったヒロシマの木と証言者の記憶」
被爆樹を知っていますか？広島市では、爆心地を中心に約２㎞圏内の５８カ所、約１７
０本の樹木を「被爆樹木」として認定しています。その身に原爆被害の傷痕を残した被
爆樹。原爆後の厳しい状況を生き抜いてきた広島の人々に、再生のシンボルとして希望
を与え続けている被爆樹。本書は、原爆被害を受けながらも７０年以上生き続けてき
た被爆樹を１本１本訪ね歩き、その木について紹介するとともに、被爆当時の記憶のあ
る方々や被爆樹を守っている方々のお話しを伺ってまとめております。

書籍紹介

書籍紹介

読者プレゼント
詳しくはP20へ

まんがで語りつぐ広島の復興／企画・立案 中国放送

被爆樹巡礼／杉原梨江子著

読者プレゼント
詳しくはP20へ

想像してみてください。黒焦げになった幹や根元から、新芽が出てきたところを。その小さな緑
色の芽はどんなに輝いて見えたことでしょうか。大きな洞や火傷跡の残る木々、木を守る工夫
がされ、人の思いが伝わってくる木々。ぜひ会いに行って見てください。（文筆家 杉原梨江子）

（株）小学館クリエイティブ
1800円（税別）

（株）実業之日本社　1700円（税別）

中国放送
からの
コメント

著者から
一言

うろ
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平成27年度 春季役員懇親会
Report

大竹美喜会長

越智光男広島大学学長

湯﨑英彦広島県知事

平田修己広島県議会議長

児玉幸治副会長

松尾康二副会長

2015年5月27日(水) 東京ドームホ
テル 天空の間にて、東京広島県人
会「春季役員懇親会」が、約２００名
の出席をいただき開催されました。
大竹美喜会長は、地方創生、若者人
材育成、中高年の知恵を生かすを
キーワードとして広島県との連携を
めざすとの抱負を述べられました。
そして紫綬褒章を叙勲された越智
光男広島大学学長、長年広島県議
会議長を務められた林正夫前県議
会議長にご登壇していただき、お二

人にスピーチを頂きました。湯﨑英
彦広島県知事は、地元経済はゆる
やかに景気回復してきており、バ
レーボール・JTサンダース優勝、女子
ホッケー・コカコーラウエスト優勝
とスポーツ界での活躍など、明るい

話題を挙げながらご挨拶をされま
した。また、東京広島県人会に東京
に出てきた若者を少しでもいいから
広島に返してほしいとジョークを交
え話されました。平田修己広島県議
会議長は、井桁状の高速道路ネット
ワーク完成に触れ、地域の活性化
に大きく貢献することを期待してい
ること、さらにマツダは好調であ
り、カープについてはこれからの活
躍を期待したいと挨拶されました。
来賓の方々のご紹介に続き、東広島
市の乾杯条例に則り、児玉幸治副会

長のご発声のもと日本酒での乾杯
で始まりました。

会場のそこここで和やかな歓談の輪
が広がりました。そして石田広島県東
京事務所長より、広島県及び各市の
東京事務所転入者紹介があり、会場
からは歓迎の拍手が起きました。地元
広島の銘酒、三次市、世羅町からそれ
ぞれワイン、山豊さんからお漬物、尾
道のりこさんからラーメン、呉市から
旧海軍カレーカツ、ザ・ 広島ブランド
から数々のご協賛をいただき、会場で
存分に振舞われました。松尾康二副
会長の中締めの挨拶で終わりました。

県人会からは山豊さんの「お漬物」
をお土産としてお持ち帰りいただき
ました。 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） 

県人会情報

懇親会
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第20回 郷土広島を学ぶ　
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テーマ １.キャベツ産地の育成について ２.瀬戸内のクルージングについて

Report

小谷美紀政策課長

［左］荻野正博政策課長 ［右］小谷美紀政策課長 

（農林水産担当） （国土交通担当）

学郷会で広島県の農林水産業施
策の柱である「産業として自立でき
る農林水産業の確立」に向けた取
組をご紹介するにあたり、数ある取
組の中、キャベツはより身近な題
材ではないかと考え、今回のテー
マにしました。キャベツ産地の育成
は、大規模団地の整備や担い手へ
の集積、リレー出荷による周年供
給体制構築など、現在重点を置く
取組であり、モデルとなる事例だと
思います。発表後には、県人会の皆
様からの質問、ご意見などを頂き、
私自身も勉強になりました。良い機
会を頂きありがとうございました。

広島県で策定した「瀬戸内 海の道
構想」や瀬戸内を共有する７県で
設立した「瀬戸内ブランド推進連
合」において、クルージングは食・
アート・サイクリングなどとともに
取組の核の一つとなっていること
や、プレジャーボート・大型客船な
ど多彩な瀬戸内クルージングを楽
しんでいただく官民一体の取組を
紹介しました。広島県土木建築局
では社会資本整備，空港・港湾の
振興，都市計画，建築行政など幅
広い業務を行っていますが、特に
力を入れている取組の一つであ
り、県人会の皆様に瀬戸内の魅力

を再発見していただくきっかけにな
れば幸いです。

荻野正博政策課長

青年部の活動をご報告します。
カープ観戦（6月横浜スタジアム、8
月東京ドーム）、若手交流会（7月
Big-Pig神田お好み焼屋）を実施し
ました。
カープ観戦は優勝に向けて応援に
も熱が入りました。6月横浜スタジ
アムでの観戦は参加者が85名で
過去最高でした。試合はエルドレッ
ド選手のホームラン等でカープは
逆転勝ちして試合後の懇親会も多
いに盛り上がりました。8月東京
ドーム観戦の前に、「山田雅人語り
＆篠塚和典（巨人OB）、高橋健

（カープOB）トークショー」の講演
会があり興味深い話などを伺い大
盛況でした。東京ドームの試合も
カープは勝利して、今年のカープ戦
のイベントは3戦3勝となりました。
若手交流会は、40人集まり初めて

の参加者も半数近くいました。お
陰様で毎回、初参加の方が多数増
えており県人会員同士の交流が深
まっています。詳細は、以下のサイト
よりご覧ください。

青年部のつどい

青年部情報

NEWSNews
青年部 活動報告

学郷会

７月21日（火）１８時半より、広島県東京事務所にて開催されました。 

http://seinenbukenjinkai.blogspot.jp
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取材・文・撮影=津川博光

有限会社 濱口醤油第4 回

広島県 江田島

建長６年(1254年)信州の禅僧・覚心は、宋から径
山寺味噌(野菜を漬けこんだ味噌の一種)の製法を
持ち帰り、紀州・湯浅で村人に伝えました。その製法
が広まると、今度は桶の底にたまった液汁(溜)を調
理に用い、煮物などをおいしくする方法が見いださ
れます。これが「醤油（しょうゆ）」の発見です。いわ
ば日本の食文化の歴史を変える革命的大発見。こ
れを機に醤油は、塩分をおいしく摂取する手段とし
て使われるようになり、わが国独自の本格調味料へ
として発展していきます。「醤油」は、地域により好ま
れる味が違うといわれていますが、広島・江田島で
江戸時代から１６０年以上の伝統の味を守りなが
ら、日本人の食文化の変化に合わせこだわりながら
進化を続ける元気一杯のお醤油屋さんがあります。
今回は、濱口醤油六代目濱口督社長に
取材をしました。

広島市の南に位置し、広島湾に浮かぶ瀬戸内海4番目の
大きさを誇る島＝江田島。全国有数の牡蠣の生産地であ
り、温暖な気候を利用した柑橘類は全国的にも有名。ま
た江田島市は，明治時代に海軍兵学校が東京から移転
して海軍将校養成の拠点となっており、現在では，海上
自衛隊第１術科学校などになっています。また、旧海軍
兵学校の構内を見学することもできます。
その江田島で、プロの調理人が『瀬戸内海の逸品』と賞し
ているお醤油があります。江戸時代（天保年間）に創業し
160年余り醤油一筋の㈲濱口醤油さん。6代目の督社長
は、伝統の味に加え、東京の農業大学で学んだ知識を応
用し、「地元広島風の味をプロの人に使ってもらいたい」
一心で高品質の醤油の旨みを創出。今や有名ラーメン
店・人気料理店など濱口醤油を使っているお店は県内だ
けでも150店以上あります。全国醤油品評会で農林水産
大臣賞、食料産業局長賞などさまざまな種類の醤油製
造で受賞歴を誇ります。明治時代のレンガ壁と煙突が残
るお店では、小瓶1本からの小売
りもしており、江田島で新たな立
ち寄り場所として脚光を浴びて
います。

現在はプレーしていませんが
崇徳高校からラグビーを始
め、東京農業短期大学でも続
けました。今はテレビで観戦
するだけです。現在仕事以外
では消防団活動に時間を一番
使っています。（笑）

会社概要

濱口 督 社長 濱口 理香 夫人

「醤油」造り一筋160年。
全国醤油品評会入賞の常連！！
高品質にこだわり“江田島”から新風を巻き起こす。 

売
立

商標
社長から一言
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江田島の魅力とは？　 百年企業として事業継続している
秘訣と危機は？　　　　　　　３つあります。まず、第一に食べ物が美味しい！牡蠣、

鰯、いりこ等の魚介類はもちろんですが、最近では肉
類、卵、オリーブ、柑橘等脚光を浴びています。いずれ
も素材の良さが違うと思います。２つ目は観光で来島
されるなら旧海軍兵学校もぜひ見学して頂きたい。そ
して３つ目は、人柄も人懐こい人間が多いことです。

社長を引継がれた時のお気持ちは？
私は、大学を卒業し22歳で江田島に帰って来ました。
丁度バブル崩壊の時でしたが、生業(醤油)一本でやっ
ていく、副業はしないという信念で跡を継ぐことを決
めました。業界としては日本人の食生活の変化もあり、
年々出荷数量、製造工場数も減ってきていますが、こ
の仕事で食っていくと覚悟しました。

今重要だと思われていることは？
昔から日本の家庭の内で母親が家族の為に作ってき
たものが本当の和食だと思っています。最近、日本の
家庭内の食生活も変化してきていると思いますが、昔
から食べられている家庭料理を簡単に作れる調味料
を広めていきたいというのが、基本にあります。

商標である玉萬寿醤油は「玉のように意志堅く萬寿萬
寿励め」という、言葉が由来です。 あまり加工しすぎ
ず、健康で美味しい醤油本来の味を大切にすることを
方針としてきました。

事業継承してきた世代が常に次の世代の為に、今どう
するかという事を常に念頭に置き、その日その年を送っ
てきました。当社の一番辛い時期は四代目護が太平洋
戦争中長期間戦地に赴いていた時期だと思います。伝
え聞いた話では、家業の為という考えで祖母が中心に
なって皆が一致団結し危機を乗り越えたそうです。

厳しい競争下でこれからの企業が
発展するためには？

他の業界の事は分りませんが、日本人が日本で生き続
けていく為に必要な事はたくさんあると思います。その
事を仕事としていけば企業も社会から必要とされるは
ず。当社の場合は品質良い商品をつくる事を第一に考
えてやっています。醤油は日常生活で使用するものなの
でイメージや能書きはなるべく言わないように心がけて
いますし、包装等も飾りすぎないようにしています。

会社の特徴・強み・誇りとは？　
お客様に密着し最大限出来る限りお客様の要望に応
えることを第一に業務にあたっています。料亭やラーメ
ン店から微妙な味の要望があれば可能な限り私自身
がお店の厨房に入り味加減の調整をしてきました。そ
の結果製造している種類も50種類程あります。

江田島から見た牡蠣筏

海上自衛隊幹部候補生学校（旧海軍兵学校）

会社経営の基本方針・家訓とは？

10月1日は何の日かご存知でしょうか？
日本食には欠かせない万能調味料「しょうゆ」の日
なのです。農耕民族の日本では、昔は季節に合わせ
て生活を営んでいました。10月は収穫した農作物を
貯蔵・加工する季節でした。しかも10月は干支（え
と）で10番目の「酉（とり）」にあたる月。甕（かめ）の
形からできた象形文字である「酉」は「醤」にも「酒」
にも用いられています。昔は醤油造りも、新しい大豆
を原料としてこの時期に新しいもろみを仕込んだと
も言われています。これらの点から10月は醸造と極
めて深い関係の月であるため平成14年10月1日より
「醤油の日」となりました。

豆 知  識



http://hamaguchi-syoyu.com

濱口醤油はインターネットでも
お求めいただけます。

「醤油セット」を
１０名様にプレゼント
詳しくはP２０をご覧ください。

8 特集百年企業

新製品の苦労話や受賞製品の裏話
新商品の「愛情料理これ一本」は実は8年前に「さかな
の煮付け名人」という商品名で発売しましたがなかな
か売れず困っていました。広島本通の「ひろしま夢ぷら
ざ」に、味はうまいと思うがなかなか売れない、と相談
に行ったところ、改名を勧められました。　思い切って
商品名を変えたところ驚くほどお客様の反応が良くな
りました。品評会の受賞は、当然ですが各醤油蔵も自
信作を出品しているので、評価は紙一重だと思ってい
ます。また受賞したからよく売れるとは限りません。  
醤油は普段使い慣れたものが一番良いと思います。

これからめざす醤油づくりは？

醤油などの調味料は日常生活で使うものですが、健康
には影響が大きいと思います。高級品ではないけれど
も高品質にこだわり、適正な価格で提供できるよう努
力しています。私の考えとして、高級品風な高価格の
醤油を作るつもりはありません。

座右の銘
「身を捨てて浮かぶ瀬もあれ」。東農大時代のラグビー
部の恩師が良く訓話で話されていました。

後継者対策　　
生業として成り立つ事業にしていく事が後継者対策と
考えています。その為にしなければならない事を一つ
ずつやっていくそれが、私の使命だと信じています。あ
りがたいことに、我が家は代々第一子は男子が生まれ
ていると聞いています。

醤油づくりの良さと難しさとは？
醤油は大豆を小麦、食塩の原材料を微生物の力を借り
て作るものです。高品質の物を安定して継続して作り続
ける事は簡単ではありません。また、醤油は地域によっ
て好まれる味が違います。土地土地で違うローカルブラ
ンドの醤油を味わってもらうのも楽しいと思いますよ。

東京広島県人会への期待とは？
故郷から遠く離れた首都東京で頑張っておられる先
輩方には本当に頭が下がります。是非これからも広島
人として東京で活躍して頂きたいと思っています。

県人会の読者に望むこと
東京で頑張っておられる先輩方も大都会での生活に
疲れた時は、是非広島に帰ってこられてマツダスタジア
ムでカープを応援したり、RCCラジオを聞いたり、広電
の電車に乗ったり路地裏でお好み焼きを食べたり、流
川で一杯飲んだりして、広島人としての楽しみを味わっ
てもらいたいですねえ。

従業員構成は？
従業員は、家族4人と3人の従業員アルバイトの７名で
すが、労働保険、厚生年金などは加入しているものの
福利厚生はまだまだ十分ではないので改善するとこ
ろはたくさんあると思っています。

食料産業局長賞を受賞した
「おさしみ甘露醤油」の開発経緯は？
五代目の父勉が関東での見習いを終え江田島に帰って
きて製造を開始したのが発端です。普通の濃口醤油で
は麹を塩水で仕込みますが、この醤油は麹を生の醤油
で仕込んで製造しています。専門的になりますが、通常
二段仕込みという製法で作っています。

醤油タンク

社員の皆さん
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ひがしひろしま 夏の酒まつり
～ほろ酔い気分に酒をきく～
さる８月８日（土）・９日（日）にわ
たり広島ブランドショップTAUに
て、「ひがしひろしま　夏の酒まつ
り～ほろ酔い気分に酒をきく～」
が開催されました。語り手は東広
島市西条在住の広島杜氏組合・石
川組合長（竹鶴酒造株式会社）。
何故、西条が酒処になったのか？

灘、伏見が江戸時代から酒処で
あった理由は北前船の寄港地で
あったことに由来。船で大量に製品
を輸送でき、船による人の移動も簡
単に出来ました。江戸時代、蔵人は
季節労働者であり、杜氏を頭として
何十人もの集団が移動してました。
つまり現代の言葉でいえばロジス

ティックがインフラとして存在して
いたことのようです。さて、この理屈
を西条に当てはめると山陽本線と
なるそうです。たしかに西条が酒処
として認知されたのは明治以降で
すね。その他にも日本酒好きにはた
まらない薀蓄を沢山仕入れること
が出来ました。最後に、石川杜氏の
「世界で通用するものは、最もロー
カルなものである」という言葉が耳
から離れませんでした。
供されたお酒は、賀茂鶴、賀茂泉
料理はPaccio提供でした。

2015年8月15日、Hawaiiパール
ハーバーでの終戦70年記念式典
に、原爆の子の像のモデルであ
り、病室のベッドで折り鶴をおり
続けられた佐々木禎子さんの甥で
ある佐々木祐磁さん、広島から
Hawaiiに移民されたホノルル広
島県人会の皆さんと共に参加させ
ていただきました。当日は、戦艦ミ
ズーリで現地の方々と平和の祈り
を込めて日米の折り鶴を一緒に
折ったり、東京広島県人としてみ
んなで折った千羽鶴を届けて、な
んと戦艦ミズーリ内に展示して頂
きました。 あの時代には考えられ
なかった事と思います。夜の式典
には、広島県出身でHawaii在住
の相原勇さん、広島県出身で今、

最も活躍されている若手アーティ
ストのTEEさんも同席して頂き、
最後に平原綾香さんの『Jupiter』
の生歌と共に日本を代表する長岡
花火がパールハーバーの空に打ち

上げられました。 こうした平和へ
の想いはみんな同じなんだという
ことを強く感じました。世界中が平
和であり続けることを願います。

TAUイベント情報from TAU夏酒祭

（好澤一穂）

パールハーバー終戦70年記念式典参加 （ホノルル広島県人会）
WORLD ハワイ

語り手 石川杜氏 提供されたお酒

日米の折り鶴

（石原智弘）
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Sports

『８月６日（木）』ピースナイター（マツダスタジアム）
元祖カープ女子観戦記
被爆から７０年目を迎えた節目の
日、８月６日にナイターが行われる
のは３回目。カープは原爆で破滅し
た街の復興とともに歩んできた。何
度も様々な困難に合い、潰れかけた
カープ。広島市民の熱い思いが支え
となり今日がある。私の父は、晩年、
様々な記憶をなくしていたが、カー
プのこと（創設当時のことだが）は
忘れていなかった。「カープの監督
は白石よ！いかにゃあいけん。」とよ
く言っていた。広島人の生活の一部
であり、心の支え、希望であったの
だと思う。私たち自慢の、そして大
切な球団だ。この日は、「８月６日」
に対する多くの人の思いや歴史を
継承し、平和の大切さ、野球の試合
ができる、観戦できる幸せを感じ、
それを守るための行動が様々な形
で発信されていた。球場に入ると、
「平和のメッセージ」の記入場所が
あった。鳩の形のメッセージカード
に平和への願いを書く。これは、平
和首長会議に出席する国々に届け
られるそうだ。

試合前には、黙とうがささげられ、鳴
り物応援は自粛された。選手、首脳
陣全員が背番号「８６」のユニホー
ムを着用。胸に「PEACE」、背中に
「HIROSHIMA」の文字が入り、左
袖には慰霊碑に納められた原爆死

没者数297684
が入れてある。
帽子の横には平
和を表す鳩のロ
ゴが入れられ
た。平和への思
いを込め、セ・
リーグ公式戦で
は初めて、全選手と首脳陣が同じ番
号「８６」。試合前に配られた中国新
聞ピースカープタイムスには選手と
同じユニホームがプリントされてい
た。これを胸に当てると選手と同じ
ユニホームを着ているようだ。球場
全体が「ＰＥＡＣＥ ８６」に染まる。
二階堂和美さんの「伝える花」が球
場に響き渡る。

始球式は、平和祈念式典で「平和へ
の誓い」を宣言した小学生二人。（白
島小学校・矢野南小学校６年生）
「８月６日」を次世代へ引き継ぎたい
という思いが伝わる。この子たちが
未来なのだ。

独特のムードの中で始まった試合。
どの選手も、「選手だけでなく観て

いる方たちも平和を考える機会に
なってほしい。野球ができる喜びを
かみしめ、全力でプレーしたい」と
いう特別な思いをもっていたが、結
果にはつながらなかった。必死な気
持ちが緊張や力みを生じさせたの
か、エラーや早打ち、凡打が目に付
いた。広島の復興とともに歩んでき
たカープ。もっと泥臭く、最後まで粘
り抜き、かっこ悪くても一つの塁を
奪う姿勢を見せてほしかった。そう
しないと優勝への道は開けないと
感じた。
試合は残念な結果に終わったが、こ
のピースナイターが、核兵器廃絶や
平和について考えるきっかけになっ
てほしいという思いを、私たちは
しっかり受けとめ継いでいきたい。
球場のビジョン放映では、戦後70
年の広島復興の歴史が放映され
た。涙する人もいた。原爆や戦争は
遠い昔のことではない。行動しなけ
れば平和は保てないと気持ちを新
たにした一日だった。カープ、阪神の
選手の中には、平和公園にお参りし
たり平和祈念式典に参加したりし
た選手がいた。私たちも、いろいろ
な形で発信していきたいと思う。
カープの躍進を信じて！
（三次市在住　上野勢以子）

広島東洋カープ情報

スポーツ情報

提供 中国新聞社
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サンフレッチェ広島 佐藤寿人選手 インタビュー

そこはもう早くホームゲームで達成
したいです。今こうやって注目してい

ただけることが非常に有り難いです
が、まずチームとしての優勝争いを
見て欲しいなと思います。その上で
自分がどうだったかというところだ
と思うので。今年は３つ目のタイト
ルを取る大きなチャンスでもありま
すし、自分のゴールがそこにつな
がっていけるようにやっていかない
といけないと思っています。今年か
らレギュレーションが変わりました
ので２０１２年、２０１３年と味わっ
た優勝争いとはまた違った盛り上が
りを見せると思います。まずはチャ
ンピオンシップへの切符を掴まなけ
ればいけません。ストライカーとして
もっともっとゴールを積み上げてい
きたいですし、周囲の期待にしっか
り応えたいなと思います。

素晴らしいですね。逆に昨年が全然
ダメだったので、何年前からか関東
のファン・サポーターの人たちが凄
く多くなって、一瞬ホームなんじゃ
ないかというぐらいの雰囲気を感じ
る部分も多くて（笑）、だからこそ
やっぱりしっかり勝たないといけな

いなと。アウェイでもホームでやっ
ているような責任感というか、そこ
でもしっかりと勝たないといけない
んだという思いでやっていました。
今年は負けがなく、しっかり結果を
出していますが、それでも何か去年
が悪すぎたので、やっとチャラに
なったかなというぐらいですね。

アウェイにも関わらず本当にたくさ
んの人が来てくれて、対戦相手に比
べれば人数は少なくても、それを上
回ろうという雰囲気や、声を大きく
出そうという形で本当に一緒に
戦ってくれていることを凄く感じま
す。これからもたくさんの試合で一
緒にゴールや勝利の喜びを分かち
合いたいと思います。もっと関東の
ファン・サポーターが多くなるよう、
僕らがまず結果を出し、そして魅力
あるサッカーをしていきたいなって
思っています。あとやはり昨年ナビ
スコカップファイナルで悔しい思い
をしたので、次は是非タイトルを
取って喜ぶ瞬間を関東の多くのファ
ン・サポーターの人たちと分かち合
いたいなと思います。

サンフレッチェ広島情報Sports

（清水茂樹）

サンフレッチェ広島の絶対的エース、
佐藤寿人選手。今年はたくさんの個
人記録が注目されています。

その佐藤寿人選手にインタビューし
ました。

・Ｊ１通算150ゴール
・Ｊ１・Ｊ２通算200ゴール
・１２年連続二桁ゴール
・Ｊ１歴代最多ゴール（157点）

佐藤選手が一番大切に
思っている記録はどれですか。

東京のファン・
サポーターに向けて

今年は関東のアウェイゲームで
負けていません。
（関東で5勝2分け）

Ｊ１最多ゴールまで
あと１点です。

どれが一番と聞かれれば通算ゴール
数です。それもＪ１で１５０ゴールより
も、Ｊ１・Ｊ２合わせて２００ゴールで
す。なかなかＪ２での５０ゴールはク
ローズアップされにくいのですが、Ｊ２
での５０ゴールもやっぱり誇りを持っ
ています。１５０ゴールは中山雅史さ
んが達成していましたし、２００という
数字は非常に大きい数字だと思いま
す。自分で決断してＪ２でプレーし、そ
の中で個人的にも、チームとしても非
常に中身のあった1年だったと思いま
すし、そこがあったからこそ、２０１２
年のタイトルにも繋がったと思いま
す。Ｊ２での記録ってなかなか光が当
たりにくい部分でもありますが、僕はＪ
１での記録と同じ価値があると思って
います。もちろんそれが同じとは中々
言ってもらえないですけど、でもそれ
はプレーしている選手からしてみる
と、同じ価値があると思っています。

読者プレゼント
詳しくはP20へ（※2015年9月12日 現在）

佐藤寿人
「小さくても勝てる」（幻冬舎）

サイン入り1冊
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大崎なぎ太鼓保存会
大崎なぎ太鼓保存会は、瀬戸内海
のほぼ真ん中にある本土との架橋
がない離島、”大崎上島”の和太鼓グ
ループです。合併前の旧大崎町によ
り結成し、27年目を迎えます。
現在、小学生・高校生・社会人の30
名が在籍し、日頃は町施設にて週1
回の練習を行い町主催イベントや町
の産業である造船所の進水祝賀会
をはじめ地元事業所の行事、八幡神
社秋祭りでの奉納演奏等、年間12～
15の行事にて演奏をしています。
2010年には初代会長から代替わり
し、”第2章”となりました。26年間
で当会に在籍したメンバーは延べ
120名を越えますが、結婚や出産の
他、進学や就職･転勤などで島を離
れ全国各地でそれぞれ頑張ってい
ます。こういったメンバーとの絆や、
町民の暖かい支えが｢輪／和｣とな
り、昨年9月には町ホールにて25周
年記念公演｢和～Wa!～｣を行うこと
ができました。
来春1月の広島県人会懇親会パー
ティーという素晴らしい場で演奏で
きる機会をいただき大変感謝して

おります。大崎上島町という小さな
島をご存知ない方も、懐かしいと
思ってくださる方もいらっしゃるかも
しれません。皆様の心に響く演奏が
できるよう、そしてこれからも地域
とともに「大崎上島といえば、なぎ
太鼓！」と連想していただけるくら
い大崎上島の伝統になれるよう、精
一杯取り組みます。

大崎上島町

大崎なぎ太鼓保存会プロフィール

伝統芸能

●海と島の博覧会(広島県)
●広島県民文化祭(広島県)
●ニュージーランド壮行演奏会(大崎町)
●ニュージーランド公演(ウェリントン／広島県・大崎町事業)
●世界そば博覧会(富山県)
●国民文化祭・広島県代表(石川県)
●第1回日本の太鼓(千葉県)
●たまライフ'21(東京都)
●武蔵野市桜祭り(武蔵野市)
●第12回アジア大会(広島県)
●広島県奨励教育長表彰　受賞
●フィリピンチャリティー公演(ダバオ市･日本領事館)

●第１１回全国生涯学習フェスティバルｉｎ広島(広島県)
●中四国商工会連合会山口きらら博物産展(山口県)
●第1回豊田郡和太鼓の祭典｢豊太祭 ‘98｣(毎年参加)
●安芸灘6号海底送水管通水式(大崎町)
●とらいやる21(広島県/大崎上島町教育委員会)
●しまのわ２０１４オープニングイベント(宮島／大崎上島町)
●神田祭２０１５(東京都／神田明神)
●大崎上島サマーフェスティバル(毎年開催)
●中野八幡神社秋季大祭(毎年開催)の中･高生太鼓奏者の
　育成･演奏指導および実践
●大崎海星高校太鼓部指導(年3回発表)
●2016年1月東京広島県人会新春懇親会パーティ出演予定

上記の他、県内および近隣市町村のイベントや事業所式典での演奏、町内における各行事・文化活動に参加。

主な活動／1989年結成時から現在まで(　)内は事業の主体･開催地･開催形態等

・代表者：幸家 大（こうけ だい） ・会員数：30名(平成27年4月現在)

1989年、海と島の博覧会を機に神田明神将門太鼓より指
導を受け、郷土(旧大崎町)に新しい伝統文化を創造する目
的で結成。なぎ太鼓の｢なぎ｣は旧大崎町の町木｢なぎ｣のよ
うに天に向かってまっすぐ伸びる力強さと、瀬戸の「なぎ」の
ように平和で穏やかな、という意味から名付けられる。

大崎上島町
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福山出身者必見！！
心温まる“映画館の物語” 「大黒座」
広島県福山市にあった日本最古級
の映画館「シネフク大黒座」（2014
年8月閉館）で撮影された、心温ま
る映画館の物語「シネマの天使」が
10月31日より広島先行公開、11月7
日より全国公開が決定しました。取
り壊しが決まった劇場の雄姿を何
とか映像に残したいという劇場関
係者の熱い思いに、広島在住の映
画監督時川英之が応え本作が誕
生。閉館してから取り壊しまでの短
い期間に、オール福山市ロケで撮影
を敢行しました。キャストには透明
感あふれ話題作に次 と々出演してい
る新進女優藤原令子、今年『進撃の
巨人』に出演して勢いにのる本郷奏
多をW主演として、ミッキー・カーチ

ス、阿藤快、石田えり等ベテランが
脇を固め、広島県出身の及川奈央、
広島でカリスマ的な人気を誇るDJ
横山雄二等広島キャストも集結！
宣伝担当者も広島県出身という、
広島愛に溢れる作品です。物語は、
映画館スタッフと常連客達の様々な
思いが閉館に向かって交錯する様
子を美しく描き出します。館内に出
没する謎の老人、そして閉館後に明
かされる大黒座の秘密…。日本版
“ニューシネマパラダイス”!! 映画

を観終った後は昔映画館に行った
日々を懐かしく思い、映画館に行っ
てみたくなるでしょう。県人会の皆
様には是非スクリーンで観ていただ
き、涙していただきたいと思います。
（平成プロジェクト 宣伝担当 黒田麻衣）

Movie Review 映画「シネマの天使」

読者の声

10/31（土）八丁座、福山駅前シネマモードにて先行公開
11/7（土）ヒューマントラストシネマ渋谷他全国ロードショー
2015年／94分／日本／カラー／シネマスコープ／5.1chデジタル
公式サイト：cinemaangel.jp
  

新コーナー【読者投稿ページ】開設
VOICE

いつも楽しみにしています。
特にカルチャーが好きです。
新春パーティーにも毎年参加しています。
（横浜市Ｋ・Ｎさん）

一般社団法人としての第1号としての表紙は明るく、
内容もトピックスを押えた充実したものでした。
次号も楽しみです。（四日市市Ａ・Ｉさん）

内容が充実して面白いと思う。
「百年企業に学ぶ」は興味深く読ませてもらった。
（世田谷区Ｋ・Ｆさん）　　　　　

東京広島県人会NEWSの読者の方より要望があり、この度「読者投稿ページ」を開設することとなりました。
NEWSの感想、取り上げてほしい記事、広島県に関する情報等がありましたら20ページ記載のメールアドレス
または県人会住所までお便りをお寄せください。

カラーの写真が多く、いつもより更に読みやすくなっていました。
カルチャーのコーナーで「延長50回の絆」を採りあげており、
すぐに書店へ足を運びました。感動しました！
（杉並区Ｓ・Ｓさん）

初めてニュースを拝見しました。これから入会いたします。
まだ広島県を出て20年ですが、
出身者の応援もステキな活動と思います。
これから楽しみにしています。（青梅市Ｍ・Ｓさん）

NEW

東京在任時に青年部の集まりに
何度か参加させて頂きましたが、
より活動が活発な様子で嬉しく思います。
（枚方市Ｙ・Ｍさん）
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ゴルフクラブ

県人会ゴルフクラブ 大竹杯コンペ（第40回）
恒例の県人会ゴルフクラブ大竹杯
コンペ（第40回）が、5月20日（水）
京葉カントリークラブで開催しまし
た。昨晩からの雨もあがり、気温が
ぐんぐん上昇、さわやかな絶好のゴ
ルフ日和となりました。参加者43名
（うち女性5名）がOUT・INそれぞ
れ６組に分かれAM８：１４にスタート。
わきあいあいながら真剣に日頃の
腕を競い、全員無事ホールアウトし
ました。
優勝は小林博弥さん、準優勝は横
山麗吉さん。そしてなんと吉田幹夫
さんはエージ・シュートを達成されま
した！おめでとうございました！！吉田
さんは既に３０回以上も達成してい
るとのこと。全体的にも好スコアー
でＧＲＯＳＳ＝７０台１名、８０台９名、
９０台１９名とレベルは高く、当日の
県人会会員の平均スコアは、９５．４
でした。
プレー後の表彰式＆懇親パーティー
では、大竹会長の挨拶から始まり同
組でエージ・シュートを達成された吉
田さんの偉業を称えられました。皆

さんはゴルフ談義に花を咲かせなが
ら、楽しい時を過ごしました。世話人
の皆さまお疲れ様でした。
次回は10月２３日（金）飯能グリーン
カントリークラブで開催致します。

初参加の方も大歓迎です。是非多
数のご参加をお待ちしております。
お申し込みは東京広島県人会事務
局までお願いします。

世話人／竹本直

優勝

準優勝

エージシュート

小林 博彌

横山 麗吉

吉田 幹夫

73.2

73.4

74.4

84

89

78

10.8

15.6

3.6

小林博彌様

吉田幹夫様

優勝者コメント

エージ・シュート

同伴競技者の大竹さん、竹岡さん、吉田の３人で楽しいプレイをし緊張す
ることもなく、のびのびとプレイした結果、３９・３９＝７８でエージ・シュートを
達成することができました。今日現在（８月１９日）でエージ・シュートは３４回
達成しています。これからも精進してゴルフを楽しみたいと思っております。

喜寿の私が今日の幸運、パートナーと天候に恵まれ優勝できました。感謝
しております。有難うございました。これを機に、いつまでも元気に仕事や
趣味に行動できるように頑張ります。宜しくお願いいたします。

（津川博光）

クラブ

ネット名　前順　位 グロスハンディー
キャップ

たくさんの方から協賛の品を頂き、厚く御礼申し上げます。
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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

テニス同好会

テニス、ご馳走、ビンゴで満喫の夏合宿
８月２８・２９日の二日間、毎夏恒例の
広島県人会テニス合宿を中軽井沢
「すずかる荘（私学共済の宿）」専用
コートで行いました。２８日午後の雨天
予報の空模様も参加者の意気込み
のお陰で曇りをなんとか維持し、男性
５名女性８名の１３名によるダブルス
各人総当たり戦を４時間にわたり繰り
広げました。参加者の大多数は７０代
で最高齢者は８1歳の女性で益々の
パワフルな動きとプレーには恐れ入り

ました。優勝は米田さんで素敵な賞
品を獲得されました。テニスプレーを
１６時ごろ終えて入浴後、宿の大食堂
での楽しみな夕食会となり、腕のいい
料理長が誠意を持って調理してくれ
た数多くのご馳走がテーブル狭しと
並んでおり、食べきれないと心配をし
ている面 も々おりました。夕食後は、会
場を移して参加者全員が持参した景
品を並べての大ビンゴ大会を開催し、
リーチ、リーチの声が飛び交い楽しい

時間を過ごしました。翌朝は早朝から
雨のため予定のテニスゲームは中止
し早めの解散となり大変残念でした。 
（三村正勝）

世話人／藤瀬活子

カラオケ同好会

カラオケ同好会へのお誘い！
みなさんこんにちは。現在微力な
がらカラオケ同好会の世話人補佐
をさせていただいております。今
年のカラオケ同好会の活動は2
回。6月27日（土）故松島和夫さん
追悼カラオケ大会を盛大に開催し
ました。次回は12月に忘年会を予
定しています。県や各市の皆さま
にも参加頂き良き交流の場にも
なっています。カラオケ同好会に
登録されている多くの方にまだま

だお会いできていませんので今後
は皆さんが参加できるように工夫
していこうと思っています。ご案内

の際は皆様お誘いあわせの上、
奮ってご参加お願いいたします。
（賀川一美）

世話人／光増清

陶芸同好会

無心になって粘土と遊び、うつわを作る！
そして、お仲間との良き語らい。
「今日は原宿に行くけえ」隔月に一度、
竹下通りの若やいだ喧噪を通り抜け
て日本陶芸倶楽部での陶器作り。２
時間ばかり無心に土と格闘します。土
はなかなか思うようには形を作ってく
れません。茶碗にしようとすると背が
低いままだったり、皿状にしようとす
ると茶碗だったりで、「まあいいか。こ
れも味だよ」と自らを納得させるのが

常。いつも歪な形のまま終えてしまい
ます。でもその間の真剣な土との格
闘がたまらなくいいものです。すべて
を忘れ、ひたすら指を動かすだけ。会
員ひとりひとりが熱心に子供のように
土を締め、寄せ、叩き、思い描く形にし
ようとして土に思いを込めている姿は
崇高にさえ思えるものです。写真の作
品？は織部風あくまでフウですが、形

を崩してみました。これがまた難しい。
整った形よりずっと難しいものでし
た。整った形はそんなに数多い種類は
ないでしょう。しかし崩すとなるとそ
の形はほぼ無限。美しい歪さがどこに
あるのかまったく分らないということ
を思い知らされた作品となりました。
これからも思う形を求めて土いじりを
楽しみたいと思います。（水口幹夫）

世話人／児玉裕司

先生を囲んで
水口幹夫さん



16 広島情報

７月２３日（木）に、外務省飯倉公館
において駐日各国大使館，駐日外国
商工会議所関係者等の皆様をお招
きしてレセプションを開催しました。
このレセプションは，外務省が自治
体との共催により実施している『地
方創生支援「飯倉公館」を活用した
発信事業』を広島市と共同で実施す
るもので、広島が有する多様な魅
力・観光資源について，海外への情
報発信の強化を図るために実施しま
した。当日は、約９０の国・地域の駐
日大使等約３００名の御参加があ
り、大盛況でした。冒頭，湯﨑英彦広
島県知事から、「広島県には，まだま
だ知られていない魅力がたくさんあ
るので、本日は、広島の伝統の魅力
をお楽しみ頂くとともに、新たな魅

力を発見して頂きたい」と呼び掛け
ました。また、岸田文雄外務大臣か
らは、挨拶の中で、Ｇ７外相会合を
来年の４月１０日と１１日に広島で開
催することが発表されました。レセ
プション会場には、広島の企業・団
体の御協力により、広島が誇る伝統
文化や県内企業、特産品等を紹介す
る様々なブース等が設けられるとと
もに、ステージでは広島の伝統芸能
である神楽の舞い等が行われまし

た。また、レセプションに先立ち，広
島の魅力新発見をテーマとした観光
セミナーを開催し、各国駐日大使を
中心に１００名の参加がありました。
セミナーでは、スノーボードアルペン
選手で広島県ひろしま観光大使の
竹内智香さんとＮＰＯ法人雁木組
理事長で広島市ひろしま観光大使
の氏原睦子さんに広島の魅力につ
いて御講演頂きました。

駐日大使に広島の魅力を発信！
TOPICTOPIC

広島県からのお知らせ

地方創生の一環で、地方への新しい
ひとの流れをつくるため、広島県で
は，大都市圏を中心に多く存在する
経営などのプロフェッショナル人材
の県内中小企業等への還流を促進
しています。具体的には、県内の中
小企業等が、新規事業や海外現地
事業の立上げなど，企業にとって売
上増や新たな販路開拓につながる
取組に貢献する人材を求めていま
す。新たな商品・サービスの開発，そ
の販売や、個々のサービスの生産性
向上などの具体的な取組を通じて、
広島県の中小企業等の業績アップ
に意欲を持つ方、是非、広島県産業
人材課まで連絡ください。
（TEL：082-513-3428）

プロフェッショナル人材を求めています！
TOPICTOPIC

広島県からのお知らせ

広島情報

プロフェッショナル
人材

人材紹介会社

地域金融機関

受入企業

広島県内
中小企業等

中小企業等経営者の
求人ニーズの顕在化

プロフェッショナル人材に対する
機運醸成

コンシェルジュ機能（相談窓口）

関係機関を構成員とする
協議会運営

新たな商品・サービ

スの開発、その販売

の開拓や、個々の

サービスの生産性

向上などの具体的な

取組を通じて、企業

の成長戦略を具現

化していく人材

相談等

求職登録

プロフェッショナル
人材戦略拠点（仮称）

人材の
還流

人材のニーズ

※１０月には人材還流の支援をより強力に進める「広島県プロフェッショナル人材戦略拠点」を
　全国に先駆けて設置します。

（具体的ニーズの特定）
連携

マッチングサービス

成長のための戦略策定
事業計画支援

大都市圏を
中心とした人材
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広島県・宮城県共同
定住フェア開催！
上質な都市環境と、door to door
で１時間の圏域に別世界の海・山・
川の自然。日常生活の中で都市と
自然が融合するライフスタイルのバ
ランスの良さは、まさに“奇跡の黄
金比”。そして、多様な地域資源を
活用し、様々な人とつながって、新
たな挑戦を始めることができます。
地方移住は人生の中の大きな決断
ですが、広島はあなたの挑戦を全

力で応援します。なお、今回の定住
フェアは宮城県と共同で開催しま
す。高次都市機能を有する政令指
定都市を抱えた地方ブロックの中
心県であることや、都市と自然が近
接しているなど、共通事項が多い
広島県と宮城県が連携し、従来

の「田舎暮らし」ではない、『都市と
自然の近接性』を活かした、地方で
の暮らしの魅力をご提案します。あ
なたの新たな暮らしがきっと見つ
かる定住フェアに、ぜひ、お越しく
ださい！

TOPIC

県営住宅入居者募集！
広島県では、年３回、県営住宅の定期募集
を実施しています。広島に戻ってのびのびと
子育てしたい方、老後は広島でのんびり暮ら
したい方等、広島で暮らすことをご検討中の
皆様からのご応募をお待ちしています。今
後は、10月・2月募集を予定しております。家
賃は世帯の収入状況に応じて、1万円台か
ら6万円台となっております。県営住宅の所
在等、県営住宅の詳細は県のホームページ
(※1)をご参照ください。なお、入居には収入
の制限など一定の要件があります。詳しく
は、広島県住宅課(℡082-513-4171)まで
お問い合わせください。

TOPIC
広島県からのお知らせ

TOPICTOPIC
広島県からのお知らせ

県営舟入住宅3号館(※2)

（※1）県営住宅入居者募集の御案内（広島県ホームページ）http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/108/1182992095227.html
（※2）写真はイメージ図で、この住宅を募集していることではありません。

区分 県営住宅募集一覧の配布・ホームページ掲載開始予定日 申込受付(予定)期間（最終日消印有効）
6月募集
10月募集
2月募集

平成27年6月16日（火）
平成27年10月13日（火）
平成28年1月25日（月）

平成27年6月23日（火）～平成27年6月25日（木） ※終了
平成27年10月20日（火)～平成27年10月22日（木）
平成28年2月1日（月)～平成28年2月3日（水）

［期間］
［場所］

平成２７年１２月２０日（土）１１：００～１６：００
東京交通会館12階 カトレアサロン
　　　　　

東京都千代田区有楽町２-10-１

お問い合わせ 広島県地域力創造課
TEL０８２-５１３-２５８１
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広島廿日市高校

廿日市高校創立100周年
桜尾同窓会関東支部記念懇親会開催(平成27年5月30日)
去る5月30日、「クルーズ・クルーズ
新宿」にて、本年創立100周年を
迎える廿日市高校の同窓会関東
支部記念懇親会が、盛大に開催さ
れました。司会は卒業生で芸能界
や料理研究家としてご活躍の中西
しほりさん。100年の歩みを紹介
するビデオの上映や、11月21日に
広島で開催される100周年記念式
典、また卒業生寄附による新しい
校門(桜尾門)の制作の模様をご紹
介頂きました。また今回は卒業生
スピーチとして、作曲家の都志見隆
さんと、映画監督で東京藝大大学
院教授の諏訪敦彦さんに御登壇
を頂きました。都志見さんは廿高
卒業後単身アメリカに渡り修業。

帰国後は作曲家として
著名なアーティストへの
多くの名曲を世に送り
出され、現在も精力的に
作曲を続けられている
お話を頂きました。ま
た、カンヌやロッテルダ
ムでの映画祭で受賞経
験もある諏訪さんは、日仏合同作
品の制作秘話から、担任の先生に
映画をやめろと言われた廿高時代
のお話も披露。更には高校時の自
主制作映画の上映も頂きました。
抽選会では、日本オリンピックアカ
デミー理事の舛本支部長ご提供
による世界のオリンピックグッズを
始め、100周年記念品、有志によ

り寄せられた広島の名産品、企業
協賛品等が皆に行き渡りました。
最後は全員による校歌斉唱で盛
大に幕を閉じました。廿高同窓会
関東支部は来年の101周年、そし
てこれからもずっと、卒業生の温
かいつながりの場を提供し続けて
いく所存です。（高田雅宏）

同窓会

全国高校野球選手権100周年記念大会開会式参加
広島中学（広島一中・現 広島国泰寺高等学校）
全国高校野球選手権大会は100周
年を迎えるにあたり、その起源を思
い起こそうと開会式の入場行進に
第1回大会の出場校１０校の代表
がその列に加わり、広島中学（広島
一中・現　広島国泰寺高等学校）
が復刻ユニホーム（RIJO）で参加
しました。第1回大会に参加した広
島中学は初日の第一試合に鳥取中
学と対戦し、そのとき、4番の中村
選手が放ったホームランは、第1号
ホームランとして今でも球史に刻ま
れています。そんな歴史を持つ本校
の同窓会は、広島での鯉城同窓会
とともに関東でも鯉城東京同窓会
として活動をしており、年に２回（５
月と１１月の第２水曜日）、同窓会を

行っています。同窓会では、各分野
で活躍している卒業生がその経験
に基づく話を卓話として披露し、参
加者も年々増えている状況です。県
人会ホームページの同窓会案内
「鯉城東京同窓会」でも紹介してい
ますので是非一度ご訪問ください。

同窓会

広島国泰寺高校同窓会

第80回二水会を開催します

日時：11月11日（水）18：30～20：30
場所：原宿 （財）水交会
　　（東郷記念会館1階）

※二水会は毎年5月と11月の第二水曜日に
　開催する卒業生の卓話そして懇親の場です。
   一中の先輩方から、若き国泰寺卒業生まで、
　一堂に会する楽しい時です。
   お誘い合わせの上、出席ください。

提供 中国新聞社
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はまらいん 恵比寿本店

東京都渋谷区恵比寿南１-４-４ 
TimeZone小町ビル４階
TEL03-3760-0255 
営業時間17：30～23：30
（ラストオーダー23：00）
不定休日あり

恵比寿駅西口から歩いてすぐ、既
に県人会カード優待先となってい
るお好み焼「ぶち」の姉妹店です。
“鉄板焼・広島お好み焼”をメイン
に瀬戸内＋三陸の漁港直送の新
鮮な魚介類や、農家さん直送の旬
の採れたて山の幸を味わえます。

「ぶち」流のお好み焼や広島牛のす
じポンなど、こだわりの食材を使っ
た定番料理からオリジナルの創作
料理までメニューは豊富です。
鉄板に面したカウンター席のほか
にテーブル席もあります。会社帰り
に一人ちょい飲みで使うも良し、仲

間でワイワイ飲むのも良し。２０人
～４０人までであれば貸し切りも可
能だそうです。デートや接待にも
使える大人の隠れ家的な雰囲気の
お店ですので、ぜひ県人会カード
を持って「はまらいん」に行ってみて
ください！

SHOP 鉄板焼・お好み焼

瀬戸内×リアス～ Teppan KITCHIN ～
SHOP

本日の瀬戸内食材から
一品サービス

お好み焼き 広島牛すじポン

東京広島県人会カード 特 典

お好み焼きベイビー
鉄板劇場

新宿駅から徒歩5分、広島「鉄板劇
場」と称した個性的なわくわくする
お好み焼き店が誕生しました。広島
市安佐南区出身で役者でもある店
主深来さんが、本物の広島の味を
身近に感じてもらおうと食材・野
菜・焼き方にこだわり、即興の演劇
も楽しめます。カープソースを使っ
たお好み焼きはもちろん、豊富なサ
イドメニューの中でも広島ハーブ
鶏の柚子胡椒焼き、ネギ月見ベイ
ビーは抜群！　東京では入手困難
な広島の地酒も多数。場所柄欧米
人のリピーターも増え、世界へ広島
の味を発信しようと考えている店
長の小梶さんは「世界各国のお客
様が笑顔で帰れるお店を目指して

いる」と笑顔で話してくれました。
広島が恋しくなったら気軽に訪ね
てみんさい！

SHOP 鉄板焼・お好み焼SHOP

宮島ビール1本または、
広島地酒1杯サービス

東京広島県人会カード 特 典

東京都新宿区歌舞伎町1-17-4
ポケットビルB1F
TEL03-3204-1333
月～土17:00～5:00
（ラストオーダー 4:00）
日・祝12:00～23:00
（ラストオーダー 22:00）
定休日 第4月曜日

店舗情報

店舗情報
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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

五穀豊穣の秋の季節になりました。
まだ紅葉には早いかも知れません
が。さて県人会ホームページもスマホ
ユーザーが増加していることを考慮
し、スマホでも読み易くなるようホー
ムページをスマホ対応いたしました。
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。

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face-
book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

被爆後「7０年間草木も生えない」といわれていた広島市ですが、被爆してもなお生き続けてきた「被爆樹」が現
在約１７０本あることを今回知りました。表紙の写真は生き証人として核兵器の恐ろしさとヒロシマを繰り返
すまいと伝えている「被爆樹」の中の1本「クスノキ」です。昭和48年に「クスノキ」が“原爆でもいち早くよみが
えり、市民に復興への希望と力を与えてくれた”ことが理由で「広島市の木」に選定されました。目に見えないパ
ワーが伝わってくるようです。私たちは「被爆樹」を大事に守り存在の意義を後世に伝えなくてはなりません。
８月6日開催の第97回全国高校野球選手権大会は戦争で一時中断するも創設100年目の節目を迎えま
した。第1回に出場した広島一中、現在は国泰寺高校の代表が復刻ユニホームを着て先輩への感謝の気
持ちをいだいて行進したそうです。野球を楽しめる時代に生きている私達は、まさに感謝、感謝です。当
日マツダスタジアムでもカープの選手が背番号８６の特別ユニホームを着用して平和への願いと慰霊の
気持ちを胸にプレーしました。次世代にヒロシマを語り継ぎ、伝えていく使命感を改めて痛感しました。
東京広島県人会・名誉理事の阿川弘之氏がこの夏ご逝去されました。数々の戦争文学で知られその作品群は
「昭和史の貴重な遺産」として文化勲章を受賞されています。広島県名誉県民、広島市名誉市民であり、作品を
通じて故人の故郷広島への思いが末長く受け継がれていくことを広島県人会の一員として強く願っています。
広響「平和の夕べ」コンサートが世界最高峰のピアニスト、マルタ・アルゲリッチ氏を迎えてサントリーホール
で盛大に開催されました。天皇・皇后両陛下もご鑑賞され美しい音色が祈りと願いのハーモニーとして胸に
鳴り響き、会場は幸福に包まれました。地球上で戦争のない世界に一日も早くなりますように。（重本ゆり）

♦

♦

♦

♦

東京広島県人会ニュース 第52号
第17巻 第2号 平成27年（2015年）10月14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／大竹美喜
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

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。上記メール
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52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11月30日（月）《当日消印有効》応募
方法

（株）小学館クリエイティブ

名様555名様1010名様1010

「まんがで語りつぐ
広島の復興」 
中国放送 （株）実業之日本社

「被爆樹巡礼」
杉原梨江子著

名様11

幻冬舎

「小さくても
勝てる」
佐藤寿人著

サイン
入り

醤油セット
（協賛／有限会社濱口醤油）
商品はこちらからも
お求めできます
http://hamaguchi-syoyu.com




