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会員の皆様には家族お揃いで佳い年を迎えられたこととお慶び申し上げます。昨年を振り返ってみますと、
サンフレッチェ広島のJリーグ年間チャンピオン・FIFAクラブワールドカップ3位、そして世羅高校が駅伝男
女アベック優勝の偉業を成し遂げ、故郷・広島出身者として誇らしく思えた快挙でした。また、マツダの2年
連続カー・オブ・ザ・イヤー受賞は、私たちにも元気と希望を与えてくれました。本年も、東京広島県人会とし
て皆様と共に故郷・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上げます。

一般社団法人東京広島県人会 会長　大竹美喜

新年あけましておめでとうございます

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
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クラブワールドカップ世界第３位！
「広島」の名を世界に
　

P10P7
カープが優勝するために必要なこと
北別府学氏呉市情報 ①呉海自カレー ②くれ絆倶楽部



2 県人会情報

平成27年度 秋季役員懇親会
Report

大竹美喜会長

大竹美喜県人会会長の挨拶に続
き、湯﨑英彦広島県知事からは、
「広島県は都市と自然がとても近い
ところが魅力のひとつであり、田舎
暮らしに価値観をもった人々に広島
県に住んでもらう」広島定住促進事
業について、そして「将来にわたっ
て、『広島に生まれ、育ち、住み、働い
て良かった』と心から思える広島県
の実現」を骨子とした、新たな広島
県づくりを推進するひろしま未来
チャレンジビジョンについてのお話が
ありました。是非、東京広島県人会
の方も広島に戻ってくださいと強い
要望で挨拶を締めくくられました。
平田修己広島県議会議長は、東京
広島県人会の皆さんに広島を応援

してほしいと話され、県議会訪問団
は、本県神楽団とともに中南米友好
訪問に参加し、広島の食や日本酒を
広く紹介するなど本県の魅力を発信
していきますと挨拶を結ばれました。
来賓挨拶の後は、政界からの出席
者紹介、広島県市町長紹介、地元招
待者紹介、他県県人会会長出席者
紹介がありました。
来賓の方々のご紹介に続き、東広島
市の乾杯条例に則り、角廣勲広島
県人会副会長のご発声で日本酒で
乾杯。会場のあちらこちらで和やか
な歓談の輪が広がりました。
また、広島ゆかりの中央省庁関係者
紹介、広島県議会紹介、広島県庁出
席者紹介があり、「ザ・広島ブラン

ド」「世羅ワイン」「三次ワイン」関係
者から一言スピーチをいただきまし
た。金井誠太広島県人会副会長の
中締めの挨拶で宴たけなわではあ
りましたがお開きとなりました。

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、呉市、福山市、広島市ザ・ 広島ブ
ランドから数々のご協賛をいただき、
会場にて振舞われました。 
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

2015年10月14日、東京広島県人会「秋季役員懇親会」を、約２００名の出席を
いただき東京ドームホテル「天空の間」にて開催しました。

平田修己広島県議会議長

角廣勲副会長

金井誠太副会長

湯﨑英彦広島県知事



岩部金吾さん(広島県人会副会長) 
県人会への思い&人生観
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「明元素」で素晴らしい人生を！！

故岡田元会長から「広島に少しでも
ゆかりのある人間であればだれでも
良いから誘ってくれ」と声をかけられ
たのが入会当初でした。最初４５名く
らいの会員数だったのが、年を追う
ごとに増え、ピークは３４００～３５０
０名だったと記憶しています。故岡田
元会長は、常 「々県人会は人数が多く
なければダメだ。日本一の県人会に
したい！」との思いがあり、私も率先
して増員してきました。　

故岡田元会長から「面白いことを考え
てくれ」と頼まれ、芸能人に声をかける
ことにしました。当時デビューの時か
ら懇意にしていた平尾昌晃や山本リン
ダなどの歌手に無料で歌ってもらって
いました。それ以降、芸能人の参加が
恒例化しました。基本は楽しい会にす
るにはどうしたら良いかなのです。

とにかく楽しく
来てよかったと
思ってもらうこ
と。そして喜ん
で広島の土産を
持って帰ってもらう。また、パーティー
で知らない人と人間関係ができ、

若手社員から会社（文化シヤッター
㈱）60年の歴史を正確に知りたいと
の話があり、周りを見渡せば歴史を
知る社員が残っていないことに気づ
き自叙伝として世に出すことにしま
した。60年の間には幾多の苦難が
ありましたが先輩方が一丸となって
乗り越えてきたから今日がある。私
の人生観もちりばめており、会社は
弊社グループの管理職全員に配布
したようです。

「一隅を照らす」。天台宗を開いた最
澄の言葉で、いるだけで周囲を明る
くできる人が仕事でも積極性を発
揮して目標に近づけると考え、自分
や人事評価の指針としてきました。

県人会の目的の一つは、相互扶助
にあります。3.11の東北地方太平洋
沖地震の際もお金を出し合って募
金したように何かあったらみんなで
助け合うことが必要。一般社団法人
化しても理屈ではなく、あくまで親
睦団体としてみんなで楽しい会にす
ることが前提です。70年近くの東京
広島県人会の良き伝統を失わず継
承してもらいたいと願っています。

インタビュー・文
津川博光

「明元素人生」  出版社:ゾディアック叢書

文化シヤッター株式会社 代表取締役会長
一般社団法人日本シヤッター・ドア協会会長

57歳で代表取締役社長となり
1997年(平成9年)代表取締役会長に就任。
今日に至る。

1932年(昭和7年)広島県呉市生まれ。
崇徳高校(旧制中学)・法政大学卒業。
原爆体験あり。

岩部 金吾氏

広島県人会の重鎮として
名実ともに会の発展に
寄与されてこられましたが、
入会当初はいかがでしたか？

懇親パーティーの思い出は？

県人会パーティーの意義とは？

このたび自叙伝「明元素人生」を
発刊されましたが、その経緯は？

座右の銘とは？

これからの広島県人会への期待は？

私が、文化シヤッターという会社の
経営に責任を持つようになってから
編み出した言葉で、「明るく元気で素
直に生きてこそ人生はより楽しい」
という意味。実はこの言葉を借りて、
一人ひとりの社員の意識の変革を求
めることで、弊社の風通しが良くなる
と思い積極的に啓蒙活動を行いまし
た。私の人生にはたくさんの恩人や、
薫陶を受けた教育者、会社の先輩・
同僚・部下などがいますが、なかんず
く、その素晴らしい人たちとの出会
いをもたらしたのは、私の人生観「明
元素」によるところが大きいと考えて
います。

「明元素」とは？

特別寄稿

人脈づくりの場となれば県人会の
輪が広がり意義は大きい。

岩部副会長                   故岡田元会長
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セーラー万年筆 株式会社第5回

日本で初めて万年筆を製造販売した会社は、広島
県・呉市が発祥の地であることをご存知でしょうか？
呉軍港にちなみ、『島国日本は海を越えて発展しなけ
れば』という思いで創業者・阪田久五郎が1911年に
会社設立、そして命名したのがセーラー万年筆。創業
105周年を迎えたこの老舗企業は、万年筆にとどま
らず日本初のボールペン製造やカートリッジ式万年
筆の特許取得、日本初のふでペンなど国内筆記具を
リードしてきました。現在は文具だけでなく産業用ロ
ボットも生産し、売上高構成は文具約７０％、ロボット
機器が約３０％となってい
ます。セーラー万年筆株式
会社（東京都江東区）の広
報担当者にお話をお伺いし
ました。

創業時の工員

創業者
阪田久五郎氏

《社是》
進歩的で高品質なセーラー商品により会社を
興隆し社会・文化の発展に貢献すること
《社訓》

《行動理念》
責任に生きよ

社是・社訓・行動理念

広島県 呉市
（天応工場）

お客様満足度の最大化
活気ある職場の構築
革新的な技術開発
永続性ある会社経営
独創性に富む商品の提供
信頼される企業集団の形成

Satisfaction
Activity
Innovation
Longevity
Originality
Reliability

取材・文=津川博光

創業105年。
呉が生んだ日本初の国産万年筆メーカー。
今や世界ブランドの『セーラー万年筆』が、
独自の技術と高品質で「ときめき」を与え続ける！！



5特集百年企業

TOKYO-HIROSHIMA KENJIN-KAI NEWS    NO.53 WINTER 2016

本社は東京ですが呉市に工場があります。
呉市との交流は？

呉市海事歴史科学館（愛称：大和ミュージアム）とはつ
ながりがあり、オリジナル製品を提供、また海上自
衛隊でもしばしば記念ボールペンをご採用いただいて
います。今後さらに呉市とのつながりを深めていきたい
と考えています。

他社にない万年筆の特徴・魅力とは？

他社との大きな違いは、ペン先に21金を使用している
ところです。万年筆のペン先は合金を使用しており、金
の含有率が大きくなればなるほど柔らかい筆致が得ら
れます。他社で多いものは14金、18金ですが、弊社では
1968年より21金ペン先を発売してまいりました。その
やわらかな書き心地は多くの方に愛されています。

「ものづくり日本大賞」優秀賞を
受賞した「有田焼万年筆」の
開発経緯とは？

有限会社佐賀ダンボール・石川社長が「世の中のど
こにもないものをつくりたい」という想いから、有田
焼の万年筆を作れないかと企画されました。丸善に
企画を持ち込み、そこでオリジナルの万年筆ならセー
ラーがいいとご紹介いただいたのがきっかけとなり、
製作を開始しました。有田焼という磁器と、万年筆の
ような精密さが求められる金属では、寸法の精度が
異なります。いかに磁器の寸法を正確にするか、そし
てそれに合わせられる金属加工をするかが、大変重
要でした。有田焼の名窯「香蘭社」「源右衛門窯」と約
２年をかけてできあがったのが世界唯一の有田焼万
年筆です。

日本の小説家で世界的な人気を誇る「村上春樹」
は、ヤクルトファンで1978年4月1日セ・リーグの開
幕戦(ヤクルト対広島)を観戦するため神宮球場の芝
生の外野席で飲んでいた。一回裏、ヤクルトの先頭
打者ヒルトンは来日初打席で初球、キレイな2塁打
を打った。その瞬間『そうだ、僕にも小説が書けるか
もしれない』と突然啓示のような不思議な感覚を受
け、試合終了後紀伊國屋で原稿用紙とセーラーの
2,000円の万年筆を買ったという。(村上春樹著「職
業としての小説家」より)。村上春樹のデビュー作は、
なんとセーラー万年筆で書かれていたのだ！

よもやま話

２１金のペン先

会社の特徴・誇りとは？
1911年、呉市の阪田久五郎が当時帝国海軍の将校が
イギリスから持ち帰った万年筆を初めて見たとき とき
めき を感じ、それを自分の手で作ってみたいと思った
ところからセーラー万年筆が始まりました。戦後の
1948年には日本初のボールペン製造・販売を、1954
年にはカートリッジ式万年筆の特許を取得、1970年
には産業用のロボット（射出成形品自動取出装置）の
製造販売を開始、また1972年には日本初のふでペン
を発売するなど、「常に新しいものに挑戦し続ける」の
がセーラーの特徴であり誇りでもあります。

常にお客様に満足していただける高い品質の製品を
提供し、信頼されるブランドとしての地位を確立したこ
と、及び新商品への挑戦によってマーケットを開拓し
てきたことが百年企業となり得た秘訣だと思います。

百年企業として事業継続している秘訣とは？

筆圧調節によりなめらかに書ける最新ボールペン「G-FREE」



東京広島県人会への期待、
県人会ニュース読者へ
お伝えされたいこととは？

各界の幅広い県人会の皆様に、セーラーが広島生ま
れのブランドであることをもっと知っていただき愛用
していただきたいと思っています。また、品質の高い
セーラー万年筆が広島県の誇りとなるよう今後とも努
力しますので、是非ご支援いただきたいと思います。

北海道洞爺湖サミット出席の各国首脳に
「有田焼万年筆」を贈呈した経緯と反響は？
有田焼万年筆は2007年に発売しましたが、その翌
年に北海道洞爺湖サミットがありました。佐賀ダン
ボールの石川社長が関係各所に働きかけをした結
果、日本政府から各国首脳への公式なお土産品とし
て選んでいただきました。イニシャルの刻印なども行
い、各国首脳お一人お一人のオリジナル万年筆として
贈呈いたしました。国内メディアや海外からも多くの
反響をいただき、セーラー万年筆のブランドがより
一層認知されました。

http://sailorshop.jp/

セーラー万年筆はインターネットでも
お求めいただけます。

（公式オンラインショップ）

「セーラー万年筆プロフィット21 」を１名様にプレゼント

詳しくはP２０をご覧ください。
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ロボット製品を開発の経緯と現状について
1967年、インクカートリッジの取り出し作業の自動化
を目的として、射出成形品の自動取出装置の開発に
着手したのがロボット製品開発のきっかけです。
1970年には外販を始め、事業部の業務が開始されま
した。以後、お客様の要望にお応えすべく技術開発を
進め、取り出し後の組立装置や検査装置等の高度な
技術を要する後工程機の設計・製造も行っておりま
す。現在は筆記具と並ぶセーラーの事業の二本柱の
一つとして重要な地位を占めています。ロボット部門
は最近好調を続けており、今後ともさらに伸ばしてい
きたいと考えています。

職人の目でペン先チェック 異なる３つの赤色でデザインされた還暦万年筆‐ＫＡＮ-

有田焼万年筆

RZ－Aシリーズ

■ブラック　中字
■ケース・カートリッジインク付き
■本体価格：20,000円

RZ－Aシリーズ

第24回日本文具大賞デザイン部門優秀賞受賞
ボトルインク「ストーリア」



呉海自カレーが大盛況！
門外不出のレシピ公開

Report 呉市情報①

呉市は明治時代から海軍の主要基
地として発展し、戦後は海上自衛隊
とともに歴史を歩んできました。こ
の度、その海上自衛隊に、各護衛艦
で食べられている門外不出のオリ
ジナルカレーのレシピを公開してい
ただき、市内を中心とした店舗でも
提供できるようになりました。それ
が「呉海自カレー」です。この呉海自
カレーは海上自衛隊呉基地所属の
各艦船で提供されているカレーの
伝統・秘伝のレシピを元に２１の飲
食店が忠実に味を再現し、各艦船
の艦長の認定を受け提供していま
す。また、提供店舗でカレーを食べ
て、オリジナルシールを集め、シール

の数に応じてもれなくプレゼントが
もらえる「呉海自カレーシールラ
リー」も行われています。平成２７年
４月３日からスタートし、呉のまちは
今「呉海自カレー」で大変盛り上
がっています。開始から9ヶ月で総
提供食数は9万食以上、シールラ
リーの全店舗達成者はなんと200
人以上にもなっています。また、昨
年の11月21日には、「呉海自カレー
グランプリ」が呉市宝町の大和波止
場で開催され、約3万人の来場者で
賑わいを見せました。このイベント
の売りは、なんとひとつのお盆に21
店舗すべてのカレーを載せて味の
食べ比べが出来ることでした。お客

様に味の食べ比べをしてもらい、一
番お気に入りだったカレーに投票で
きるグランプリ形式で実施しまし
た。２１種類全部を食べ比べ、ナン
バーワンを決めるグランプリでは、
クレイトンベイホテル（呉市築地町）
のレストラン「ソーニョ」の護衛艦
「いせ」のカレーがナンバーワンに輝
きました。さらに、呉海自カレーは、
今年の４月から新たに約１０種類の
カレーが加わる予定になっていま
す。さらなる盛り上がりをみせてい
る呉海自カレーを食べにぜひ呉市
にお越しください。

呉市主催「くれ絆倶楽部」を開催（in TAU）

呉に愛着を持った方々の交流を深め
ることを目的とした「くれ絆倶楽部」
交流会を、昨年１１月１１日（水）に広
島ブランドショップTAU３階（東京
都中央区銀座1-6-10）で開催し、７
０名余りの方にご来場いただきまし
た。当交流会は2回目の開催でした
が、一昨年を上回る多くの方にご参
加いただき、終始にぎやかな会とな
りました。くれ絆倶楽部オリジナル
ラベルを貼った地ビールの乾杯で始
まり、職員も呉らしさをイメージした

法被を着ておもてなしをしました。く
れマリンクィーン(観光大使)による
呉の観光PR、地域おこし協力隊の
宮川真伊さんによる島の紹介、ふる
さと納税の紹介、お笑いコンビ「磁
石」（うち1名は呉市出身）によるゲス
トトーク、クイズ大会等により、懐か
しい地元呉を思い出していただきま
した。また、地酒飲み比べや、呉出身
の若き起業家による生グラノーラや
名物がんす、呉海自カレー等など呉
の名産を提供させていただき、この

会を通じて首都圏在住会員の親交
が深まり、新たな出会いや交流が生
まれたことと思います。交流会に合
わせ、呉を大々的にPRしようと、１１
月１１日（水）～１５日（日）の５日間、
TAU1階で呉フェア「クレコレ」を開
催し、呉の特産品であるアイスもな
か、がんす、醤油、日本酒、爪やすり、
漬物等の販売を行いました。中でも
呉で大人気のメロンパン限定販売
は大変な反響で、店外まで長蛇の列
ができるほどの人気で、クレコレは
首都圏の方々に呉を知っていただく
絶好の機会になったのではないで
しょうか。呉を離れて暮らしている人
も、呉に戻りたいと思っていただけ
るよう、今後も相互交流を促進して
いきたいと考えています。

from TAU 呉市情報②  
News
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8 スポーツ情報

新年あけましておめでとうござい
ます。優勝を目標にペナントレース
を戦った昨シーズンは、関東でも
各球場で皆様から大きな声援をい
ただきましたが、残念ながら3年
連続のクライマックスシリーズ進
出を果たせず、大変申し訳なく
思っております。この悔しさを忘れ
ることなく、ペナントレース終了
後、来季の巻き返しに向けて、

チーム一丸となって秋季キャンプ
から厳しい練習に耐え、熱い気持
ちで取り組んできました。
今シーズンのキャッチフレーズ「真
赤激」のもと、情熱あふれるプ
レーで皆様に刺激的な野球をお
届けし、優勝を目指します。
今シーズンも引き続き熱い声援を
よろしくお願いいたします。

スポーツ情報

新年あけましておめでとうございま
す。昨季は皆様の熱い応援のおか
げで、リーグ戦でのプレーオフ進
出を果たし、１月の天皇杯では初
出場で準優勝することができまし
た。ありがとうございました。今季
はここまで苦戦が続いています
が、着実に巻き返しの手ごたえを
感じています。NBL最後のシーズ
ン、優勝を目指して全力を尽くして

まいります。今季のスローガンは
「共闘」です。関東での試合の際
は、ぜひ会場で共に闘っていただ
けますようお願いいたします。そし
ていよいよ、今秋から統一リーグ
「B.LEAGUE」が開幕します。我々
は2部での参戦となりますが、1部
昇格を目指して一丸となって闘いま
す。皆様のますますのご支援、声援
をお願いいたします。

新年あけましておめでとうございま
す。昨シーズンも関東圏の試合で
は、「東京広島県人会」の皆様にス
タジアムまで足を運んでいただき、
ピッチで戦う選手の後押しをいた
だきましたこと、心より感謝申し上
げます。皆様のスタジアムでのご声
援は、我々としまして大きな勇気と
力になっているものです。昨シーズ
ンの戦いは、これまでの皆様方のご

声援に少しは恩返しができ、広島の
代表としてのご報告が出来たものと
思っております。２０１６年シーズン
は、アジアとJリーグを平行して戦う
更なる厳しいシーズンとなります。
我々は広島の代表として、常に勝利
を目指して常に全力で戦って参りま
す。これまで同様、関東圏での試合
の際にはスタジアムに足を運んで頂
き、我 と々共に戦ってください。

緒方孝市 監督

森保 一 監督

佐古賢一 監督

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
　広島東洋カープ

サンフレッチェ広島

広島ドラゴンフライズ
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まさに紫上最強！更なる高みへ
～サンフレッチェ広島～
2015年シーズンは、１ｓｔステー
ジこそ３位に終わりましたが、２ｎ
ｄステージは13勝3敗1分で優勝。
その勢いでチャンピオンシップ決
勝も制し、２年ぶり３度目のＪ１王
者となりました。
シーズン前の評判は、高萩洋二郎
選手（現ソウル）や石原直樹選手
（現浦和）の移籍もあり、攻撃面の
再構築が懸念材料となって優勝
候補とする声は全く聞かれません
でした。逆に残留争いに巻き込ま
れる可能性も心配されていまし
た。確かにシーズン序盤は攻撃陣
の組合せは手探りの状態でした
が、新戦力のドウグラス選手と移

籍２年目の柴崎晃誠
選手の２シャドーが
フィットしてくると状況
は一変し、不安は完全
に払拭されました。エース佐藤寿
人選手も数多くのメモリアルゴー
ルを決めて攻撃を牽引してきまし
たが、今年は何と言っても浅野拓
磨選手のブレイクを語らずにはい
られません。残り３０分からの浅
野拓磨選手登場は「勝利の方程
式」となり、何度もドラマチックな
逆転勝利を呼び込みました。途中
出場が多い中でもベストヤングプ
レイヤー賞に選出されました。広
島からのベストヤングプレイヤー

賞受賞は2000年の森﨑和幸選
手以来となります。
自分たちのペースの試合をきっち
り勝つことは当然として、先制さ
れたり一方的に攻め込まれたりし
て苦しい展開となっても粘り強く
戦い勝ちに繋げる、他クラブを圧
倒する強さを見せてくれました。そ
の強さはまさに「紫上最強」と言え
るでしょう。（清水茂樹）

欧州王者のＦＣバルセロナ（スペ
イン）や南米王者リバープレート
（アルゼンチン）など各大陸の王者
が集まり世界一を決める「ＦＩＦＡ
クラブワールドカップ ジャパン２
０１５」に、開催国代表としてサン
フレッチェ広島が出場しました。１
２月１０日の開幕戦でオセアニア
王者のオークランド・シティＦＣ
（ニュージーランド）を２－０で破
り、３日後の準々決勝はアフリカ
王者のＴＰマゼンベ（コンゴ）を３
－０と圧倒。準決勝は０－１で惜
敗したものの強豪リバープレート
を苦しめ、３位決定戦ではアジア
王者の広州恒大を下して世界３位

となりました。
１１日間で４試合とい
うハードスケジュール
の中、茶島雄介選手や
皆川佑介選手などフレッシュな選
手が活躍。海外の強豪クラブとタ
イトルを賭けた真剣勝負ができた
ことは貴重な経験となりました。
会場の横浜国際総合競技場と大
阪長居スタジアムには各国のサ
ポーターが集まり、特にリバープ
レートのサポーターは遠く地球の
裏側のアルゼンチンから２万人が
駆けつけて話題となりました。そ
のリバープレートのサポーターは
サンフレッチェ戦の翌日に広島の

平和公園に２００～３００人訪れ
たそうです。サンフレッチェ広島と
サッカーを通じて世界へ広島の平
和への想いを発信できる、そんな
可能性を感じたできごとでした。
２０１６年はＪリーグ王者として、
４度目のアジアチャンピオンズ
リーグに挑みます。２月２４日から
グループリーグが始まりますので、
ぜひ注目して下さい！（清水茂樹）

サンフレッチェ広島情報Sports

クラブワールドカップ世界第３位！
「広島」の名を世界に
　

サンフレッチェ広島情報Sports

アルゼンチンから来たリバープレートのサポーターと
サンフレッチェのサポーター
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TV放映中！酒通を唸らせる広島女性漫画家の本
広島市出身の女性漫画家新久千映氏の描
いた「ワカコ酒」。現在テレビ映像化
（RCC、BSジャパン）もされているのでご
覧になった方もいるのではないでしょう
か。マンガの目次は居酒屋のメニュー風に
なっていてメニューの値段のところが
ページとなっている。1品（1話=1夜となっ
ている）は6ページくらいでちょっとした時
間に1話を読み終えることができる。主人
公のワカコは酒呑みの舌を持って生まれ
たらしく今宵も居場所を求めて一人でさ

すらう。仕事帰りに女一人立ち寄る店で
美味しい料理とその料理に合う酒類
（ビールや日本酒、ワイン、焼酎）を注文、
気持ちよさそうに飲んでいる。肉には赤
ワイン、魚には白ワインが合うことは知っ
ているが、私はとりあえずビールでつまみ
は適当に注文し、ビールを飲んだ後に日
本酒、焼酎にする飲み方だが、ワカコは料
理にどの飲み物が合うか心得ており、ワ
カコの飲み方（料理に合うものを注文す
る）には目から鱗の連続である。マンガの

注文の仕方をした飲み
方は、まさに通の域とい
える。料理に合うビール
や日本酒、ワイン、焼酎など自分のペースで
飲んで幸福な気分になったときに出る「ぷ
しゅー」という表現は不思議な表現だが、
ワカコなりの美味しかった、という至福に満
ち溢れた時の表現は印象的。ワカコの飲
みっぷりを見ていると自分も飲みたくなって
くるような漫画だ。広島の飲み屋もところど
ころ出てくるので親近感がわく。（田村淳）

針の穴を通すコントロールで達川捕手から
「精密機械」と呼ばれ一躍代名詞となり、3度
の日本一と5度のリーグ優勝に貢献した北
別府学氏が、20年以上も優勝から遠ざかる
今のカープに喝を入れる！ファンにとって胸
のつかえがとれるような本が出版された。
「なぜ優勝できないのか？」「優勝するために

必要なものとは何なのか？」をカープの黄金
期を支え、野球殿堂入りした元エースが、自
らの経験をもとにカープの課題と対策に多
角的に切り込み共感と納得感のある内容と
なっている。興味深いのは速球派ではなく、
甲子園にも出場しなかった宮崎のピッチャー
が、江川投手と最多勝で争い沢村賞も獲得

したのはどういう要因が
あったのか？また、コント
ロールが良くなる極意と
は？さらに社会人に巣立つ若者に対しての就
活アドバイスまで直言。カープ優勝に飢えて
いる人、往年のカープを知る中年、野球少年
など幅広い人にお勧めしたい価値ある一冊。

Book Review 「ワカコ酒」新久千映著

東京広島県人会の皆様、初めまして。漫画家の新
久千映と申します。私自身もかつて東京在住で
あったこともあり、広島の人はどこに行っても地
元愛が強いなという印象（自負）を持っています。
「ワカコ酒」は26歳の女性が一人でお酒を飲んで

おいしいものを食べて独り言を言うだけの漫画で
すが、広島の食べ物やお店をモデルにさせていた
だいている回もたくさんあります。広島にご縁の
ある皆様には、そんな場面に懐かしさを感じなが
ら、作品をご覧いただけると嬉しいです。

カープはなぜ優勝できないのか？
200勝元エースがチームに喝！！

Book Review 「カープ魂 優勝するために必要なこと」北別府学著

著者から一言
カープ人気は、広島だけでなく日本中に広がって
います。その人気や盛り上がりは私の現役時代よ
りも数段すごい！と思います。うらやましいと思う
ほどです。しかし、最後の優勝から20数年、生きて
いるうちにカープの優勝が見たいという年配の
方、またカープの優勝を見たことがないという声、
さらに私の講演会でもどうしたらカープは優勝で

きるのでしょうか？という質問を必ず受けます。そ
んな皆さんの声に応え必ず優勝できる筈という思
いからこの度、『カープ魂』という本を光文社から
上梓させていただきました。カープのOBとして私
を含めカープを愛する皆様に優勝を見ていただき
たい、そして何よりも選手たちにあの優勝の喜び
を味わってもらいたいという強い思いを込めて・・。

北別府学氏
（2012年野球殿堂入り）

読者プレゼント
詳しくはP20へ

「ワカコ酒」第６巻
プレゼント
5冊

読者プレゼント
詳しくはP20へ

北別府氏
サイン入り本
プレゼント
3冊

購入サイトは出版社のサイト
「光文社オンラインショップ」　
http://kobunsha-shop.com/で購入可能です。
また、アマゾンや楽天ブックスなどでも購入いただけます。

本文、著者の一言、
合算でもかまいません

著者から一言
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今なお輝き続ける奇跡の日本最高齢（85歳）ジャズシンガー
昨年は原爆の惨禍から７０年とな
る年でした。そして、財満光子さん
にとっても芸能界にデビューして７
０年という記念の年でもありまし
た。会員の皆様の多くは７０年前に
はまだ生を受けていないという方
も多いと思います。わたしたちが生
を受ける前から歌い続け、今も現
役でご活躍されている奇跡に体が
震えるような驚きを覚えます。まさ
に奇跡のシンガーと云うにふさわ
しい財満光子さん。
昨年も大活躍されました。春のフラ
ワーフェスティバルでは５万の観衆
を感動の涙で溢れさせて中国新聞
で絶賛され、８月は５日の被爆者
団体協議会で、６日には野外の特
設ステージで「平和への祈り」など

を被爆者の霊に奉げられました。
河屋町にお住まいだったおばさま
を原爆で失われているご自身に
とって、７０年の時を経て歌で霊を
弔うことができたことは感慨ひと
しおであった、良かったと言ってお
られます。原爆の日前後のご様子
は東京のＢＳ１１チャネルで特番と
して放映されました。南海放送でも
６日財満さんの半生を追って原爆
の日のステージ模様が放送され、
美しい歌声を聴くことができました。
また、孔子７５代目直系子孫の孔
健氏のパーティでは二胡との協奏
で一層輝く歌声を披露されたり、
あの漫画家松本零士さんとのコラ
ボといった幅広い活躍があった昨
年でした。

次の大きな目標は、東京オリンピッ
クで世界の人々を９０歳の歌声で
驚かせたいという壮大な夢。広島
県の宝として財満さんの夢をこれ
からも応援し
て行きたいと
思います。
（水口幹夫）

財満光子Singer

広島ご当地アイドルから全国区へ！
平成28年度県人会新春パーティー初登場
皆さま、こんにちは。初めましての方
もいらっしゃるかと思います。私たち
は、広島出身の3人組ユニット、まな
みのりさです。アクターズスクール広
島で出会った私たちは、2007年8月
にインディーズデビューをしました。
まなみのりさというグループ名の由
来は、3人の名前、まなみ、みのり、り
さを繋げて付けられたものです。7年
間、広島で活動した後、2014年４月に
拠点を東京に移し、間もなく２年を迎
えます。東京に来て感じたことは、こ
の街は本気で夢を追いかけている人
しか生き抜けないということです。た
くさんのアイドルグループやガールズ
バンド、シンガーがいて、その中で
残っていけるのはほんの一握り。自

分たちは何のために歌い、踊っている
のか、どんな存在でありたいのかを
改めて考えました。上京した当初は、
東京で私たちを知っている人がほと
んどいなくて淋しい思いや辛い思い
もしましたが、広島から遠征してライ
ブに来てくれる方や離れていても広
島から応援してくれる方が支えてくれ
たんです。本当に感謝しています。昨
年、テレビ朝日のアイドル番組「アイド
ルお宝くじ」に出演したことがきっか
けで、東京でも私たちを知ってくれる
方が少しずつ増えて、東京での一歩
を踏み出せたような気がしています。
そして、思うことは、東京で結果を出
して、広島で応援してくれている人に
良い報告をしたい、ということです。

今は、そのために頑張っています。広
島を離れたから分かる広島の温か
さ。広島に帰ったときに「おかえり」と
言ってもらえることの幸せ。これから
も、広島を大切にしながら、東京で頑
張っていきたいと思っています。広島
は、私たちまなみのりさが生まれた場
所。永遠に大切な故郷です。

まなみのりさ

財満光子さんステージ予定

Singer

サテンドール六本木にて)

2016年２月５日(金)18:00～
六本木ジャズレストラン
サテンドール
住所：東京都港区六本木4-11-5
アネックス六本木ビル 4F
TEL：03-3401-3080
FAX：03-3401-3066

プロフィール
2007年8月8日インディーズデビュー。
2011年12月、ホリプロ主催、
ご当地アイドルNo.1決定戦
「U.M.U AWARD 2011」
グランプリ受賞。
2016年3月26日、新宿ReNYにて
東京での5thワンマンライブ開催予定。
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ゴルフクラブ

東京広島県人会ゴルフコンペ例会(第41回)
紅葉が始まる昨年10月23日（金）
に秋の県人会ゴルフコンペ（第41
回）が飯能グリーンC.Cで開催さ
れました。参加者39名（うち女性6
名）がOUT・INそれぞれ5組に分
かれ９：０３にスタート。曇り空でした
が、風もなく手入れされたグリーン
でゴルフには最高のコンデション！
老若男女、日頃の腕を競いながら、
広島弁があちこちで飛び交う楽し
い1日でした。新ぺリア方式により、
優勝は眞野積さん、準優勝は小松
傑さん。女性の優勝は武田美枝子
さんでした。表彰式では新見ゴルフ
クラブチェアマンの挨拶と賞品の
授与のあと、懇親パーティーでは、
突然の指名によるイエス玉川師匠
の漫談で参加者全員笑いの渦とな

り大いに盛り
上がりました。
世話人の皆
さまお疲れ様
でした。また、
広島関連企
業や個人の

方から多数の協賛品をいただき、
厚く御礼申し上げます。

世話人／竹本直

優勝
準優勝

眞野 積
小松 傑

69.6
72.2

90
89

20.4
16.8

眞野 積 様
優勝者コメント もみじの色付き始めた飯能に奇跡が起こりました。

天候に恵まれ、メンバーに恵まれ、私が優勝できた
事です。この大会に参加して、早や10年以上にな
り、私の最も大事な会の一つとなりました。何より楽
しいのが、広島弁を話しながら故郷の美酒を堪能す
る事です。早く来年の春のコンペがこないかなー。

武田 美枝子 様

女性の部
優勝者コメント

秋のコンペで女子の部で優勝させていただきました
武田美枝子でございます。私自身は広島出身ではご
ざいませんがキャプテンを務めさせていただいてい
る、父吉田幹夫の、面目を潰さなかったので、安心し
ております。（笑）一緒に廻らせていただいた、相川
様、藤松様、川崎様、とても、楽しくリラックスして、プ
レイできたので、優勝できたのだと思います。ありがと
うございました。また春に皆様にお会いできる事を楽
しみにしております。（津川博光）

青年部・クラブ

女性の部 優勝 武田 美枝子 75.4 10327.6

ネット名　前順　位 グロスハンディー
キャップ

青年部では11月に東京ドームシティ
にて宇宙ミュージアム「TeNQ」
ツアー＆ボウリング大会を開催しま
した。TeNQでは近代技術による
演出に魅了され、続けて挑んだ謎
解きでは時間を忘れるほど夢中と
なりました。数年ぶりのボウリング
大会では約30名で団体・個人戦を
行い、一投ごとに歓声が湧き上がる

白熱の大会となりました。その後の
懇親会では豪華景品の表彰もあ
り、初参加の方も楽しく交流を深め
ることができました。ご協力頂きま
した皆様、改めまして感謝申し上げ
ます。来年の継続開催もふまえ、今
後も様々なイベントを企画予定で
す。詳細は青年部ブログをご参照く
ださいませ。 (久保田泰平) 

青年部のつどい
NEWSNews

青年部 活動報告 http://seinenbukenjinkai.blogspot.jp
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天野恵（あまのけい）と申します。広
島市西区出身です。小中高と広島大
付属で部活は管弦楽部です。大学
は桐朋学園大学でバイオリン専攻
です。そして今バイオリニストとして
活動させていただいております。
両親共、大のカープファンなので物
心ついた頃から自然にカープファン
になりました。実は私の父はバイオ
リン職人なんです。なので、娘が生ま
れたらバイオリニストにすると決め
ていたようです。その思惑通りに今
ここまできてる感じです。

CARP-girl-CARPブログの影響が
大きいと思います。カープが勝った
らカープのユニフォームを着た女の
子がヤッタ－！とポーズをきめた写
真を載せるサイトでした。それに良く
掲載されました。カープの応援をし
ていた女子はいっぱいいたのです
が、根っからのカープファンなので
カープについて話ができるのが私た
ち3人だったので良く取材を受ける
ようになりました。そして何年か後に
カープ女子になってました。

ある雑誌に掲載された時、神３（かみ
スリー）降臨と書かれて以来です。恥
ずかしすぎてこれは封印しておこうと
思いました（笑い）。あれ以来、取材は
神３でお願いしますと言われるように
なったんです。神３の１人、大井智保
子さんは、大学生の時に神宮球場に
応援に行っていた時に偶然出会った
んです。大井先輩は中高でやってい
た部活、管弦楽部の憧れの先輩なん
です。もう一人の古田ちさこさんは、
千葉県出身の方で、先輩がちさこさ
んと最初繋がったんです。そしてカー
プが好きな子なんて、東京にはほんと
うに珍しくて、すぐに意気投合しまし
た。それで３人が集まりました。

ホントによく叩かれるんです。カープ
ファンに。よく思われてないです。
「カープ使って何やってんだよ！この
３人！」てすごくよく言われます。
カープ女子とか言ってビジネスにして
いるとか、叩かれることも多いです
ね。でも私の夢の１つは、広島を盛り
上げたいんです。広島が大好きなん
です。それで広島県のお仕事が出来
るようになったのが良いことですね。
2014流行語大賞に選ばれた事は大
きいです。登壇させて頂いた経験は
本当に感謝しています。

外野席でスクワッド応援をひたすらす
るのが好きなんです。選手に声を届
けたいと言う思いがあるので、球場

に行く意味はそうゆうところにある
と思います。外野が一番好きです。

好きな選手は緒方さんです。子供の
頃から大好きです。緒方選手の背番
号付けて応援してました。でも今年は
ショックで。でも好きですね。今年す
ごく期待してたんです。今年の東京広
島県人会新年懇親会で挨拶されまし
たよね。良いスピーチでしたね。これ
はもしかしてと思い、聞いていて確信
に変わりました。今年はいけると。県
人会でまさかの緒方さん登場でドキ
ドキが止まりませんでした。

広島で優勝パレード見たいです。記
憶に無いんで。万年５位のカープし
か見たこと無いので。そのためにも
できるかぎり球場で応援し声を届
けに行きたいです。

永遠です。カープおばさん、ばーさん
になるとも、広島に生まれたからに
は一生カープを応援し続けると思い
ます。（好澤一穂）

カープ女子神3のひとり
天野恵さん直撃インタビュー

Sports カープ女子

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q7

Q6

Q8

まずは自己紹介して
いただけますか？

カープ女子になる
きっかけはなんですか？

カープ女子神３について
教えてください。

神３になって
良いことありました？

応援の仕方に特徴は？

来シーズンに向けて
夢はありますか？

好きなカープの選手は？

最後にいつまで続けます？

広島県東京事務所にて
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広島情報

広島県観光プロモーション「カンパイ！広島県」
の一環で制作した、世界初の猫の目線によるス
トリートビューサービス『広島CAT STREET 
VIEW 尾道編』を絶賛公開中。広島県の路地
裏や風景などの隠れた魅力を、ネコたちの視点
により、疑似体験することができます。
「広島CAT STREET VIEW」の案内役は、路
地裏観光課長のララちゃん。ララちゃんのナビ
ゲートを受けながら、尾道のノスタルジックな町
並みを体験。その際、総勢95匹のネコたちを尾
道の町並みから見つけるのも楽しいですよ！

広島県 EVENT INFORMATION

TOPICTOPIC
イベントスケジュール

≪NEWS TOPIC≫ 広島CAT STREET VIEW絶賛公開中！

広島キャットストリートビュー詳しくは

2016年2月～6月上旬

※イベント内容・期間等は変更になる場合がございますので、事前にお問い合わせの上お出掛けください。

江田島市小用みなと公園江田島市カキ祭2/7（日）

期　　間 イベント名 開催地 問合せ先（電話番号）

江田島市カキ祭実行委員会　☎0823-40-2771

宮島町内各所第16回みやじま雛めぐり3/19（土）～4/3（日） （一社）宮島観光協会　☎0829-44-2011

宮島桟橋前広場～清盛神社前第12回春を呼ぶ宮島清盛まつり3/27（日） （一社）宮島観光協会　☎0829-44-2011

尾道市東御所町第73回尾道みなと祭4/23（土）・24（日） 尾道港祭協会事務局　☎0848-38-9184

蔵本通り・れんがどおり第59回呉みなと祭4/29（金） 呉まつり協会　☎0823-21-0151

竹原町並み保存地区一帯たけはら竹まつり5/3（火）・4（水） （一社）竹原市観光協会　☎0846-22-4331

平和大通り・平和記念公園ほか2016ひろしまフラワーフェスティバル5/3（火）～5（木） ひろしまフラワーフェスティバル実行委員会企画実施本部
☎082-294-4622

ばら公園・緑町公園ほか第49回福山ばら祭20165/14（土）・15（日） 福山祭委員会事務局　☎084-928-1042

広島市内中心部一帯2016ゆかたできん祭6/3（金）～5（日） ゆかたできん祭実行委員会 ☎082-245-1448

北広島町壬生壬生の花田植6/5（日） 北広島町観光協会 ☎0826-72-6908

ボートレース宮島（宮島競艇場）（予定）大野かきフェスティバル2/7（日）　 （一社）はつかいち観光協会大野支部　
☎0829-30-3533

呉中央公園呉水産まつり2/11（木）

２月

3月

4月

5月

6月

呉漁業協同組合連絡協議会　
☎0823-25-3319

竹原町並み保存地区一帯たけはら町並み雛めぐり2/11（木）～3/21（月） （一社）竹原市観光協会　☎0846-22-4331

上下白壁の町並み周辺上下ひなまつり2/20（土）～3/21（月） 上下観光案内所　☎0847-62-3999

JR三原駅北側一帯三原神明市2/12（金）～14（日） うきしろロビー観光案内所　☎0848-67-5877

宮島桟橋前広場第32回宮島かき祭り 2/13（土）・14（日） （一社）宮島観光協会　☎0829-44-2011

福山市鞆町一円第14回鞆・町並ひな祭2/20（土）～3/21（月） 鞆・町並ひな祭実行委員会　☎084-982-1121

倉橋桂浜温泉館周辺宝島くらはしフェスティバル2/21（日） 宝島くらはしフェスティバル実行委員会事務局
☎0823-53-1111

広島市水産振興センター広島市水産まつり2/28（日）
平日：広島市水産課　☎082-504-2252
当日：(公財)広島市水産振興センター　
☎082-277-6609

恐羅漢スノーパーク世界イグルー選手権2/7（日） 安芸太田町観光協会　☎0826-28-1800
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広島県では結婚したい若者を応援す
る「みんなでおせっかい！『こいのわ』
プロジェクト」を展開し、県主催の婚
活イベントの開催や地域で出会いの
場づくりを行うボランティア団体の
任命、イメージキャラクターにアン
ガールズ田中卓志さんを起用した啓発
プロモーションなどを行っています。

年間12回の予定で県内各地で結婚
したい若者向けに婚活イベントを
行っています。これまで11回実施し、
11回の定員1,100名に対して応募者
数2,544名、124組のマッチングと非
常に盛り上がっています。

地域で出会いの場づくりを行うボラン
ティア団体を「ひろしま出会いサポー
ターズ」と任命し、広報やイベント実
施の支援を行っています。現在，18団
体が任命され、県内各地で婚活イベン
トが行われています。

今年7月の尾道市で開催した県主催
婚活イベントで出会ったカップルが10
月に入籍され、湯﨑知事とアンガール
ズから祝福を受けました。
また、『こいのわ』プロジェクトの一環
として、広島県内の若者の出会い・結
婚の機会を増やすため、首都圏の女

性を広島に招待し、広島県男性と首都
圏女性の出会うきっかけにしてもらう
婚活イベントを、平成２８年１月に東
京と広島で株式会社リクルートマーケ
ティングパートナーズのゼクシィ縁結
びとのコラボレーションにより開催し
ました。詳しくは，ひろしま出会いサ
ポートセンターのホームページ 
http://www.ikuchan.or.jp/hirosapo/ 
をご覧ください。今後も広島にいつ
か住みたい！戻りたい！という東京女
子向けの広島男子とのステキな出会
いを演出していきます。

結婚したい若者を
広島県が本気で応援しています！

TOPICTOPIC
みんなでおせっかい！『こいのわ』プロジェクト

広島県主催の婚活イベント
「ひろしまで、恋をする！」

ひろしま
出会いサポーターズの任命

初めての成婚報告

県外の大学生向けに、広島県内の企業
へのＵＩＪターン就活を進める上での
お役立ち情報をお届けするサイト、広
島ＵＩＪターン就活応援サイト「Ｇｏ！
ひろしま」を、平成２７年１０月にオープ
ンしました。大学入学後から卒業まで、
在学期間を通じて活用できる情報を、
ワンストップで発信中です。

県外大学生のための広島UIJターン就活応援サイト
「Ｇｏ！ひろしま」をご活用ください！

TOPICTOPIC
広島UIJターン就活応援サイト「Go!ひろしま」

1.採用情報を調べる！
・最新の求人情報　・東京等で開催される説明会の情報等
2.ひろしまの企業を知る！

3.ひろしまで働くリアルを知る！

・大学生記者による企業の魅力発信動画（関西エックス線，イノテック等） 
・業界別、技術力・シェア率などの切り口による企業紹介「ひろしま業界マップ」

・ＵＩＪターン社員が語る「広島で働く魅力」（モルテン、八天堂、ヒロボー等）

・
4.ひろしま暮らしのツボを知る！

☆ご登録は、下記サイトにアクセスし、「メールマガジン登録」からお願いします。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-uij/

スマホからも登録可能です

学生が見つけた広島の魅力、広島と東京の生涯収支差グラフ等
就活直前の学生さんにお勧めの最新情報をお届けするメールマガジンの会
員を募集中！大学生だけでなく、保護者の方にも登録いただけます。「広島
で暮らしたい。広島の企業で活躍したい。」大学生の皆さん、お子さんに
戻って欲しいと願う保護者の皆さん、ぜひご活用ください。

1.採用情報を調べる！

2.ひろしまの企業を知る！

3.ひろしまで働くリアルを知る！

4.ひろしま暮らしのツボを知る！

ひろしま
出会いサポ タ ズの任命

広島県主催の婚活イベント
「ひろしまで、恋をする！」

初めての成婚報告
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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。
【お問い合わせ】県人会事務局 電話／03-3591-0028 FAX／03-5511-8803

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
陶芸同好会は日本の伝統文化の
ひとつである「陶芸」を学びなが
ら、自ら器を作ってみようと始まり
ました。この会もすでに７０回を数
え、その楽しさは多くの方に伝
わったのではないでしょうか。
作陶後にはささやかですが食事会
を催しています。無心になって作
品を作り上げた後の一杯は格別。
同郷のお仲間との語らいは広島の
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２月下旬を予
定しています。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

「朝鮮唐津焼の作品を作ろう」（４月１０日）の作品

第７１回（１０月２３日）作陶会に参加された皆さん

英会話同好会

滞日半世紀のアメリカ人が直接指導で全員スキルアップ
2012年5月にスタートした英会話
同好会。当初は5名でスタートしま
したが、途中で1人欠け、1人が参加
し、2015年の年末も生徒5人のま
まです。写真はトリンクル英会話ス
クールのスナップ写真。中央のアメ
リカ人が教師のMr.Trinkle、左の
女性がMrs. Trinkle。平井育ちの
江戸っ子でわたしたちは尚子先生
と呼んでいます。英会話だけでな
く、雑談の中でアメリカやアメリカ
人について多くを知ることができ
ます。もっとも印象的だったのはケ
ネディ大統領暗殺（1963年11月22
日）の思い出。かれは横須賀基地
のネイビー（海軍）にいたときにこ

のニュースを知ったそうです。半世
紀以上を日本で過ごしている
Trinkleさんは、電車に乗っていて
「今日はやけにガイジンが多いな」
と思うことがあるそうです。つまり

自分がガイジンであることを忘れ
ていることがあるのだとか。もっと
も日本語はあまり得意ではありま
せんが。（佃 光博）

世話人／江崎正行

トリンクル英会話スクールのスナップ写真
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広島観音高校

第29回在京芸陽観音同窓会開催
（平成27年10月3日）

さる10月3日、好天に恵まれた秋空
の下、第29回在京芸陽観音同窓会
が六本木ヒルズ51階の「六本木ヒ
ルズクラブ」で開催されました。当日
の司会進行は、プロのアナウンサー
である三谷啓子さん（現理事で勿
論観音の卒業生）にお願いし12時
に開会しました。
最初に、広島二中時代の大先輩松
本正会長から、立派な会場で昨年
にも勝る沢山の参加者を迎え喜ば
しい、広島二中から観音高校へ無
事同窓会活動も引継ぎこれからも
この同窓会をにぎやかに続けていっ
て欲しい、とのお言葉を頂きました。
中盤では、あの原爆で観音高校の
前身である広島二中一年生が全員

亡くなった痛ましい歴史
を取り上げた、広島テレ
ビ制作の「それぞれの碑」のダイ
ジェスト版を上映しました。番組で
取り上げられていた観音高校OB
合唱団は毎年のように各地で「レク
イエム碑」を歌いつづけ、原爆の悲
劇を将来に語り継ぐ活動を行って
います。
終盤の校歌斉唱では、プロの作曲
家である高嶋圭子さんのピアノ伴
奏と、観音高校OB合唱団の一員と
して各地での公演に参加してい
らっしゃる橋本篤範さんと山上園
子さんの歌唱指導で、二中と観音
高校の校歌を歌い学生時代に思い
を馳せました。

来年の同窓会も、六本木ヒルズで
の開催を予定しています。在京芸
陽観音同窓会は関東地区の同窓生
の繋がりの場を今後とも提供し続
けていく所存ですので、卒業生の
皆さん奮ってご参加ください。
（太田信三）

同窓会

広島修道大学

広島修道大学同窓会開催（平成27年９月12日）
広島修道大学同窓会関東支部は、
１９６６年に発足、全国２０支部の
中で一番歴史のある支部です。毎
年９月に関東支部総会は開催さ
れ、今年は９月１２日（土）にアルカ
ディア市ヶ谷にて第５１回総会を開
催しました。1回生から今年卒業の
フレッシュマン、家族連れ等、１０
０名以上の同窓生が集結し、年々
にぎやかで楽しい会になっており
ます。今年も豪華景品があたる
じゃんけん大会で盛り上がりまし
た。関東支部ではその他に、広島
修道大学出身の真打落語家、古今
亭菊丸、柳家福治両師匠による落
語二人会を、毎年5月に池袋演芸
場で開催し、毎回立ち見が出るほ
どの人気です。広島修道大学の関

東在住の同窓生は１０００名を超
えており、今後も関東支部では、同

窓生が和気あいあいと集える場を
つくってまいります。(光若由啓) 

同窓会

高嶋圭子さんのピアノ伴奏

ゲスト大野豊氏をお迎えして
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お店紹介

八丁堀
広島お好み焼き・鉄板焼

中央線荻窪駅北口を出て青梅街道
を西へ行くと四面道という大きな
交差点があります。四面道から日
大二高通りへ入り６軒目、赤い看板
と赤いのれんが目印の八丁堀。
「いらっしゃいませ」元気のいい声で
お客様をお迎えします。東京にいて
も広島弁まる出し！！お客様が「八
丁堀に来ると広島に帰ったみたじゃ
けん、落ち着くね」と言われます。
広島から取り寄せたこだわりの食
材をふんだんに使用した本格的広
島お好み焼き。注文が入ってから１
つ１つ生麺を湯がきます。それぞれ
の旨みが最大限に引き出せるよう
に“八丁堀オリジナルソース”を使
用しております。お好み焼きができ

るまで人気の牡蠣焼、店主が丁寧
に時間をかけて煮込んだ牛すじ煮
込み、オリジナルソースのとん平
焼、観音ねぎをふんだんに使用した
牛バラ、国産のホルモン焼など鉄
板焼と広島のお酒=賀茂鶴で一杯
どうぞ。
昨年２月にオープンして２年余りで
すが、皆様に愛されるお店として
日々精進してまいりたいと思いま
す。どうぞよろしくお願い致します。
八丁堀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％サービスさせていた
だきます。皆様のご来店を心より
お待ち申し上げております。

SHOP 鉄板焼・お好み焼SHOP

会計から8%割引

東京広島県人会カード 特 典

東京都杉並区天沼3-12-7
TEL03-3398-8828
営業時間：１１：３０～１４：３０、
　　　　  17：３０～２３：００
定休日：月曜日
（月曜日が祝日の場合火曜日）

店舗情報

キング軒　東京店
汁なし担担麺専門

地下鉄三田線、芝公園駅から徒歩
３分。東京進出を果たしたばかりの
キング軒をご紹介します。広島では
汁なし担担麺専門店が２０店以上
もあり、すっかりご当地グルメとして
定着していますが、それはキング軒
のようなお店の努力の賜物なので
す。その特徴は何と言ってもこだわ
りの花椒（かしょう：日本の山椒と
区別して「四川山椒」、「中国山椒」と
呼ばれる）。「毎日食べたくなる」を
をモットーにスピーディーに出た担
担麺を食べるコツは、まず30回か
き混ぜることです。食べると、いきな
り唐辛子の辛さがくるのではなく、
ゆっくりとやってくる辣油の辛さ。そ
こに重なる中国山椒の強烈な香り

しびれ。それらを和らげるのが胡麻
ダレ。広島満載(値段・醤油・ネギ)で
毎日通う人も珍しくないキング軒の
「広島式」汁なし担担麺をこの機会
に是非ご賞味ください。

SHOP 汁なし担担麺SHOP

温泉卵1個提供

東京広島県人会カード 特 典

東京都港区芝公園2-10-5 
TEL03-6452-9330
広島市中区大手町3-3-14
武本ビル1F
TEL082-249-3646
薬研堀出張所
広島市中区薬研堀4-14
TEL082-246-1761

店舗情報
［東京店］

［本店］

［薬研堀出張所］
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平成27年度全国高校駅伝が12月
20日に開催されました。私は世羅
高校出身で毎年高校駅伝を楽し
みにしていて、今年も京都まで応
援に行きました。結果は、男子は大
会新記録での2年連続9度目の優
勝（最多優勝回数）という素晴ら

い成績での優勝。女子は悲願の初
優勝という快挙の瞬間に、世羅高
校応援団の仲間と一緒に立ち会
えたことに感極まりました。男子は
前評判通りで優勝を確信していま
したが、女子は、男子ばかり注目さ
れていて男子に負けたくないとい

う気持ちが今回強くしたようです。
男女とも日々精進して優勝を来年
も目指して頑張ってほしいと思い
ます。そして広島から、多くの仲間
が世界に羽ばたき活躍することを
期待しています。（新井正）

広島を離れて長くなりますが、県人会ニュースを通じて
広島の今がわかりますので、いつも楽しみにしています。
これからも楽しい記事をお願いします。(枚方市M・Yさん)

東京近郊在住者が気軽に協力できる情報を載せて欲しい。
例えば、広島の企業がこんな新商品を
売買して欲しい特産品(野菜・伝統工芸など)を
TAUとは違う切り口で出して欲しい。(目黒区K・Mさん)

多岐にわたり情報が組み込まれ楽しく読ませて戴いた。久しぶりに
広島の醤油で刺身を味わってみたくなりました。(三郷市Y・Kさん)

今年県人会初会員として加入しました。広島で生まれ、東京で就職し45年
勤務。「ふるさと」のことを知る唯一の機会が楽しみです。(埼玉県N・Hさん)

毎回楽しみに読ませて頂いてます。ホノルルにも県人会が
あるということを初めて知り、とても驚きました。
改めて広島県人の団結力のようなものを感じました。
新コーナーの読者投稿ページも自分と同じように
このニュースを楽しみにしている人達がいるのだと
嬉しく思いました。 (杉並区S・Sさん)

読者の声

読者コーナー
VOICE

世羅高校

全国高校駅伝大会（男女とも５９校出場）
世羅高校アベック優勝おめでとうございます！
　

まだまだたくさんのおハガキを頂いております。皆さまに心から感謝申し上げます。
ニュース編集委員は全員仕事を持ちながらボランティアで活動しています。
これからも年3回発行のニュースを楽しんでもらえるよう頑張ってまいります！！引き続き宜しくお願いいたします。

今迄の県人会ニュースに比べ話題が多く、色々なイベント、
お店の紹介等非常に楽しく読ませて戴きました。
今迄知らなかった事も記され、大いに勉強になりました。
(横浜市T・Rさん)

初めて拝見しました。東京での広島県人の
方々のご活躍や、広島に住んでいても
知らない県内情報でとても参考になりました。
特に「百年企業」と「サンフレッチェ
佐藤寿人インタビュー」良かったです！
次号も楽しみにしています。(福山市K・Mさま)

Sports

写真提供中国新聞社
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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

新年明けましておめでとうございま
す。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。

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

新春おめでとうございます。昨年末、故郷広島のスポーツ界では、歴史に残る偉業が
達成され、心が揺さぶられるような感動でした。中でもサンフレッチェ・森保監督の
「平和都市広島を勝利をもって世界中に発信できた」というコメントは被爆70年の節
目になんという奥深い言葉なのでしょうか？
呉が発祥の地である「百年企業・セーラー万年筆」の創業者は、万年筆というものを生
まれて初めて見た時の心の「ときめき」は言葉では言い表せない程だったそうです。
会社の原点であるときめき（感動）を持続して初志貫徹、ついに日本最初の万年筆
メーカーとして夢を実現されたことに深い感銘を受けました。
東京広島県人会は来年で70周年を迎えます。県人会の原点を改めて振り返り時代に
求められる親睦団体の意義を継承していくことが大切であると思います。
岩部県人会副会長の著書「明元素人生」では「明るく元気で素直に生きてこそ人生は
より楽しい」と素晴らしい人生の先輩からメッセージが送られています。今年も故郷
広島からの明るいニュースやお役にたてるような情報をお届けしますので宜しくお願
いいたします。

♦

♦

♦

♦

東京広島県人会ニュース 第53号
第17巻 第3号 平成28年（2016年）1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、
　　　　　江崎正行
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
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名様555名様11

ゼノンコミックス

光文社新書

「ワカコ酒」
新刊第6巻
新久千映著

名様33

「カープ魂 
優勝するために
必要なこと」
北別府学著

サイン
入りセーラー万年筆プロフィット21

ブラック 中字
(ケース・カートリッジインク付き)

（重本ゆり）




