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70周年記念誌会長挨拶

「発刊に当たって」

一般社団法人 東京広島県人会代表理事・会長
お お た け よ し

き

大竹美喜
一般社団法人 東京広島県人会は本年、創立70周

野美術大学学長）③野村秀雄氏（朝日新聞編集局長、

年を迎えます。これまで関係してこられた方のご努

ＮＨＫ会長）
、④東谷傳次郎氏（会計検査院長、飯能

力に心から敬意を表します。今から70年前という

ゴルフクラブ初代理事長 ）
、⑤永野重雄氏（富士製鉄

と、1947（昭和22）年です。昭和20年８月の終戦

社長、日商会頭、新日鉄会長）
、⑥太田利三郎氏（日

からわずか１年半もたっていない時期でした。前年

銀理事、日本開発銀行総裁、鉄道建設公団総裁、セン

の昭和21年４月に若手経済人が日本経済の復興を

トラル総合開発社長）
、⑦田部文一郎氏（三菱商事社

期して経済同友会を東京に設立しましたが、日本経

長、会長 ）
、⑧岡田茂氏（ 東映社長、会長 ）、⑨林有

済は戦争で受けた壊滅的打撃から立ち直ることがで
きていませんでした。ハイパーインフレ（昭和21年

とう たに でん じ ろう

た なべ

ゆう

こう

厚 氏（ 東京ドーム社長、会長 ）に続いてわたくしが
第10代の会長を仰せつかっています。

→22年､ 白米10㎏36円→149円、葉書15銭→50銭 ）

こうした歴史のある東京広島県人会は一昨年、任

に苦しむ勤労者がゼネストを計画しましたが、連合

意団体から一般社団法人に改組されました。組織運

軍総司令部（ＧＨＱ）の命令により中止させられる

営や財務の透明性を一段と強めるとともに、会員の

事件があるなど国民生活は困窮を極めていました。

参画意識の向上を企図したものです。加えて、定款

連合軍の占領下、新憲法が施行されましたが、国民

にもありますように、会員相互の親睦を図るととも

の目は、前年に始まった極東国際軍事裁判（東京裁

に、ふるさと広島への恩返しの気持ちを具体的な行

判）の行方に注がれていました。このような暗い世

動に示すべくいろいろなプロジェクトに取り組んで

相の中で、フジヤマのトビウオ古橋広之進選手が水

まいりたいと思っています。

泳400ｍ自由形で世界新記録を出して国民を元気づ
けました。

ていかん

在京の広島県出身の学生を対象に、大学教官とは
違った視点で人生を見つめておられる官界、産業界

こうした終戦直後の混乱期に在京の広島県人が集

の先輩方から、就職、結婚等人生の節目に当たり、

まり、懇親の実を深めようとしたのが東京広島県人

どのように考えたらよいかといったお話をしていた

会の始まりだといわれています。初代会長は長崎英

だく学生応援セミナー。また、国内９つの広島県人

造氏（大蔵省から鈴木商店、現在の日本化薬創業、広

会が連携して、ふるさと納税の制度を活用し、グロ

島大学設立委員長、吉田内閣経済顧問、日本証券投資

ーバルリーダー育成校の財政支援の一助となるよう、

協会会長）です。その後、②丸山鶴吉氏（内務省か

ふるさと広島の応援団として活動してまいりたいと

ら警視総監、宮城県知事、戦後公職追放解除後に武蔵

思います。
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祝

辞

広島県知事
ゆ

ざ き ひ で ひ こ

湯﨑英彦
東京広島県人会が，創立七十周年を迎えられたこ
とを、心からお慶び申し上げます。

ライフスタイル」の実現を目指して、現在、「仕事
でチャレンジ！

暮らしをエンジョイ！

活気あふ

戦後間もなく、在京の広島ゆかりの方々が交流の

れる広島県」を掲げ、個人の事情やライフスタイル

絆を深めるため、東京広島県人会を創立されて七十

に応じた多様な働き方の促進、雇用や強い地域経済

年。会員の皆様の弛まぬご尽力と郷土愛によって、

をつくるためのイノベーションの加速、都市の魅力

今日では会員数も千二百名を超え、在京県人会の中

向上と中山間地域の地域力強化など、様々な施策に

でも最大規模の、最も活発な県人会へと発展を遂げ

取り組んでいるところでございます。

られました。

また、本県のさらなる発展のため、魅力ある観光

その間、常に広島県の応援団として、力強く広島

地、特産品、歴史・文化、自然といった数多くの地

県の発展を支えていただいたことに、心から感謝申

域資産が国内外から広く認知され、選ばれるよう、

し上げます。

「ひろしまブランド」として、定着させていく取組を進

これも、大竹会長をはじめ、歴代会長、役員並び

めているところです。こうした取組の一環として、ひろ

に会員の皆様方の、故郷広島への御厚情の賜物であ

しまブランドショップＴＡＵを銀座に設置して「ひろし

り、深く敬意を表する次第でございます。

ま」の魅力発信などに取り組んでおり、東京広島県

また、今回、創立七十周年を機に記念誌を取りま

人会の皆様におかれましても、是非ＴＡＵを訪れ、郷

とめられたことは、県人会の発展の道のりを振り返

土に思いを馳せていただければ、幸いでございます。

り、先人の御労苦に改めて思いを致す上で、誠に意

今後とも、皆様が誇りを持って故郷を語っていた

義深いものであり、今後の県人会の更なる発展に寄

だけるよう、広島の発展に力を尽くして参る所存で

与するものと確信しております。

すので、東京広島県人会の皆様におかれましては、

さて、人口減少・少子高齢化や東京一極集中の加
速化、経済活動のグローバル化など、社会経済環境

引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

が大きく変化する中、広島県に、
「生まれ、育ち、

むすびに、東京広島県人会の益々の御発展並びに

住み、働いて良かった」と心から実感していただけ

会員の皆様方の御健勝と御活躍を祈念し、お祝いの

るよう、本県においては、県民の皆様が、仕事と暮

言葉といたします。

らしのどちらもあきらめずに追求できる「欲張りな
4

祝

辞

広島県議会議長
う

だ

し ん

宇田 伸
東京広島県人会が、このたび創立70周年を迎え
られましたことを心からお祝い申しあげます。
東京広島県人会におかれましては、1947（昭和

であります。
また、スポーツ界では、リオ五輪での金藤選手、
山縣選手のメダル獲得や、日本一こそ逃したものの

22）年の創立以来、各界で御活躍の皆さまが強い

25年ぶりにセリーグ優勝した広島カープの活躍は、

絆で交流を深められ、歴代の会長をはじめ、役員並

県全体に感動とにぎわいをもたらし、笑顔があふれ

びに会員の皆さま方の、故郷広島に対する常に変わ

る本県の姿が全国に発信され、広島の認知度が飛躍

らぬ御厚情のもと、県人会、そして広島県の発展に

的に高まった年でありました。

多大な御尽力をいただきました。この場をお借りし
て、深く敬意と感謝の意を表します。
また、最近では、大竹会長のもと、全国でもあま
り例のない県人会の一般社団法人化や、県人会広報

さらには、2015（平成27）年の国勢調査では、
総人口は初の減少を記録したものの、40年ぶりに
社会減から社会増に転じるなど新たな変化も見られ
ます。

のビジュアル化など、次世代への継承に向けた環境

今後も、この勢いを加速させ、県勢をいっそう伸

整備に取り組んでおられると伺っており、皆さま方

展させるためには、地方への新しいヒトの流れをつ

の先進的かつ熱心な取り組みには、地元広島に住む

くることがいっそう重要となってまいります。都市

者として頭の下がる思いであります。

と自然の近接性という広島ならではの環境を生かし、

広島では、この間、皆さま方のお力添えにより、

国内外から選ばれる活力ある郷土広島を実現するよ

「アジア競技大会広島」などいくつもの大規模なイ

う、決意を新たにしておりますので、引き続き各界

ベントを開催し、世界各地から多くのお客様をお迎

で活躍しておられる東京広島県人会の皆さま方の御

えするまでに発展してまいりました。そして、昨年

理解と御支援を賜りますようお願いいたします。

は、Ｇ７外相会合の開催や、歴史的な成果となった

終わりに、東京広島県人会の、ますますの御発展

オバマ米国大統領の訪問、国際平和のための世界経

と、会員の皆さま方のご健勝と御活躍を祈念いたし

済人会議の開催などを通じて、核兵器のない世界平

まして、お祝いの言葉といたします。

和の実現に向けて本県の果たす役割に改めて注目が
集まり、県議会では、こうした機会を捉えて、「広
島県議会国際平和貢献議員連盟」を設立したところ
5

祝

辞

広島市長
ま つ

い

か ず

み

松井一實

東京広島県人会が創立70周年を迎えられました

目を集めるとともに、「街」全体が活気に満ちあふ

ことを、心からお祝い申しあげます。東京広島県人

れました。東京広島県人会の皆さまのふるさと広島

会におかれましては、1947（昭和22）年の創立以

への熱い御声援や御支援も、こうした広島の活力を

来、ふるさと広島と東京をつなぐ懸け橋として、ま

支える大きな力になっていることはいうまでもなく、

た、愛する広島の応援団として、広島のイメージア

改めて深く敬意を表します。

ップやふるさと情報の発信を始め、さまざまな分野

さて、わが国は現在、人口減少と超高齢化という、

で郷土広島の発展と繁栄に多大なる御尽力をいただ

これまで経験したことのない大きな課題に直面して

いております。歴代会長を始め、役員並びに会員の

おり、本市では、近隣市町とで構成する広島広域都

皆さまに心から感謝申しあげます。

市圏が一体となって、圏域経済の活性化と圏域内人
口200万人超を目指す、「200万人広島都市圏構想」

皆さま御存じのように、1945（昭和20）年８月

の実現に向けて取組を進めています。こうした取組

６日、広島は一発の原子爆弾により街は焦土と化し、

は、行政のみで成し得るものではなく、市民を始め

多くの尊い命が失われました。しかしながら、被爆

多くの皆さま、とりわけ、さまざまな分野で幅広く

者を始めとする広島市民のたゆまぬ努力と国内外の

活躍されておられる東京広島県人会の皆さまのお力

多くの方々からの温かい御支援により復興を成し遂

添えが欠かせません。引き続き、ふるさと応援団と

げ、今では世界の人々から「希望と平和の象徴」で

して、県・市発展に向けて御支援、御協力を賜りま

ある美しい都市として知られています。

すようお願い申しあげます。

こうした中、被爆71周年を迎えた昨年は、まさ

終わりに、東京広島県人会のますますの御発展と、

に広島にとって歴史的な年となりました。４月には

会員の皆さまの御活躍、御健勝を祈念いたしまして、

Ｇ７広島外相会合の開催、そして５月には現職の米

お祝いの言葉とさせていただきます。

国大統領として初めてとなるオバマ大統領の被爆地
広島の訪問、さらには広島東洋カープの25年ぶり
のリーグ優勝によって、広島は国内外から多くの注
6

祝

詞

広島県商工会議所連合会会頭
ふ か や ま ひ で

き

深山英樹

このたび、一般社団法人 東京広島県人会が創立

中でも、さまざまな分野でご活躍されておられる

70周年を迎えられましたことに、心よりお祝い申

メンバーで構成し、広範な活動を行っておられます

しあげます。

東京広島県人会のご支援・ご協力は不可欠でござい

原爆の惨禍と廃墟からの復興のさなかの70年前、

ます。

東京広島県人会が創立されたわけでございますが、

東京広島県人会におかれましては、現在の諸活動

戦後の広島がめざましい復興を遂げた背景には、歴

に加え、これまで積み重ねられた70年の歴史を礎

代会長をはじめとする県人会の皆さま方の献身と努

に、大竹会長さんのリーダーシップのもと、役員・

力の積み重ねがあり、郷土広島の発展に大きく寄与

会員の皆さまが一丸となって、広島の地域経済の更

してこられたことに、深甚なる敬意を表します。

なる発展に向け、これまでにも増して大きな役割を

最近のわが国経済は、全体としては明るさが増し

果たしていただくことを大いにご期待申しあげます。

てきており、アベノミクス効果もあり、15年以上

結びに、一般社団法人東京広島県人会のますます

続いたデフレからの脱却まで、あと一歩というとこ

のご発展並びに会員の皆さま方のご健勝とご活躍を

ろまできております。

ご祈念申しあげ、お祝いの言葉とさせていただきま

しかしながら、地方の津々浦々までが景気回復を

す。

肌で感じるまでには至っていないというのが実情で
ございます。
こうした中、広島商工会議所といたしましては、
中小企業の活力強化と街づくりや観光振興など地域
の活性化を最重要課題に掲げ、積極的に諸事業を展
開しているところでございますが、明るい元気な広
島、行ってみたい・住んでみたいといわれる魅力あ
る広島を実現していくためには、官民をあげて、さ
らに県民、市民も一丸となって取り組んでいくこと
が必要です。
7
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湯﨑英彦 広島県知事
大竹美喜 東京広島県人会会長
湯﨑 東京広島県人会が創立70周年を迎えられま

たと思います。全国メディアでも広島を多く取り上

したこと、心からお慶び申しあげます。永年にわた

げていただきました。

り、ふるさと広島県の発展のために力強いご支援を

今年も、呉市・広島市が舞台の映画「この世界の

いただき、まことにありがとうございます。

片隅に」がキネマ旬報ベストテンで日本映画１位と

大竹 創立70周年を迎えられたことをたいへん嬉

なるなど、良いニュースが出ています。

しく思います。これまで県人会の運営に御尽力くだ

また、昨年確報値が出た国勢調査によると、広島

さった諸先輩方や現会員の皆さま、故郷から県人会

県へ転入する人数が転出する人数を上回る「社会

の活動に御理解と御協力をいただいている皆さまに

増」に転じました。若い世代を中心に、人々が主体

対し、感謝を申しあげたいと思います。

的に住む場所・働く場所を選ぶ時代になってきた今、
広島県が「選ばれている」と受け止め、いっそう身

広島県の現状と課題について
大竹

昨年は、東京にいても広島の話題を聞かない

を引き締めて取り組む覚悟をしたところです。
大竹

広島県出身者としては、郷土が注目され、若

い人たちが活躍の場として広島県を選んでくれてい

日はないくらいの盛り上がりでしたね。

るのはうれしいですね。

湯﨑

湯﨑

長年の悲願であった現職の米国大統領の被爆

おかげさまで広島の認知度も上がってきまし

地訪問やカープの25年ぶりのリーグ優勝など、全

た。それに呼応するように県への来訪者も増えてい

国そして世界から注目を集めた「広島イヤー」だっ

ます。2012（ 平成24 ）年に観光キャンペーン「お

8
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湯﨑英彦

大竹美喜

広島県」を始めてから４年連続で観光客数

「働き方改革推進チーム」を設置し、県内全体で働

が過去最高を更新し、2015年は6,618万人となり

き方改革に取り組む機運の醸成や、県内企業の働き

ました。また、観光消費額は3,865億円となり、５

方改革推進に向けた施策を総合的に進めています。

年前（2011年）と比べて年間835億円増加してい

一方で、 企業の方々に「県庁がやっていないの

ます。この伸びをさらに大きくしていくためにも、

に」と言われないよう、県庁内でも、管理職のイク

「食」や夜も楽しめる観光メニューを増やし、滞在

ボス化や柔軟な勤務形態の促進、情報通信技術を活

時間の延長や宿泊の増につなげていきたいと考えて

用したワークスタイルの変革など、「生産性の高い

います。

働き方への取組」を進めています。

しい！

大竹

観光は裾野の広い産業ですから、高い経済波

今後も、他の行政機関や経済団体等とも連携しな

及効果や、雇用拡大などの効果も期待できると思い

がら、県内全域に「働き方改革」が広がっていくよ

ます。地方創生に果たす役割も大きいですね。

う施策を展開していきたいと考えています。

湯﨑

人口減少が進む時代にあっても、国が成長・

発展するには、東京一極集中を是正し、各地域がそ
れぞれ輝いていることが重要と考えています。
県では今、県民の皆さまとともに「目指す姿」と
して、
「仕事でチャレンジ！暮らしをエンジョイ！
活気あふれる広島県」を掲げ、仕事も暮らしもどち
らもあきらめない「欲張りなライフスタイル」の実
現に向けて取り組んでいます。
大竹

県の目指す姿が「欲張り」ですか。大胆な印

象ですが、どのようなイメージなのですか。
湯﨑

暮らしを犠牲にして働いたり、逆に仕事をあ

きらめて子育てや介護をするなど、どちらかを優先
して妥協するのではなく、どちらもあきらめず追求
することができる、そんな社会を実現したいと考え
ています。仕事の充実で暮らしが豊かになり、暮ら
しを楽しむことで仕事の成果や生産性がいっそう向
上するという好循環が理想です。県内外の皆さんに、
仕事と暮らし両方の希望を「広島県でならかなえら
れる」と感じていただくことを目指しています。

働き方改革について
大竹

仕事も暮らしも欲張るとなると、現在、全国

グローバルリーダー育成校（仮称）
について

的な課題となっている「働き方改革」の取組が重要

大竹

となりますね。

改革に取り組んでおられます。2019年にはグロー

湯﨑

バルリーダー育成校（仮称）が開校予定とのことで

そのとおりです。実は、広島県は、国に先駆

県では、日本一の教育県の実現に向けて教育
＊１

けて「働き方改革」を打ち出し、取組を進めている

すが、どんな学校になるのでしょうか。

んですよ。 県では2016年４月に、 部局横断的に

湯﨑

広島県では、生涯にわたって主体的に学び続
9

とはなりえません。総合して言えば、「人間力」と
置き換えられるのだと思います。自分自身が正しい
と確信していることに立脚して、その方向に決然と
して人々を引っ張っていく勇気。このような人間的
な魅力、これが「人間力」だと思います。とりわけ、
若者の「人間力」をどう養っていくか、そこに期待
しています。
湯﨑

子供たちの学びの機会を広げ、一人一人の夢

の実現を後押しするのが公教育の大きな目的と考え
ています。意欲ある子供たちが経済力などの諸条件
に左右されず、将来の社会を引っ張っていく準備を
していくための学校を、公立学校として設置するの
も、この目的に向けた取組です。この学校に通う生
徒たちが、瀬戸内の美しい離島で「人間力」を養い、
ローカルからグローバルまで幅広いフィールドで活
躍するリーダーとなってくれることを願っています。
世界に打って出るには東京を経由しないといけな
いという意識を変える必要があります。広島の地か
ら、世界や日本の他の地域と直接結びついて、頑張
れば、世界の最先端になることができるようになっ
け、多様な人々と協働して新たな価値を創造するこ
とのできる人材を育成することを目指して、広島版
「学びの変革」を進めています。

ていきます。
大竹

地元広島が光輝くことが、愛郷心のある我々

からすると、非常に嬉しいことです。

グローバルリーダー育成校は、広島版「学びの変
革」を先導的に実践する学校です。「Diversity（多
様性 ）
」をコンセプトに、地域や世界の「より善い

未来」を創造できるリーダーの育成を目的として、
離島である大崎上島に全寮制中高一貫校を設置しま
す。生徒の約２割を外国人、高校での授業は原則と
して英語で、国際バカロレア・ディプロマプログラ
ムにも対応することとしています。生徒一人一人に、
世界・日本・広島、なにより自分自身の「より善い
未来を創造できる力」を育むことで、
「未来に向か
う学び」と「世界に続く扉」を提供したいと考えて
います。
大竹

日本は、これまで知識を重視してきましたが、

いくら専門知識が豊富でも「知力」「体力」「心力」
のバランスが取れていなければグローバルリーダー

10

瀬戸内
大竹

海の道構想について
＊２

昨年スタートした「せとうちＤＭＯ」は金融

機能を持ったＤＭＯですが、これは日本のみならず、
世界的にも珍しいのではないですか。
湯﨑

島々が織りなす多島美や、食文化、歴史など

瀬戸内の宝を、もっと多くの人々に知ってもらい、
来訪いただこうと、「瀬戸内

海の道構想」を策定

し、瀬戸内のブランド化に取り組んできました。
「せとうちＤＭＯ」は、瀬戸内を共有する７県で
2013年に設立した「瀬戸内ブランド推進連合」か
ら発展改組した「一般社団法人せとうち観光推進機
構」と、域内の金融機関を中心に設立された「瀬戸
内ブランドコーポレーション」が両輪となって推進
しています。行政、事業者、金融機関が一体となっ
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湯﨑英彦

大竹美喜

て取り組むことで、観光需要の創出と観光ビジネス

る「ココロザシ応援プロジェクト」が２つの柱です。

の拡大に向けて、より実行力を持った体制ができま

多くの皆さんが里山を訪れ、その魅力に触れていた

した。

だくことで、皆さんにとっての中山間地域の未来を

県を超える広域で、しかも本格的なＤＭＯの設立

考えるきっかけとなればと思います。

は日本で初めてのことです。既に瀬戸内周遊クルー

大竹

ズ事業への支援など、
「せとうち観光活性化ファン

広島は日本の縮図のようなところがありますから、

ド」を活用した投資案件も生まれており、今後も、

中山間地域を活性化していくことができれば、日本

観光関連事業者に対する効果的な事業支援や資金支

全体の課題解決のモデルになるかもしれませんね。

援等により、新たな観光プロダクトが開発されてい

期待しております。

くものと期待しています。

中山間地域の活性化は、全国的な課題です。

知事と故郷広島の話をしていると時間がたつのも

大竹 2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

忘れてしまいそうです。私も10年先、20年先を見

クに向けて更なる増加が見込まれる訪日外国人観光

据えて、故郷のために頑張っていきたいと思ってい

客に瀬戸内を訪れていただきたいものです。

ます。また、５月には、広島市で東京広島県人会の

瀬戸内のことをお聞きしましたが、中山間地域の

70周年記念事業として「70周年記念懇親会」を開

振興については、どのように考えておられますか。

催します。ぜひ知事にも御参加いただきたいと思い
ます。今後とも、県人会の活動に対して御支援をい

ひろしま さとやま未来博について

ただければと思っています。本日はありがとうござ
いました。

湯﨑 2017（平成29）年３月から11月までの９か

湯﨑

月間、中山間地域を舞台にした県民参加型のプロジ

借りできればと思います。本日は、ありがとうござ

ェクト「ひろしま

いました。

さとやま未来博2017」を開催

します。中山間地域の未来を担う人づくりを加速し
て人材のネットワーク化を図り、地域の活性化につ
ながればと考えています。
小学校等の廃校舎を新たな拠点として再生する廃
校リノベーション等の「シンボルプロジェクト」と、
地域づくりに取り組む方々の多様な活動を後押しす

こちらこそ、広島県の発展のためにお力をお

＊１ 「グローバルリーダー育成校（仮称）」の名称は、「広島県立
広島叡智学園 中学校・高等学校」となりました。
＊2

DMOとは Destination Management / Marketing
Organizationの略。「せとうちDMO」では、瀬戸内の情報
発信・プロモーション、効果的なマーケティング、戦略策定等
を行い、地域が主体となった観光地域づくりを推進中です。

＊この対談は、2017（平成29）年１月に広島県東京事務所で行わ
れたものです。
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大竹美喜会長・保田博副会長・児玉幸治副会長・住川雅洋幹事長

●─ 昨年の広島をふり返って
大竹

広島県にとって昨年は本当にすばらしい一年

敗けても懸命に戦うカープの姿は、「心の支柱」で
したから、昭和50年の初優勝の時の喜びは格別で、
カープは「世の中に登れない山はない」ことを証明

でした。４月に広島市で「Ｇ７外相会合」
、５月に

してくれました。

は、オバマ米国大統領が現職大統領として初めて広

児玉

島を訪問、原爆慰霊碑に献花されました。９月には、

開幕前はエースの前田投手が抜けて「どうなること

広島カープが25年ぶりにリーグ優勝しました。感

か」と思いましたが、黒田投手や新井選手を中心に、

慨深かったのが、オバマ大統領の広島訪問です。平

中堅や若手の選手達が頑張ってカバーしました。

成23年11月に、広島県の湯﨑知事がハワイ・オア

保田

フ島の真珠湾を訪問しアリゾナ記念館で献花されま

選手だけでやっていて、立派ですね。加えて、黒田

した。当時、私は湯﨑知事に「オバマ大統領に広島

投手と新井選手の二人が「最後はカープで野球をし

へ来てもらうには、日本の首相が真珠湾を訪問すべ

たい」と帰ってきて優勝したのですから。

きだし、まずは被爆地・広島県知事が真珠湾を訪問

大竹

すべきではないでしょうか」ということを提案して

てもらいたいですね。

いたのです。
保田

すると、昨年のオバマ大統領の広島訪問は、

本当に昨年のカープは圧倒的な強さでした。

カープの場合、自分たちが二軍で鍛え上げた

ぜひ今年もリーグ優勝して、日本一を果たし

●─「郷土の復興」のため創設された県人会

湯﨑知事の真珠湾訪問が大きな誘因となって実現し

住川

た訳ですね。

永野護さんや警視総監や朝鮮総督を歴任された丸山

大竹 それが昨年12月の安倍総理とオバマ大統領

鶴吉さんなどの名士の方々が個人的に集まって、故

との真珠湾訪問にも繋がっていった訳です。全世界

郷の話を肴に交流を深めていらしたそうです。昭和

に向けて日米関係の親密性と重要性を改めてアピー

22年に、当時文部大臣だった森戸辰男さんや広島

ルできたのではないでしょうか。

市長の山田節男さんらを中心に「原爆で荒廃した郷

●─ カープの25年ぶりの優勝！

東京では戦前から、後に運輸大臣になられた

土の復興を少しでも援助したい」という思いから、
３月と11月の２回、有楽町の日本工業会で「県人

大竹 私は20歳で渡米し帰国した後、ビジネスの

会」が開催されました。これが現在の東京広島県人

世界に入りました。理不尽なことも多々ありました

会の創設と考えています。昭和27年から「在京広

が、
「努力を続ければ必ず報われる時がくる」と思

島県人会」総会は「１月10日・夕刻・上野精養軒」

って一生懸命にやりました。こうした中、敗けても

が合い言葉となって平成５年まで続きました。
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左から

大竹

児玉幸治副会長・大竹美喜会長・保田博副会長・住川雅洋幹事長

初代会長には旧・大蔵省から鈴木商店を経て、

民的な雰囲気で、以降ずっと参加させていただいて

日本化薬を創業された長崎英造さんが、第２代会長

います（笑）。

には、内務省から警視総監などを歴任された丸山鶴

児玉

吉氏、第３代会長には朝日新聞編集局長、熊本日日

のクローズドーソサエティのような雰囲気があり

新聞社長を経て、第８代ＮＨＫ会長を歴任された野

「これは敬して遠ざけるべきだ」と思いました（笑）。

村秀雄さんが、第４代会長には会計検査院院長で芸

岡田会長から「県人会に来ないとはなにごとだ」と

備協会理事長や飯能ゴルフクラブ初代理事長を歴任

一喝され、（笑）参加してみますと、昔とはまった

された東谷傳次郎氏が就任されました。また、第５

く違って、ずいぶんと気楽に参加できる雰囲気にな

代会長には富士製鉄社長、合併後の新日鉄初代会長

っていました。

で日本商工会議所会頭を歴任された永野重雄さんが、

大竹

第６代会長は日本銀行理事から日本開発銀行総裁、

ころ「自分なんか来るところではない」と思ったの

鉄道建設公団初代総裁を歴任された太田利三郎さん

ですが、辛抱しながら参加し続けました（笑）。岡

が、第７代会長には三菱商事社長、会長、相談役を

田会長の時代になって一気に会員数が増え、１月の

歴任された田部文一郎さんが就任されました。いず

「総会＆新春懇親会」も広島からの来賓を含め1400

とうたに

た なべ

私も初めて行きましたら、限られた層の方々

私が入会したのは昭和30年代で、正直なと

れの皆さま方も、戦中〜戦後の日本の政財官界で活

〜1500名の出席で大盛況となりました。

躍された大物の方々ばかりでした。

住川

●─ 私と県人会との関わり
保田

最初に「広島県人会」の会合に参加したのは、

平成10年頃に高校の同級生が県人会の総務

部長で、誘われて入会し、1月の「総会＆新春懇親
会」に参加しました。平成25年になって、当時の
新見幹事長から「大竹さんが新会長になられたので、

多分昭和40年代の終わり頃です。上野精養軒で少

あなたは常務理事に」とのご指示で（笑）、初めて

人数ですが、周囲は偉い人ばかり。直ぐに息が詰ま

役員になりました。その１年後新見さんから「今の

ってしまいそうで、
「二度とあんな所には行かな

幹事長の任期が終わるので、あなたが会長を補佐す

。十数年後に当時の
い！」と思っていました（笑）

る責任がありますよ」といわれ、「微力ではありま

岡田茂会長から誘われて行ってみますとずいぶん庶

すが、全力で大竹会長を支えます」と申し上げ、幹
13

事長をお引き受けいたしました。

●─ 岡田会長の大きな功績
住川

っていただこうという狙いです。
大竹

会員の皆さまがより参画意識を強く持ってい

ただくことによって、県人会が年に１回のお祭りだ

平成６年に、第８代会長として東映会長の岡

けではなく、年間のさまざまな形の県人会活動を通

田茂さんが就任されて、県人会の近代化に尽力され

じて広島県のために何かお役に立てるような組織に

ました。名称を現在の「東京広島県人会」に統一さ

なっていくよう、私どもも努力していきたいと思い

れ、総会開催日を１月下旬の平日とし、会場を紀尾

ます

井町のホテルニューオータニに移されました。出席
者は従来の300名から一気に1000名を超える日本

●─ ５月に広島で初の「記念懇親会」
！

一の県人会へと大躍進しました。平成９年に「創立

大竹

50周年」を迎えて、同年１月に記念総会が開催さ

業の一つとして故郷・広島での「創立70周年記念

れましたが、会員数は4600名余り、総会の出席者

懇親会」を広島市で開催します。広島の経済界の皆

も1500名に達しました。平成20年からは東京ドー

さまからのご要請があり、理事会で協議し実施する

ム社長の林有厚さんが第９代会長に就任され、間も

ことになりました。今年５月19日に、リーガロイ

なく会場が文京区後楽の東京ドームホテルに移りま

ヤルホテル広島で開催します。この「記念懇親会」

した。平成25年から大竹会長が就任されたのです

は国内９と海外28の県人会すべてにもご案内して

が、平成27年１月に「一般社団法人」にするとと

います。

ゆうこう

もに、昨年から「総会＆新春懇親会」の会場を品川

東京広島県人会では、創立70周年の記念事

プリンスホテルとしました。そして今年、創立70

●─ 瀬戸内観光を広島県と一体で支援

周年の節目の年を迎えたということです。

大竹

●─ 県人会のさらなる充実・強化に向けて

広島県の湯﨑知事の発案から、瀬戸内沿岸の

７県（兵庫県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・
香川県・愛媛県）が合同で瀬戸内全体の観光ブラン

住川 「一般社団法人」化の狙いは、一つは組織運

ド化を推進していこうと、昨年「せとうちＤＭＯ」

営の透明度が増すことです。決算は社会に公告する

が誕生しました。私は、東京にある７つの県人会が

必要がありますし、法律に則って、理事会でオープ

一緒になって、この「せとうちＤＭＯ」をバックア

ンに議論するなど組織運営の透明性が強く求められ

ップし、瀬戸内海の魅力を広く国内外に発信してい

ます。もう一つは会員の参画意識が強まることです。

ただきたいと思います。私は常々「瀬戸内海には地

会員総会が役員の選任や決算、定款変更等々、県人

中海よりももっと魅力のある観光資源がたくさんあ

会のすべての事項を決めます。会員が県人会の意志

る」と思っていますから、なんとしても「せとうち

決定に深く関与することができ、今まで以上に参画

ＤＭＯ」をいろいろな形で支援していきたいと思い

意識を強く持つことができます。県人会が「一般社

ます。

団法人」化したのは、静岡県人会に次いで広島が二
番目で、全国でもこの二つだけです。
県人会の改組に伴い法律に則って運営しないとい

●─ 今春は『ひろしま さとやま未来博』開催！
大竹

広島県は中山間地域の活性化策にも注力され

けませんので、事務局の負担が従来とは比較になら

ています。今年３月から広島県内の中山間地域で、

ない程増大しています。一方、大竹会長のアイデア

地域の活性化と魅力を地域内外に発信することを目

で、新たに年３回を目処に「副会長懇談会」を開催

的に「ひろしま

しています。年２回の理事会だけでなく、会長・副

れます。地域内の廃校を皆の手で再生しようという

会長の皆さんが自由にものが言えるような関係を持

廃校リノベーションやスマートフォンを使って里山
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さとやま未来博2017」が開催さ

会長・副会長座談会

を冒険する「さとやまソーシャルランド」などの体

教育システムを変革したい」という強い意欲が、既

験型プロジェクトが企画されています。また都市の

成概念を少しずつ動かしたのではないでしようか。

住民と交流する農業体験イベントや中山間地域の特

県知事一人で県政の変革だけでなく、隣県や国も動

産物を販売する活動に対して、専門家の助言や補助

かすような地方発信の行政ができる訳です。

金が出る「ココロザシ応援プロジェクト」もあるそ

児玉

うです。故郷・庄原市を含む広島県の中山間地域の

いたのは、「広島の経済のレベルアップと教育の変

活性化の気運が高まっていくのではないかと期待し

革」でした。そのバックグラウンドには通産省時代

ています。

に米国・ スタンフォード大学に留学してベンチャ

●─ 大崎上島でグローバル人材を育成
大竹

広島県では、教育にも注力されていて、「広

島版『学びの変革』アクションプラン」のもとで
「日本一の教育県」を目指して新しく取り組んでお

湯﨑知事が知事選に初出馬する時に主張して

ー・スピリッツを学び、帰国後起業したことがあり
ます。彼の発想を広島県政に取り込むことで、現在
の広島経済の活性化や教育の変革の起爆力に繋がっ
ているのではないでしょうか。

られます。中でも、グローバル化社会に対応できる

●─ 広い構想力と常に前向きかつ堅実な姿勢

新しい教育モデルを構築しようと、平成31年４月

児玉

の開校をめざして大崎上島に県立の中・高一貫校を

広島県のかさ上げは勿論ですが、県という枠に捉わ

建設中です。特長は、生徒が自ら国内外の課題を発

れないで、中国・瀬戸内全体の発展を考えるという

見し問題解決に取り組む「プロジェクト学習」と高

構想力が「非常にすばらしい」と思っています。年

校になると留学生と一緒に授業を英語で受けること

齢的にも50歳になったばかりでエネルギーに満ち

です。また、大崎上島に米国のアショカ認定大学の

溢れていて、これからも大いに能力を発揮してもら

キャンパスを誘致する計画も進んでいます。将来全

い、広島県とともに瀬戸内地域、延いては日本をも

国から中・高生が集まってくるでしょうから全寮制

動かしてもらいたいと思います。

になるのではないでしょうか。

住川

児玉

全寮制の方が、普段から海外の留学生たちと

据えて一歩ずつ手を打っていくというやり方で私も

共同生活ができ、より実践的な国際コミュニケーシ

大賛成です。これからも「教育先進県」や「イノベ

ョンが図れるのではないでしょうか。

ーション立県」、さらには「スポーツ王国・広島」

保田

復活をめざして、ますます頑張っていただきたいと

日本の場合は、まずは子供を母親の元から離

。役所で採用担当をした時
すことが先決です（笑）
に、中学や高校の時に寮に入って、早いうちに母親

私は湯﨑知事の県政を非常に評価しています。

湯﨑知事は常に前向きな考え方かつ将来を見

思います。

離れした学生の方がしっかりしていました。最近の

●─ 最先端・広島がん高精度放射線治療センター

若い人たちは海外留学をしたがらない。或る意味で

大竹

子供の親離れ、親の子離れができないことが大きな

臨床研究、薬の開発から治療まで、医療に関わる事

。
要因だと思います（笑）

業を産学官が連携して取り組んでいくシステムを提

●─ 湯﨑県政・知事一人で県政は大きく変わる
大竹

私は「医療クラスター」という、先端技術や

唱してきました。７年前に広島での講演会で「医療
クラスター」の話をしましたが、その頃広島では二

広島県のグローバルリーダー育成校は、文部

葉の里にある未利用国有地の再開発が注目されてい

科学省も非常に注目しています。この件が一昨年

ました。私の講演を聞かれた地元の経済人が参考に

11月に県議会を通過するまでには、湯﨑知事は随

されて、再開発の中核として地域連携で先進医療セ

分とご苦労されました。湯﨑知事の「現状の日本の

ンター建設を提言されました。そして、広島市内の
15

広島大学病院、県立広島病院、広島市立広島市民病

らしい技術をしっかり継承しつつ、技術革新してど

院、広島赤十字・原爆病院が連携し、専門性の高い

んどん伸ばしていってもらいたいと思います。併せ

医師とスタッフに、最新の放射線治療装置を導入し

て瀬戸内海を中心とした広域観光ルートを、ゴール

て一昨年10月に「広島がん高精度放射線治療セン

デンルート（東京〜富士山〜京都〜大阪）に比肩し

ター」が誕生しました。

得るものに構築していただきたいと思います。

保田

児玉

国内だけでなく中国の富裕層に来広してもら

私は、日本の高度成長期から30余年間、通

って、治療とともに広島でしっかりと買物し、観光

産省で「日本経済の発展」を念頭にしてきましたが、

して帰ってもらえばいいですね。

この間ずっと「文化国家」をイメージしてきました。

児玉

中国だけでなく、タイやシンガポール、イン

江戸時代に260年間天下太平が続き、経済・文化が

ドネシアなどアジア諸国の患者さんにたくさん来て

繁栄したように、戦後70年間日本は平和が続き、

もらえるような医療ツアーを確立してみてはどうで

政治が安定し経済が拡大しましたが、本来21世紀

しょう。

は「文化の時代」になっているべきです。広島県の

大竹

広島とアジア諸国は近いですから、ぜひとも

場合、伝統技術を受け継いだ先進的技術やオンリー

官民一体となって医療ツアーを考えていただきたい

ワン企業の技術、さらに大学の専門的研究技術等々

と思います。併せて、今後は身体に優しい東洋医学

相当な基盤があります。その上に神楽やケン玉とい

も必要になってくると思われますので、西洋医学と

った伝統芸能や伝統民具、瀬戸内の温暖な気候を活

東洋医学、この二つを併せた統合医療が主流になっ

かした食文化、さらに若い世代がクリエイトする新

ていくのではないでしょうか。

しい文化等々において、広島県がトップランナーと

●─ 故郷支援の寄附文化で県人会の愛郷精神を
大竹

して全国をリードしてもらいたいと期待しています。
住川

広島県は、従来のような企業誘致ではなくて

これから国家財政も、広島県の財政も厳しく

「住みやすい街ナンバー・ワン」を目指すことが大

なっていくと思いますので、寄附文化が大きな効力

切だと思います。西部は広島市を中心に、東部は福

を示すのではないでしょうか。大崎上島のグローバ

山市を中心に、また北部は三次市や庄原市中心に、

ルリーダー育成校についても、県人会の皆さまに寄

街づくりができると思います。広島県の場合、自然

附をしていただきながら、広島県人が「皆で故郷・

環境にも非常に恵まれていますが、広島市の大半の

広島を支援していこう」という活動をしていきたい

皆さんは、水と緑が豊富にある中心部のデルタ地区

と考えています。

ではなく、その外に住んで朝夕の通勤ラッシュを経

住川 寄附額が2000円超の場合は原則として所得

験していらっしゃる。24時間ずっと水と緑を楽し

税と住民税から全額控除される「ふるさと納税」の

めるデルタ地区に皆さんが住めるような街づくりを

対象となりますので、ぜひとも東京だけでなく、全

すれば、通勤ラッシュもありませんし、休みの日も

国の広島県人会の皆さまにもご理解・ご協力をお願

レジャーに出掛けやすい。また、本通り商店街など

いしたいと思います。

街の賑わいも、他県や大都市圏と比べても決して引

●─ 広島県の将来像は！
？
保田

けをとらないような街になると思います。
大竹

まさに「スマートシティ」ですね。ぜひ、こ

広島は製造業の先進県です。私の故郷の呉市

うした街づくりを広島県内の各自治体が積極的に進

でも、主要の造船業は戦前・戦中の軍艦づくりから

めていってもらいたいと思います。そして、本日皆

大変な技術が集積されています。その他、広島市の

さま方とご一緒にお話させていただきましたさまざ

自動車や福山市の鉄鋼業、大竹市の石油化学などの

まな広島への思いが実現できますように、県人会の

重厚長大型産業が盛んです。こうした伝統的なすば

皆さんとともに頑張っていこうではありませんか。
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東京広島県人会と私

東京広島県人会と私

ともにありてこそ!!

酒と肴

ともにありてこそ!!

保田

酒と肴

博

保田

博

戦中、戦後にかけて、育ち盛りを呉で過ごした私
の夕食のおかずの多くは、牡蠣とか鰯だった。牡蠣
にはいろいろ調理法があるにしても、鰯には閉口した。
江田島育ちの母は、尾頭つきの鯛ならぬ小鰯を市
場で山のように買ってくる、自分の手で一尾一尾…
丹念に頭を取り、骨を抜き取った小鰯の刺身の大山
盛り。白い大根のつまの上に載せられたそれを前に、
「今晩もか!!」ため息をつく毎日だった。戦前は海
軍工廠で、戦後は町工場で働く父の月給のみが収入
のわが家では、それが精一杯だったのであろう。
長じて、大蔵省に勤めるようになった私が、東京
の料理店で食した小鰯の刺身は、一皿に５〜６尾、
美味しかったが、値段は300円（当時の月給は1万円
ほど）……高級魚なみだった。

高級魚といえば、鯛を食して、実に味気ない思い
をした経験がある。長崎県福江島で食した鯛である。
東支那海に沈む美しい夕陽を眺めながら御馳走にな
った尾頭付きのその鯛の刺身はまったく締まりが無
かった。干満の潮の流れに揉まれて育った瀬戸内の
鯛の心地良い歯応えなど味わうべくもなかったので
ある。
ところで私が現在住む東京では、小鰯に代表され
なかなか

る瀬戸内の小魚も、鯛も、わが家では却々口にでき
ない。（つまり、料理店に、わざわざ出かけなければ、
口にできない）
。

まず前者。現在、東京のデパ地下や、スーパーの
魚売場で並べられている魚の大部分は、生前の姿形
は想像すらできない肉の塊。尾頭付きの小鰯など見
るべくもない。
鯛は、さすがに尾頭付きのものを売ってはいる。
しかし、小生の酒のために、内陸育ちの家内が、こ
れと悪戦苦闘する姿は見るに忍びない。広島に住む
17

友人達から頂戴した尾頭付きの新鮮な鯛を、近所の
魚屋さんで捌いてもらえた昔が殊更に惜しまれる昨

置いている。
1947（昭和22）年４月広島高等師範学校附属中学
校に入学したが、たいへん自由な校風で、楽しい青

今なのである。
「酒と肴」
。昔からよく聞く言葉である。肴とは、

春時代を過ごすことができた。われわれは新制中学

「酒菜の意」つまり“酒を飲むときに添えて食うも

一年生男女共学の一回生として入学したが、上級生

の”を意味する。酒と肴は不即不離の関係にあるの

は男ばかりの３クラス、われわれは男女合わせての

である。

５クラス、先生達も扱いには随分気を遣われたので

わが広島県は名だたる銘酒王国である。運輸交通

はないかと思う。スポーツはサッカーと野球、私は

手段の発達により、東京に住むわれわれも、それら

サッカーの方に傾倒していたが、野球の方もプロ野

を、いつでも手にすることができる。しかし、とも

球が２リーグに分裂して「広島カープ」が誕生した

にあるべき肴は、そうはいかないのである。されば、

ため、それまでのタイガースファンからカープファ

といって、この年になって、いまさら、呉に帰るわ

ンに転向、成績不良の時代が長く続き、ファンとし

けにもいかない。広島に住む人が無性に羨ましい今

ては大変な時代もあったが、結局今日まで熱烈なフ

日この頃である。

ァンの一人である。
（やすだ・ひろし

東京広島県人会副会長）

1953（ 昭和28 ）年に大学に入り、昭和32年通商
産業省に入省した。戦後の復興期がようやく終わり、
欧米の生活水準に追いつくべく、国民が新たな経済
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私の広島との縁

発展の機会を求めて力を合わせるという時代に入っ
たところであった。池田内閣の所得倍増計画はその

私の広島との縁

象徴であったといってよい。経済全体の発展ばかり

児玉

でなく、「国土の均衡ある発展」が求められ、各地

幸治

児玉幸治

域の知恵比べ的な競争も起こるようになった。通商
産業省に身を置く者の一人としては、広島が他県に

私は1934（ 昭和９ ）年５月９日、広島市中広町

遅れをとることなく頑張ってくれるよう時には気を

の生まれである。ほどなく東観音町に引っ越しをし、

揉むこともあったが、私どもが提唱していたテクノ

昭和16年４月観音国民学校一年生に入学した。昭

ポリス、頭脳立地都市等の構想も広島大学を中心に

和20年５月原爆投下の３ヶ月前に、母方の里の高

して東広島市一帯に見事に花を開いているのは喜ば

田郡向原町に疎開した。父は疎開先から当時勤務し

しいことである。

ていた広島県庁に毎日汽車通勤をしていたが、８月

広島との縁ということでまず申しあげたいのは兄

６日の朝は突然体調を崩し、いつもの列車に乗らず、

弟のことである。身内の話で申し訳ないが、私ども

１時間後の便で広島に向かった。普段どおりに出勤

は男ばかりの５人兄弟である。私を除き４人の弟は

していれば、原爆投下時には爆心地である県庁に着

すべて修道中学、高校のお世話になっており、とり

いているから、行方不明になったことは確実である

わけ３男の憲三は大学まで一貫して修道であり、多

し、私どもの住んでいた東観音町も防火水槽を除い

くの子・孫に囲まれて広島在住である。私を含め他

ては跡形もなくなっていたから、疎開していなけれ

の４人は関東地方に住み（一人はすでに他界）つい

ば家族一同同じような被害を受けたことであろう。

ているので、弟一家が元気に広島に住んでくれてい

疎開という両親の決断と父の突然の体調不良とい

ることによる広島との人的心理的絆の強さは筆舌に

う偶然のお陰で私ども家族の今日はあるので、広島
のことを想うときには、いつもこの因縁を私は頭に
18

尽くしがたいものがある。
同窓会でいえば、附属中学校時代のクラス会が今

東京広島県人会と私

も続いている。男子生徒は大学卒業後、東京、名古

の御協力、御努力をお願いしたい。

屋、大阪、広島と散らばっているが、各地域のクラ

穏やかな気候に恵まれ、食物、飲物の素晴らしさ

ス会の外、ときどき全員集っての会合もある。ただ

はもとより、数々の歴史遺産、文化遺産に囲まれる

最近は年のせいもあり、各地域の会員のみのクラス

郷土広島が、今後さらに発展していくことを切に祈

会が多くなっており、東京地域では年に数回男女合

りたい。

わせお昼に10人くらいが集って食事とお喋りを楽

（こだま・ゆきはる

東京広島県人会副会長）

しんでいる。
私どもの同窓会はアカシア会と称し、東京にも東
京アカシア会があり、私もかつて会長を務めたこと
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があるが、今は二代後の会長が活躍中であり、会と

広島県人会の原稿
故郷を持つよろこび

しても多様な活動を展開している。

浦上浩

広島との縁で申しあげれば、特大の組織は東京広

浦上

島県人会である。若い頃には大変な大物が幹部を務

浩

めておられたため若干敬遠気味であったが、岡田会
長時代に「赤紙」がきて以来、御奉仕のつもりで役
員を務めさせていただいている。この会は、政、官、

私は、東京に居を構えて37年になりますが、出
身は広島県東部の府中市です。

財、学、文化、スポーツ等ジャンルの如何を問わず

私は1936（ 昭和11 ）年に東京で生まれ、1944

広島に縁のある人々の集まりであり、素晴らしいコ

（昭和19 ）年に府中に移り住み、再び東京へ移住し

ミュニケーションができつつあるように思う。歴代

たわけですが、太平洋戦争（1941〜1945年）の戦前、

会長はもとより、大竹現会長の御努力によるところが

戦中、戦後を東京と広島で経験しました。激動の時

大きいが、今後ますます発展してほしいものである。

代に生きてこられたことを感謝しておりますし、現

終わりに、一昨年亡くなった元賀茂鶴酒造社長会

在のわが国の平和と繁栄は、多くの人の犠牲のうえ

長の石井泰行君について触れることをお許しいただ

に成り立っており、我々が今日あるのも、先人の尊

きたい。石井君は昭和22年附属中学校に入学以来

い努力のおかげであることを日々忘れてはならない

の親友であり、彼がアカシア会全体の会長のとき私

と思っています。

が東京アカシア会会長を務めていたこともあるが、

私が小学校２年生のとき、東京は空襲が激しくな

その彼からもう５年も前に広島にアセアン協会を設

り、学校は閉鎖、生徒は東京を離れることを余儀な

立するから会長を引き受けろ、自分が会長代行をや

くされ、私は父の郷里である広島県芦品郡岩谷町

るから負担はかけないという話があった。
わが国にとって政治的にも経済的にもアセアン
10カ国が極めて重要なことはいうまでもないが、
地方ではこれまでアセアン個々の国との交流団体は

（現在の府中市目崎町）へ家族で移りました。私のよ
うに縁故がある人は縁故地へ、ない人は集団で疎開、
多くは地方都市のお寺や学校に身を寄せました。
父の郷里へ疎開できたものの、食糧難の時代です。

あっても、アセアン全体として対応する団体の例は

当然のことかもしれませんが親戚といえども我々疎

ないとのことでお引き受けすることにした。その張

開者を温かく迎えてはくれませんでした。多くの人

本人が急逝してしまい正直途方にくれたが、彼の遺

たちが毎日飢えと戦い、日々生き延びることしか考

志を継ぎ、体の続く限りは頑張ってみたいと思って

えていなかったと思います。学校の校庭も耕され、

いる。アセアンは、共同体市場への歩みを緩やかで

野菜が植えられました。1945年８月には府中市に

はあるが進めており、広島アセアン協会の活動の場

隣接する、直線距離で約15km離れた福山市に大掛

はますます拡がってゆくと思われる。関係者の方々

かりな焼夷弾爆撃があり、夜空が真っ赤になったの
19

を記憶しております。当時は情報が少ない時代、広

ーグ優勝は感動的でした。また、オバマ大統領の広

島市に新型の爆弾が投下されたという話は後になっ

島訪問も、核廃絶を願う県民の一人として、本当に

て聞かされました。府中市に移り住んでからの想い

良かったと思います。近年、広島は製造業や観光業

出もいろいろありますが、こどもごころに良い想い

などを中心に、比較的経済が順調に推移しているよ

出はあまりありません。

うですし、教育や福祉の取組も進んでおり、たいへ

小学校、中学校、高校を終え、大学の４年間を東

ん嬉しい限りです。

京で過ごした後、広島市にある大学の工学部の工業

経済社会発展のキーワードは「グローバリゼーシ

経営学科で１年お世話になり、1960（ 昭和35 ）年

ョン」・
「イノベーション」 とともに「コラボレーショ

１月、府中市に本社のあるリョービ株式会社へ入社

ン」だと思っております。例えば、瀬戸内海７県に

しました。入社２年後の1962年に結婚、４人の子

よる「せとうち観光推進機構」のように、他県とも

供たちにも恵まれました。

連携しながら、さらに発展することを願っています。

1980（昭和55）年、仕事の都合で21年間住み慣れ

「東京広島県人会」も70周年を迎えました。大竹

た府中を離れ、家族とともに東京へ移住し、現在に

会長のリーダーシップのもと、一般社団法人化する

至っております。わが人生で最も長い期間、東京に

とともに、国内外の広島県人会とも連携を図ること

居を構えているにもかかわらず、多くの人が今だに

としております。また、会員相互の親睦だけでなく、

私の生活の拠点は広島であると思っておられ、「東

広島出身の学生との対話など、広島のために役立つ

京には月のうち何日ぐらいおられますか？」「広島と

さまざまな取組を進めています。

東京と過ごす時間はどちらが多いですか？」と聞か

私も古稀を過ぎてだんだん故郷への想いが深くな

れることがしばしばです。人々に認識を変えてもら

ってまいりました。できるだけ広島へ足を運ぶ機会

うことがいかに難しいことかということだと思います。

を増やすとともに、少しでも広島のためにお役に立

広島というと一般的には東部より広島市を中心と

てればと思っております。

した西部を思い浮かべる人が多いと思います。私は

（みうら・さとし

東京広島県人会副会長）

東部の出身ですから、西部のことを聞かれて答えら
れないことが多々あります。以前に比べると道路網
の整備、公共交通機関、通信機関が発達したお陰で

東京広島県人会と私

広島の東部と西部の格差は小さくなったと思います
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が、官民一体となって両者を少しでも近づけること

東京広島県人会と私

が大切だと思います。

⻆廣勲

（うらかみ・ひろし

東京広島県人会前副会長）

⻆廣

勲

私と東京広島県人会とのつながりは、今から27
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美しい自然と
広島県人会と私
歴史・文化を大切に
三浦

惺

三浦

惺

年前に東京企画部へ赴任したときにさかのぼります。
当時の会長であった東映の岡田茂さんが日本一の県
人会を目指しておられる中で、会員増強やさまざま
な行事や活動のお手伝いをさせていただきました。
あれから時は過ぎ、2013（ 平成25 ）年３月に副会
長を拝命し、二十数年ぶりにお手伝いをさせていた

2016（平成28 ）年はまさに広島の年でした。な
んといっても「神ってる」カープの25年ぶりのリ
20

だくことになりましたが、会員も増え、皆さんとの
交流を通じて、あらためて会員の皆さんの “故郷

東京広島県人会と私

広島”を思う気持ちに感動しております。

いただければと思います。

とりわけ、平成28年は「広島東洋カープ」が25

（やまもと・じろう

中国新聞社社主兼会長）

年ぶりに優勝し、本年の東京広島県人会の70周年
に花を添えることとなり、私も心から喜んでおりま
す。記念すべき70周年を迎え、これからも“故郷

〝三原〟の思い出

広島”の経済発展、文化向上を中心にしっかりお手
伝いをさせていただきたいと思っております。
（すみひろ・いさお

東京広島県人会副会長）
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〝三原〟の思い出
山根昌久
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古里に熱いエールを
これからも

山根昌久

私は当年80歳、東京人ですが、８歳で父の故郷
で醉心蔵元のある三原に縁故疎開し、13歳まで生

古里に熱いエールをこれからも

活をしました。いわば多感な少年期を終戦を挟み、

山本治朗

戦前戦後５年間過したことになります。三原の印象

山本治朗

は「山紫水明」に尽きます。価値観の大変動はあり
ましたが、水清き第二のふるさとの価値は微動だに

このたびは、東京広島県人会創立70周年、まこ
とにおめでとうございます。心よりお祝い申しあげ
ます。
私は2014（平成26）年に県人会に加入し、15年
から副会長を務めさせていただいています。足場が

しません。
一番懐かしい思い出は、祖父の袖口にさばってお
寺参りのお供をしたこと、祖父が今夜は松茸の「へ
か」にしよう、ついて来なさいと二人で山中に入っ
て松茸の探し方を教わったことなどです。

広島にあるため、会合にはなかなか出席がかないま

戦前戦後広島市に数回行き、戦後の広島のあまり

せんが、毎年１月の新春懇親パーティーには必ず、

の変わりように驚きましたし、三呉線で呉にも行き、

広島から足を運んでいます。その度に、会場を埋め

江田島の海軍さんにも多くゆきあいました。福山、

尽くす来場者を見て、
「全国有数の県人会」という

尾道、西条、庄原、三次にもそれぞれ思い出があり

評判どおりの勢いを頼もしく感じています。

ます。

昨年、広島東洋カープの25年ぶりのリーグ優勝
に広島の街は沸きました。聞きますと、首都圏での

私は今でも三原をこよなく懐かしみ、広島東洋カ
ープの優勝に祝杯を挙げた一人です。

試合では、県人会青年部の方々が毎回、球場に足を

（やまね・まさひさ

東京広島県人会常務理事）

運び、熱心に応援をされたとのこと。広島から中継
を見ていて、真っ赤に染まった球場がどれほど心強
かったことでしょう。県人会の熱い思いがあったか
らこそ、全国的に盛り上がれたのだと感じています。
広島県は昨年、カープの優勝だけでなく、米国の
オバマ大統領の訪問や、リオデジャネイロ五輪での
金藤理絵選手の金メダル、山縣亮太選手の銀メダル
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広島県人会と私
東京広島県人会と私
石田文典

石田文典

などがあり、歴史的で、また嬉しいニュースが相次
ぎました。これからも引き続き、古里に熱いエール
を送ってください。広島の発展を力強く後押しして

東京広島県人会が創立70周年を迎えられますこ
と、まずもってお祝い申しあげます。
21

私は、2012（ 平成24 ）年４月、広島県東京事務
所長として、初めて、広島以外の勤務地に赴任しま
した。東京と縁のなかった自分が、ちょうど銀座の
「ＴＡＵ」オープンの年に大都会東京での生活を始
めることとなったのも何かのご縁だと思います。
ＴＡＵのオープンに関しては、新宿の「ゆめテラ
ス」を閉めて早２年が経過しようとしていましたの

年１月には、法人格を持つ「県人会」として再出発
されたわけです。
しかしながら、新たな環境での出発に当たっては、
変化への意見が合わず残念ながら別の道を歩まれた
方もありました。会として、そして会員の皆さんが、
時代の変化に的確に対応され、さらなる飛躍を遂げ
られることを祈念・期待しております。

で、それまで御愛顧いただいていた県人会の皆さま

最後に、県人会があったればこそ、そのネットワー

には、早期の再開について厳しくも暖かい御要請を

クのお陰で、東京の「美食」に比較的容易に出会え、

いただいておりました。また７月の開店後には、

とても助かりました。東京には、全国からおいしい

「店がどこにあるのかわからん」「通りの看板が見え

食材、そして一流の調理人が揃っています。リーズ

ん」とたくさんの苦情も頂戴しましたが、県人会の

ナブルでかつおいしい店の発掘には、リスクを覚悟

皆さまにはふるさと愛で何度も来店いただき、売上、

して多くの場数を踏まねばなりません。その点、諸

入店客数とも目標を上回る盛況ぶりとなり、今や、

先輩方の経験知で、ロスなく、おいしい店にたどり着

売上では全国のショップの中でも２番か３番かの位

けたことは、望外の幸せでした。この紙面を借りて

置にあり、私もほっとしたところです。

改めてお礼申しあげます。ありがとうございました。

さて、広島一筋で50代半ばで赴任した私にとっ

（いしだ・ふみのり

広島県東京事務所前所長）

て、初めての東京生活は不安と期待の交錯した複雑
な出発でした。そうした中、恒例の東京広島県人会
幹部・幹事の皆さんによる東京事務所職員の歓送迎

広島人はすごい

会は、今でもとても印象に残っています。ご多用の
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中、会長はじめ多くの皆さまが参加され、ふるさと

東京広島県人会と私

の話題や新しい東京生活の楽しみ方を教わるなど、

新見

その暖かさを痛感しました。

─その熱きふるさと想い─
博

新見

博

東京生活をふり返りますと、なんといっても人的
交流の幅が格段に広がったこと、そして広島を離れ

８月の原爆記念日に住川幹事長から70周年記念

て外から「広島」を見ることができたことで広島の

誌への寄稿を依頼され、楽しいこと、悲しいこと、

価値を再発見できたことが、今でも一番の財産とな

苦しいこと、甘酸っぱいこと、いろんなことがぎっ

っています。

しり詰まった県人会の活動をふり返って、ペンを執

他県の東京事務所長とそれぞれの県人会のことで

ってみました。（ 正確な記録ではないので間違ってい

会話することもしばしばあり、それぞれの県人会の

ることも多々あるかもしれません。敬称略、物故され

様子や県との関係性について情報交換するときは、

た方はそのままにさせていただきました。それにすべ

とても優越感に浸れる瞬間でした。

てのアクションは私一人ではなく常に仲間が一緒でし

そして、私は、歴代所長を凌駕して、結局４年間
の在職となり、新たなレコードを作ってしまいまし

た。一緒に活動した仲間のお名前を書きたかったので
すが、とても書ききれないので失礼しました）

。その間、会長の交代、そして法人化への
た（笑）
移行と、県人会としては、大きな変革の時期をご一

◉ 開かれた県人会

緒させていただきました。かねてから財政的基盤は

1994（ 平成６ ）年のある日、東映（ 株 ）の会長

強固でしたが、加えて組織体制を整えられ、2015

だった岡田茂に呼ばれ、「新見君、わしゃ今度、広
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島県人会の会長を引き受けることになったんじゃ。

きの中心になったのは私と加藤修治で、この人の熱

協力してくれーや」…という話でした。岡田茂は西

意、人脈が幹事活動にすごい貢献をしました（岡田

条（現東広島市）の出身で、京都撮影所での映画制

時代の最後まで）
。

作（東京撮影所でも）が長く、いろんな映画を作っ
てきたので、広島弁、やややくざっぽい言葉、関西

◉ 仲間とデスク

弁がいりまじった言葉（ 映画界のドンといわれるく

県人会のエンジンになる幹事活動は最初から活発

らい迫力がすごい）を駆使して説得してくるので反

で、役員の中からも参加する方が多く、10の委員

論の余地はありません。しかし、そのとき、私は県

会や多くの同好会が作られ、熱心な討議、動き、そ

人会のことはまったく知りませんでした。

れに飲み会が続きました。親睦の旅行会には家族も

その時の県人会会長は田部文一郎（ 三菱商事会

一緒に参加する方も。

長）で、広島県人会は伝統があり、財界、官界、政

いつも不思議な気持ちでいましたのは、皆、金を

界の大物といわれる方々が中心になって格式、権威

払って（年会費、パーティ費）、平等で、命令という

のある会だったようです。普通の人は入るのが難し

ことではなく、でも、喜んで参加していたことです。

く、入れても堅苦しい雰囲気にのまれて大変だった

苦しいこともありましたが、皆へっちゃらな顔をし

ようです。

て処理してました。ほんとうに信じられない日々で

そのような会だったので会員も多くなく、懇親会

した。事務処理だけでなく、多くの情報が集まって、

も上野の精養軒で行われていました。山根賞三（酔

すぐに対応を迫まられる問題がおきても担当幹事と

心）
、石井泰行（賀茂鶴）、角田式美（角栄ガス）、加

連絡してくれるデスクも、活動の重要な役割を果た

藤修治（テクノ樹高）ほかの何人かが集まって最初

してくれました。

の打ち合わせが行われました。この席で私が主張し
たのは、広島出身で上京して活動している人は大勢
いて、県人会があれば参加したいと思っているはず
で、そのような方々に参加してもらうよう、開かれ
た、民主的な会にしましょう。これは全員賛成で、
ここから新しい県人会のスタートです。名前も「東
京広島県人会」に決定しました。（東京は広く東京圏
という意味で）その後、入会資格を広げ、仕事で何

年か広島に住んで、第二、第三の故郷と思っている
方も、なにかの縁で広島が大好きだという方も入れ
ある幹事会の作業風景

よう、ということにしました。
（この会が、広島県が
外に向かって開かれていると、好評でした）

◉ 財政・危機
◉ 組織づくり

会がスタートした時点で財政は危機状態で、山根

会を大きくするには、①各界で成功して名をなし

副会長が寄付集めに奔走するのをみて、これはまず

た方々をずらりと、役員として参加してもらう。②

い、と解決する努力を始めました。支出より収入が

活動の中心になる幹事グループを結成する。実行部

増えればいいわけで、会費収入と催事収入の増、そ

隊が最重要になる。③一般会員を増やす。④団体と

のためには会員、役員が増えて、パーティの参加者

しての形を整え、広島県との連携を密にする…とい

が増えることが必須になります。

った大まかな目標を掲げて動き始めました。このと
23

◉ 役員

このお金だと、私は答えてまいりました。

増員運動をしながら感激したのは、企業のトップ、
官界の上級の方、政界の重鎮…が県人会ということ

◉ パーティ会場

で快く会って下さり、ほとんどの方が、役員就任、

最初に開催したのは、銀座東急ホテルで、150人

（かなりの年会費がついていても）を快諾して下さっ

くらい集まり、狭いので次は赤坂東急ホテルで、た

たのです。副会長、常務理事、理事、評議員、幹事

だこの間に会員がどんどん増えていくのでもっと広

ということにしました。幹事の増員運動も好調で、

いところが必要になりました。次の会場は常務理事

最初は出身高校の同輩、後輩が中心でしたが次第に

の方のコネでホテルニューオータニで行いました。

輪が広がり、やがて50人に達するようになりまし

出席者も多く内容は悪くなかったのですが、ホテル

た。特に幹事は実践部隊で、時間も労力も大変なの

の費用が高く、こちらも見下ろされてる感があった

に、年会費１万円で、誰からも文句ひとつ出ません

ので、当時、東映と親しいつき合いのあったプリン

でした。頭がさがり、この会を大事に育てる責任を

スホテルと交渉して、赤坂プリンスで総会、パーテ

痛感しました。役員の数もやがて300人を超えるよ

ィを行うことにしました。

うになり、役員に対するお返しはなにかを考え、１

有り難いことに、当時プリンスグループのトップ

年に１度の総会以外に、役員だけの懇親会を開催、

だった堤義明が広島県人会の動きに目をつけていて、

最初は１年に１度でしたが、好評で（総会は参加者

広島県人会を取ってこいという指示がでていたよう

が１千人を超えて混雑し、挨拶もできないが300人規模

です。ここでの開催は、コストダウン、もろもろの

のパーティだとじっくり顔を見ながら話ができる ）年

サービスがうまくゆきました。トップ同士のつき合

２回にしました。

いもあったので、協力的で、長く続きました。会場
の設定も好きなようにできたので、まだ広島県に市、

◉ ふたば会
広島に本社のある大企業のオーナーで作った「ふ
たば会」と在京の広島ゆかりの財界人との親睦会が

町、村が多くあったので、すべての長が、また県に
ゆかりの国会議員のすべての方が出席されるので壇
上での席の用意（何段ものひな壇）が大変でした。

毎年行われていましたが、行き詰まって岡田は悩ん
でおり、ちょうどこの役員懇親会をそのかわりにし
たいと思ったようです。結果は良かったようです。

◉ 会員名簿、県人会ニュース、ホームページ
会員、役員が勢いよく増えていくので会員名簿の
ページ数も増え、他県の県人会の名簿等を参考に、

◉ 財務好転

広告を掲載することにしましたが、協賛企業の数が

どの催事も内容を幹事会で企画検討し、コストも

多く、１冊の半分以上が広告になり、また編集に携

考え、ホテルとの値下げ交渉も行い、すべて黒字で

わる幹事の仕事も煩雑になるので、思い切って広告

した。役員年会費と催事の黒字で財務状態も好転し

ゼロにすることにしました。おそらく他の県人会に

繰越金が９千万円を超えるようになりました。この

はないと思います。

金をどうするのかという質問も多々ありました。近

県人会ニュースも広告なしで通してきました。思

い将来、道州制が取り入れられ県の形が変わってき

い切ってカラーに、写真を多くして読みやすく、編

たとき、県人会の事務所を独立させなくてはなりま

集に携わった幹事の苦労は大変だったようです。会

せん。現在、県事務所の一部を安い家賃で借りて、

員には好評で、もっと多くの細かい情報が欲しいと

いい立地、優秀な若い県職員、広島情報の集積地の

いう要望が絶えなかったようです。ホームページも

中にいて、会議室も使わせてもらっていますが、独

幹事が苦労して続けてきました。今はかなりの固定

立すると費用は膨大になります。そのための備えが

ファンができているようです。

24

東京広島県人会と私

◉ 協賛企業、お土産
広告を一切取らないということと関連して、パー
ティへの協賛は好調で、酒処広島の酒造組合からの
協力、松尾氏のカルビーからの大量の商品提供は今
も続いています。広島各市町村の（今は村はなくな
りましたが）名産品、役員関連企業の商品等、パー

ティ開始前のお土産袋の用意は大変で、全幹事、お
手伝いの有志が前日の夜会場に集まって仕分け、詰
込み、指定場所への準備と大変でした。ただこのよ

郷土の現状を学ぶ「学郷会」

うな全員での作業は不思議な一体感を生み出し、県

そうけい

成し、その末裔の上田宗冏を家元とする上田流の茶

人会もいいもんだ…と皆が感じたようです。

道が広島で発展しているが、県人会を入口として東

◉ 幹事交流と故郷の勉強

京で広げたいという話が参り、協力することになり

スタート当初、県の事務所は霞が関ビルに隣接し

ました。

たビルにあり、
（2005〈平成17〉年から現在のビル ）

広島では上田宗箇は縮景園を造った人間として有

県人会の事務所はその一部をお借りしてました。会

名だったので、県人会の役員を説得するのは早く、

議室もお借りして、頻繁に幹事の会議を重ねていた

何十人かの発起人を揃えることができました。その

関係で、終了後、地下にあった安いレストランで飲

後、家元の人柄と熱心に応援するファンが増えて立

みながら歓談、県事務所のスタッフも参加し、この

派な流派として栄えているようです（東京遠鐘クラ

飲み会が長く続きました。広島という共通項のもと

ブ）
。私も東京の有名な茶室を調べて、交渉し、お

胸襟を開いて語り合う素晴らしさ、これは幹事冥利

茶会に会員が興味を持って参加できるよう努力しま

につきました。

した。

ただ、このとき感じたのは、自分はいかに広島の
ことを知らないかでした。幸い東映は広島に映画館、

◉ 一般会員へのサービス、交流

シネコン、ゴルフ場、また各百貨店での展示催事等

会員増強運動も好調でスタートして５年後には

やっていましたので出張で積極的に広島に帰り、高

3､ 000人に達しました。年会費３千円をいただい

校時代の友人にも協力してもらって、出張の都度、

て、そのお返しは…と悩みましたが、会員名簿、県

１日をさいて、タクシーを使ったり、友人の車で、

人会ニュース、それに同好会への参加呼びかけを始

あちこち廻りました。広島県東京事務所には選抜さ

めました。ゴルフ、テニス、釣り、陶芸、写真、き

れた優秀なスタッフが30人近く勤務しており、定

き酒（近郊の酒蔵見学）、カラオケ等、熱心な幹事が

期的に、担当している業務についてレクチャーして

中心になって参加者を増やしていきました。講演会

もらって広島県の勉強会を始めました。学郷会とし

も好評で、いつも百人以上の会員が出席してくださ

て今も続いているようです。

いました。

◉ 広島発の文化

ふる た

桃山時代に茶の文化が栄え、秀吉の側近で、古田

おり べ

そう こ

◉ 当時残された課題
すべてうまくいったようでも、問題もありました。

織部の直弟子だった上田宗箇が、関ケ原の戦いのあ

私自身、幹事長になったときは50歳を超えていて

と、広島に移封した浅野家の客分で、茶の文化を熟

集まった仲間たちも若い人（20代､ 30代）はいませ
25

んでした。組織が生き残り成長する重大要素として、

と思います。

若い芽を育てることが入ってきますが、幹事会の中

私は一度目の中国新聞東京支社勤務をした昭和

に青年部、学生部を作り、大きくしたかったのです

50年代後半に県人会と出会いました。当時「会員

が、うまくいきませんでした。
（この問題は後に良い

4000人、おそらく全国１、２の数」と聞きました。

方向に進んだようです）

総会は名簿掲載の人、名簿外の人で常にごった返す
にぎわいだったと記憶します。「集まるんじゃけ、

◉ 次の時代へ

受け入れにゃ仕方ないよね」と役員たち。なんとも

2007（平成19 ）年に入って、岡田会長と、そろ
そろ会長職をひいて、次の時代にまかせては、とい

大らかで開放的、広がりのある組織というのが第一
印象です。

う話をするようになりました。この頃、親しくおつ

歴代リーダーの方々も個性的で魅力的だと思いま

き合いのあった山口信夫（日本商工会議所会頭 ）を

す。財界トップの一人だった元会長は風邪気味をお

交えた話し合いが何回かあり、林有厚（東京ドーム

して、ぐるぐる巻きのマフラー姿で総会に登場。県

社長）にしたい、ということになり、説得を開始し

人会への思い入れに、万雷の拍手が起きたのを思い

ました。東京ドームは所有していた多くのゴルフ場

起こします。弱い時のカープの東京激励会で「優勝

のすべてを処分するという改革の最中で、いい結果

は難しいかもしれないが頑張れ」といった内容の、

が出るまでお待ちした後、会長職を受けてくださる

妙に納得できるような檄で爆笑を誘った元会長も印

ことになり、続いて、すべての副会長に報告と了解

象に残ります。

ゆう こう

を得る作業を始めました。私は、岡田、山口、林の

いろんな角度から、人が集まる要素の詰まった県

希望で１年だけ残り、次の体制がうまくいったのを

人会だと改めて思います。同時に、今や全国発信の

確認して幹事長職を江崎正行にバトンタッチしまし

発光源になったようにも感じます。ひろしま男子駅

た。今は林有厚時代から次の大竹美喜時代に入り、

伝を機に、広島には地元以外の全都道府県人組織が

住川雅洋幹事長とのコンビのもとで新しい形の県人

そろいました。東京での広島モデルが発想のベース

会が始まっています。新しい時代にふさわしく、ま

にあるのは間違いないと思います。開放的で広がり

すます輝いた県人会になるよう、期待しています。

をみせる広島マインド、スピリット—。まてよ。ひ

（にいみ・ひろし

東京広島県人会元幹事長）

ょっとしてハワイやブラジルの広島県人会魂も投影
されているのかも。そんな感も、私にはするのです。
（こうの・いちろう
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広島県人会と私
河野一郎

河野一郎

いつでしたか。ＮＨＫのラジオ深夜便で、信州の
酒造会社社長が、驚きを込め、広島への感謝の念を
語っていました。
「広島の酒造りについて伺ったら、
ここまで踏み込んでいいのかと思えるほど教えても
らえた」という趣旨でした。来るものは拒まず—。
ここに東京広島県人会の持ち味に通ずるものがある、
26
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近畿広島県人会の現状
豊松正文
東京広島県人会70周年おめでとうございます。
会長初め幹部の方々の努力に敬意を申しあげます。
広島県人会も各地において親睦と交流に努力されて
います。
近畿広島県人会も今年で134年になります。過去
に活躍された先輩たちに感謝しながら少しずつ新し
いことを取り入れ会員の親睦と懇親が図られるよう
に努力しています。毎年総会を行うとともに広島県
と各市町村との関係を強化すべく各自治体の行事な
どをできるだけ多くの人に知ってもらうように努力

ら歓迎や応援体制をとっています。そのように高校

しています。

の行事が多いため各高校の関西の同窓会をまとめた

総会ではできるだけ郷里の芸能などを会員に知っ
てもらうべく、県や各市町の援助を得ながら会員に

同窓協議会を設立し、各学校間の横のつながりを持
つように努力しています。

ＰＲをしています。最近の総会では安芸高田の神楽

会員は現在400名程度ですが、会員も高齢化して

や三原のヤッサ踊り、因島の村上水軍の陣太鼓、被

きていて退会する人が多くなっていますので若い人

爆70周年の年には被爆ピアノの演奏会などを行っ

の勧誘に努力しています。若い人たちがホームペー

てきました。

ジを見て少しずつ入会してくれています。今後はま

その他会員を中心にバス旅行で郷土を訪問するよ

だ結成されていない学校の近畿の同窓会支部を結成

うな行事を行ってきました。また、広島の酒を飲む

するように、各学校出身者と一緒に努力し、その中

会やゴルフ会、カラオケ会、京都・奈良の散策会な

でできるだけ多数の人に県人会に入会してもらえる

ど行って会員の懇親を図っています。

ように努力してゆくつもりです。

近畿を中心に行われる行事として、高等学校のス

今後の活動にあたって東京県人会の活動を参考に

ポーツ全国大会が多く開催されます。春の選抜高校

させていただきたいと思っています。貴会が全国の、

野球や夏の全国高校野球、冬の高校駅伝、高校のラ

いや全世界の広島県人会の指導をとっていただける

グビー大会など多くの行事があり、年中行事として

ように、ご援助をお願いしまして挨拶といたします。

それらの応援に努力しています。

（とよまつ・まさふみ

近畿広島県人会名誉会長）

今年の春の選抜に呉市立呉高校が甲子園に出まし
たが、県人会として呉市や呉高校と連絡を取りなが
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わが心のふるさと
広島県人会の片隅で
藤本輝夫
東京広島県人会創立70周年まことにおめでとう
ございます。
歴史と伝統を受け継いでこられた先人の努力に心
からの敬意を表します。
近畿広島県人会の歴史は、1883（明治16 ）年に
設立され今年で創立134年を迎えました。私が近畿
県人会に入会したのが1963（昭和38）年､ 弱冠22
歳の時で、今年で入会54年目になります。
「ふるさとは遠くにありて思うもの」……。これは
私が県人会に入る動機というか、その当時の心境で

紹介していただき、青年クラブ全員が県人会の会員

ありました。

として入会。昭和38年近畿広島県人会青年部とし

９歳で母親を、15歳で父親を亡くした私は、中

て活動することになりました。多い時には200名を

学時代を広島の田舎町で貧乏のど真ん中にいました。

超える青年部がいましたが、加齢とともにいつの間

中学校を卒業と同時に、ふるさとを捨てるように大

にか消えてしまいました。

阪の小さな町工場に就職しました。当時は高度経済

私は、入会と同時に青年部を代表して幹事に任命

成長の波に乗り、集団就職などで地方の若者が職を

され、以来54年間幹事として、今でも近畿県人会

求めてどっと都会へ出てきた時代でした。

の中枢で活動させていただいております。

大阪での生活は、貧しかった田舎の生活に比べ食

ふるさとを捨てるように大阪に出てきた私でした

事など雲泥の差がありました。なにより給料が入り、

が、県人会とかかわるようになると、ふるさとが懐

自由に使えるお金があることは、心にゆとりができ

かしくなり、苦しかった子供時代でしたが、ふるさ

るようになりました。半面ホームシックになり、故

とを思い出すようになってきました。小学校、中学

郷が恋しくなったりしました。

校の同窓会には欠かさず出席していますし、同級生

社長の勧めで定時制の高校に入学したのが、私の
人生を大きく変えるきっかけになったのです。当時

やクラスメイトとも親しくおつき合いをさせていた
だいています。

の定時制の生徒の大半が地方出身者で、ほとんど同

仕事はその後小さな広告代理店に転職し、写真や

じ境遇なので、すぐに友達ができ、いろんな悩みご

デザインなど宣伝企画の勉強をさせてもらいました。

とや将来の夢などを語り合ったものです。そんな折、

35歳の時独立し企画会社を設立しました。県人会

地方出身の青少年グループに参加するようになった

の機関紙の編集のお仕事をさせていただくなど、多

のです。休日にハイキングやキャンプなどのレクリ

くの県人の皆さまにお力添えをいただきました。ま

エーションを中心にした活動でしたが、私の気性に

た、県人会の他に私の住んでいる千里ニュータウン

合ったのでしょう、とても楽しく積極的に参加をい

でまちづくりや自治会、老人会など、多くのボラン

たしました。

ティアをさせていただいていますが、ボランティア

昭和36年20歳の時、広島県出身の青少年を集め

活動の原点は県人会にあります。

「広島青年クラブ」を設立しました。100名以上の

歴代県知事さんはじめ各市の市長様とも懇意にさ

会員で、レクリエーションを中心にした活動を展開

せていただいており、県人会に入ったおかげで数多

していました。翌年、大阪市の担当者から県人会を

くの人との出会いがありました。近年は東京をはじ
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め全国の県人会の皆さまとも交流させていただき、
ますます交流の輪が広がっています。
私の心の中には「ふるさと・ひろしま」が大きく
占めています。県人会の偉大な先輩がこう話された
ことがあります。
「今の若者には愛国心がない。愛
国心といえば戦前の軍国主義を思い起こすが、今の
時代は “愛郷心” すなわち、両親やふるさとの人々
を大切にすることが世界平和につながる」と語られ、
若者の “愛郷心” の希薄さを嘆かれていました。
半世紀以上の県人会との関りは、当然私の人生に
大きな影響を与えたことはいうまでもありません。
ふるさと大好きな私にとって、今後とも「ふるさ
と・ひろしま」の良さを周りの人につぶやきながら、
県人会の片隅で生きてゆくことを願っています。
（ふじもと・てるお

近畿広島県人会副幹事長）

Prefecture with the City of Honolulu and the
State of Hawaii. A “sister” city relationship

between the Hiroshima City and the City and
County of Honolulu was established in 1959.
Plans are already being initiated for a 60th

anniversary commemoration in 2019. Also, a
“sister” state/prefecture relationship between

Hiroshima Prefecture and the State of Hawaii
was created in 1997. 20th anniversary

commemorations in both Hiroshima and Hawaii
will be celebrated in 2017.

幸いなことに、広島市・広島県とホノルル市・ハ
ワイ州との間には、強い絆があります。広島市とホ
ノルル市の「姉妹都市」の関係は1959（昭和34）
年にできました。2019年に向けてその60周年を祝
う計画が既に始まっています。また、広島県とハワ
イ州の姉妹県（州）関係は1997（平成９）年にでき
ましたので、2017年は20周年を迎えることとなり

心からの「アロハ」
ホノルル広島県人会
Aloha to the Tokyo Hiroshima Ken People

Association on your 70th Anniversary. We are
the Honolulu Hiroshima Kenjin Kai (HHKK),

ます。

Each year, the HHKK focuses its efforts on the
following programs and causes:

毎年、ホノルル広島県人会では、次のような企画や
活動に注力しています。

which was established in 1955, by first and

1. Okonomiyaki sale at the Japanese Cultural

Prefecture. The purpose of our organization is

Festival with net proceeds earmarked for

second-generation immigrants from Hiroshima
to promote and perpetuate the unique culture
and customs, its interesting food, its rich

traditions and its friendly and caring people of
Hiroshima.

Center of Hawaii’s New Year’s

annual college scholarships for deserving family
members

1. 日本文化センターの「ハワイの新年フェスティバ
ル」 における「お好み焼き」 の販売…その純益は

東京広島県人会の皆さま、貴会が70周年を迎える
に当たり「アロハ」と、心からの祝意を表します。

HHKK家族会員のなかの然るべき方々に対する大学
奨学金に使われています。

私どもは、 ホノルル広島県人会（the Honolulu
Hiroshima Kenjin Kai 、ＨＨＫＫ）です。私どもは、
広島県からホノルルへ移住した第一、第二世代によ
り1955（昭和30）年に設立されました。私どもの
目的は、広島ならではの文化・風習、その興味深い

2. “Shinnen Enkai” and Membership Meeting/
Banquet scheduled to coincide with the world
famous Honolulu Festival and includes the
Hiroshima Goodwill Ambassadors

食文化、 豊かな伝統、 友愛的で人に優しい広島の
人々の心を世に広め、永く伝えることにあります。

2. 世界的に有名なホノルル祭に併せて開催される
（ホノルル広島県人会の）「新年会・会員集会」の開催。

We are also fortunate that there are strong ties

…これは広島親善大使も招かれるものです。

between Hiroshima City and Hiroshima
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3. Picnic, which focuses on the youth and

Honolulu Japanese Chamber of Commerce, was

from Japan

Hiroshima Prefecture, Hiroshima City and the

younger families, features traditional games

3. 日本の伝統的な遊びを伝える、若い世代・家族向
けのピクニックの主催。

4. Hiroshima Commemoration and Peace

Service, which is held annually since 1990, is a
memorial service to honor the victims of the

tragic bombing of Hiroshima on August 6, 1945

accomplished in 2002 with contributions from

Hiroshima Chamber of Commerce and Industry.
This landmark is enjoyed daily by visitors and
residents!

A. 広島・ホノルル姉妹都市協議会や、ホノルル日本
商工会議所の支援のもとで、ホノルルにおける厳島
神社のレプリカの設置が、広島県、広島市、広島商
工会議所の援助を得て2002年に実現しました。この
観光名所は、多くの訪問客や地元の人々に楽しんで

4. 1945年8月6日の原爆投下の悲劇の犠牲者を弔う

いただいています。

ために、1990年以降毎年開催される「広島平和式
典」の開催。

5. International Youth Exchange Program, with
the support of the Hiroshima Prefectural

Government, since 1996, high school students
from our membership are selected to travel to
Hiroshima and learn more about their
Hiroshima heritage

5. 1996年以降の取組として、広島県庁の支援のも
とで行われている国際ユース交換留学プログラム。
…これにより、本県人会で選ばれたメンバーは、広
島に赴き、広島の伝統をより多く学ぶことができま
す。

6. Clean-Up of Ehime Maru Memorial and

Hiroshima Torii Gate is done by the members of
the HHKK to clean-up and spruce up these
landmarks.

6. 愛媛丸記念館、（ホノルルの）広島鳥居の清掃。

In recent years, we have been working with
other Hawaii organizations to promote our
Hiroshima heritage including:

B. Raising funds for the creation of an exhibit,

featuring a paper crane made by the late Sadako

Sasaki, was achieved in September 2014. The
exhibit is a new display at Pearl Harbor.

B. 佐々木禎子さんの折り鶴を中心とした展示を作る
ための募金活動は、2014年9月に実現しました。そ
の展示は、真珠湾に設置されています。

C. Responding to the landslides in Hiroshima,
which occurred in August 2014, a grass roots

campaign was initiated throughout the State of
Hawaii to raise funds for the victims and their
families

C. 広島で2014年8月に発生した土砂災害につき、被
害者とその家族のためにハワイ州全州で草の根的な
募金活動を行いました。

D. Served to bring together Hiroshima’s Board
of Education and the State of Hawaii’s

Department of Education to establish a

statement of intent on May 27, 2016 (the same
day President Obama visited Hiroshima)
promoting educational opportunities for
students and teachers.

近年、我々（ホノルル広島県人会）は、広島の伝統
を広めるため、他のハワイの組織とともに、次のよ

D. 広島県教育委員会・ハワイ州教育局との協働で、

うな活動をしています。

2016年5月27日（オバマ大統領の広島訪問の日）に、
学生・教師のための教育機会を作るための趣意書を

A. Building of replica of Itsukushima Shrine in
Honolulu, Hawaii, with the support of the

Hiroshima Hawaii Sister State Committee and
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作りました。

As the Honolulu Hiroshima Kenjin Kai

国内・海外の広島県人会からのエール

commemorates its 62nd year of service, it is our
goal to work with the Tokyo Hiroshima Ken

People Association on programs and causes of

mutual interest to promote our Hiroshima
heritage and spirit!

以上離れたところにあり、地球上の島々のなかで地
理的に最も孤立しています。

Why did our great ancestors leave their

homeland Hiroshima to come to this place

called Hawaii? As we reflect on why they came

ホノルル広島県人会は今年で62周年となります。
そうしたなかで、広島の伝統・精神を広めるために、
東京広島県人会とともにお互いのためになる企画や
活動について手を携えて行っていくことは、我々ホ

here to this remote area in the late 1800’s, it

must have been because of a need rather than a
want. A lot of immigrants then thought that

Hawaii would bring them fortunes and they
would return to their homeland very

ノルル広島県人会の目指すところです。

Omedeto gozaimasu! Congratulations on your
70th Anniversary!

prosperous. Stories told of this journey are

many and a lot of immigrants never made it

back to Hiroshima, instead making Hawaii their
permanent home. A lot of immigrants brought

おめでとうございます。貴会の70周年に祝意を表

with them only the knowledge that the Meiji

government with its transition will have caused

します。
（Wayne T. Miyao

President）

only hardship in Japan and with this

immigration, there seemed to be some hope for

Hiroshima
Our Homeland Overseas
広島

海の彼方の私たちの故郷

a better future elsewhere.

私たちの偉大なる祖先は、なぜ、彼らの故郷広島
を離れハワイと呼ばれる場所に来たのでしょうか？

ハワイ・コナ広島県人会

19世紀の後半に彼らが遠く離れたこの地に移ってき

When you think of Hiroshima, one thinks of

も、来る必要に迫られたのに違いないと思うのです。

peace because of what can happen when the

world goes to war. When you think of Hawaii,
one thinks of a place to visit for a vacation

because of the allure of what paradise brings.
Living in Hawaii, one is so fortunate, as the

climate, its people, the cultures, the diversity of

the islands, the language and the food brings so
much joy and happiness. Located more than

2,000 miles from the nearest continental mass,

た理由を考えると、それは来たいという気持ちより
多くの移民たちは、移住の当時、ハワイが彼らに
富をもたらし、とても豊かになって祖国に戻れると
考えていました。実際は、多くの移民たちは広島に
戻ることはなく、ハワイに永住することになりまし
た。多くの移民たちは、明治政府への移行が日本に
おいて困難をもたらすであろうことと、どこかほか
の場所に移ることがより良い未来につながる望みが
ありそうだという知識とともに来たのです。

the Hawaiian Archipelago is the most

Japanese immigrants came from Hiroshima,

Earth.

Also from Okinawa. These groups of immigrants

geographically isolated group of islands on

広島を想うとき、世界が戦争になるとなにが起こ
るかを考え、平和に想いが至ります。
ハワイを想うとき、楽園のもたらす魅力ゆえに、
休暇を過ごす場所について考えます。ハワイに暮ら

Kumamoto, Fukuoka, Yamaguchi prefectures.

were also mindful of where they originated from
and formed organizations to continue the

relationship with their homelands. Today, in

Hawaii and also overseas in the USA and Brazil,
the organizations are still active.

すと、気候、人々、文化、島々の多様性、言葉、そ
して食べ物が、多くの喜びと幸せをもたらしてくれ、
人はとても大きな幸せを感じます。
ハワイ諸島は、一番近い大陸からでも２千マイル

日本人移民たちは、広島、熊本、福岡、山口の各
県から来ました。また、沖縄からも来ました。これ
らの移民たちのグループは、それぞれの出身地のこ
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とを忘れず、それぞれの故郷との絆を維持するため
の組織を作りました。今日、ハワイにおいて、また
米国本土やブラジルにおいて、そうした組織はなお
活発な活動をしています。

Our Kona Hiroshima Ken Jin Kai is very active
in our community and it is because of our

founder, Isso Kato who singlehandedly formed

our club from a total of 100 Hiroshima families
in 1967 when he discovered the Japanese

government were sending officials from their
respective prefectures to Hawaii as an
international gesture of goodwill.

私たち、コナ広島県人会は、私たちの地元で活発

the 75th Anniversary of Governmental Contract
Migration of Japanese to Hawaii, received a

testimonial and memorial gift from Prince and

Princess Takamatsunomiya. In 1968, on the 100
Anniversary of Japanese Migration to Hawaii,
he received a testimonial and memorial gift

from Prince and Princess Hitachinomiya. In

1972, he received “The Order of the Sacred

Treasure, Silver Rays” award for making a great
contribution to educational and cultural as well
as economic development of the region; to

establishing a good relationship between Japan
and Hawaii. He was also bestowed “The Rising
Sun 6th Order” award by Emperor Hirohito in
1972.

に活動しています。そして、それは、1967年に日本
政府が国際親善の姿勢を表すために各県の県庁幹部

カトウ・イソオ氏は、1941年から1945年の間は、

をハワイに派遣した際、私たちの県人会の創始者カ

ニュー・メキシコに抑留されました。その活動的な

トウ・イソオ（加藤磯尾*）氏が独力で100世帯の広

人生において、彼は、1935年、日本からハワイへの

島出身者の家族を集めて県人会を創ったことによる

移住50周年に際し、日本政府から感謝状と木製の酒

ものです。*ジョージ星田コレクション参照

杯が贈られました。1939年には、彼はハワイの日本
語教育協会から感謝状を贈られました。1960年には、

He was born in Hiroshima and came to Hawaii
as a blacksmith, owner of Kato’s Dairy Farm,
and also a coffee farmer. He was an issei,

formed the Akitsu Gumi Association in 1909,

and served as head for 34 years. He was also
the head of school affairs of the Kealakekua
Japanese Language School for 23 years and

chairman of the construction committee to build
a Japanese Hospital.

彼は広島に生まれ、鍛冶職人としてハワイに来て、
カトウ酪農農場のオーナー兼コーヒー農家として暮らし
ました。彼は「一世」で、1909年には「安芸津組」と
いう組織を作り、34年間にわたりその長を務めました。
ケアラケクア日本語学校の教務会の長を23年間務め、
日本人病院の建設委員会の委員長も務めました。

Isoo Kato was also interned from 1941 to 1945
in New Mexico, USA. During his active life, he

had received in 1935, for the 50th Anniversary
of Japanese Migration to Hawaii, a testimonial
and wooden sake cup from the Japanese

Government. In 1939, received a testimonial
from the Foundation of Japanese Language

Educational Association in Hawaii. In 1960, on
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彼は、日本からハワイへの官約移民の75周年の際に、
高松宮親王夫妻から感謝状と記念品を贈られました。
1968年には、日本からハワイへの移民100周年の際
に、常陸宮親王夫妻から感謝状と記念品を贈られま
した。1972年には、瑞宝単光章を贈られました。こ
れは、彼が地域の教育・文化・経済の発展に大きな
貢献をしたことと、日本とハワイの良好な関係を作
り上げたことを賞するものでした。また同じ1972年
には、裕仁天皇から勲六等旭日章が授与されました。

This quiet man had accomplished a lot in his

life and by 60 years old, he declined every

request for numerous community affairs and
decided to concentrate on his family, coffee

farm, and bonsai. He passed away at age 89 in
1976.

この物静かな人物は、その人生において多くのこと
を成し遂げたうえ、60歳までにすべての数多くのコミ
ュニティの役職に就くことの依頼を丁寧に辞退し、彼
の家族、 コーヒー農園と盆 栽のみに関わるようにな
りました。彼は、1976年に89歳で亡くなりました。

Many of the immigrants did not get to go back

to their homeland Hiroshima even though they

国内・海外の広島県人会からのエール

longed to be there. Those fortunate to have

returned had kept in contact with those they left
behind and today with communication made so
much easier with internet, there are those that

still remain in contact with families that the issei

did not get to see again. In Hiroshima, some of

the families still own the rice fields that our issei
ancestors left behind so long ago. Visiting with
relatives have made the Hiroshima-Hawaii

connection even better for our young people

today. There are so many things that Hiroshima

る私たちの世界を広げてくれます。広島県庁には、
ハワイとの関係を維持し続け、学生たちの交換留学
や、健康増進の研究、公務員の交流などを進めてい
ただいています。県人会において、私たちは広島県
内の多くの都市の商工会議所をお招きし、文化的な
イベントを開催するといったことを何年も続けてい
ます。私たち県人会には、現在、約163名のメンバ
ーがいます。最近、創始者であり我々の県人会にと
ても大きな影響を与えたカトウ氏を記念しつつ、県
人会創立50周年記念の料理本を作りました。

offers and one who visits will have a higher

From our point of view, now the sansei (third

itself.

grandparents to have come to this remote place

level of understanding peace and the world

多くの移民たちは、故郷の広島に戻ることを望み
つつ、戻れませんでした。幸いにして広島に戻るこ
とができた移民たちは、ハワイに残った人たちと連
絡を保ちました。現在は、インターネットのおかげ
で通信がずっと容易になりましたが、今も、かつて
一世が再会を果たせなかった家族たちとの連絡を取
り続けている人たちがいます。広島には、私たちの
先祖である一世たちがずっと昔に広島に残してきた
田圃を、残った家の人たちが今も維持しているケー
スがみられます。血縁の人たちを訪ねることは、広
島とハワイの関係を、現在を生きる若者たちのため
に、より良いものにしてきました。広島がもたらし
てくれるものは数多くあり、また広島を訪れた人た
ちは平和や世界そのものについてより高いレベルで
理解することができるようになるのです。

Belonging to an organization with ties to Japan
has given us in Hawaii a lot of opportunities to

generation) are forever grateful for our

on earth. With the issei (first generation of

Japanese descent), they planted the seeds which
future generations would reap the harvest. The
Nisei (second generation of Japanese descent-

children of the issei) were caught between the

struggles of two countries and two cultures. The
sansei (third generation of Japanese descent)

witnessed the passing of culture and language
with the passing of grandparents and parents.
They now honor the legacy of their ancestors

and the memories of an era by passing on the

bounty to preceding generations to their yonsei
(fourth generation of Japanese descent)

children, gosei (fifth generation of Japanese
descent) grandchildren and to the future
generations.

３世（移民第３世代）は、彼らの祖父母たちに、地
球上で遠く離れたこの地に移り住んでくれたことに

broaden our horizon. The Hiroshima Prefectural

ずっと感謝をしていると思います。１世（ 日本から

with Hawaii and has hosted a lot of programs

が収穫できるものを残してくれたのです。２世（第

government over the years had kept in touch

like the student exchange, the health study, and
meeting of officials. Within the organization, we
have hosted the Chamber of Commerce from

various cities and offered many cultural events
over the years. Our organization now has

approximately 163 members and recently reated
a 50th Anniversary Cookbook honoring our

founder Mr. Kato who was very influential to
our organization.

移住した第１世代）こそが、種を植え、その子孫たち
２世代であり、１世の子供の世代 ）は日米両国、両文

化の争いに巻き込まれました。３世（第３世代）は、
その祖父母たち、あるいは両親たちが亡くなってい
くのにつれて、文化や言葉が失われていくことを目
の当たりにしています。彼らは、４世（ 第４世代 ）
となる子供たち、５世（ 第５世代 ）となる孫たち、
そしてさらにその先の世代に、先輩たちのおかげで
残されたものを引き継いでいくことによって、彼ら
の祖父母・両親の世代が残してくれたものや時代の
記憶への敬意を表しています。

日本とつながる組織に属することは、ハワイにい
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アマゾン 釣りの旅
ブラジル広島文化センター
村上佳和

村上ファミリー（前列左が村上佳和夫妻）

きすぎて、竿では釣りにくい。同僚が26キロのピ
９月５日から18日まで、息子からアマゾンでの

ラルクーを釣り（ピラルクーとしてはまだ幼魚、成

釣りの旅に誘われ、息子の仲間達と総勢18名、サ

魚となれば３メートル二百キロくらいになる淡水魚

ンパウロは肌寒いくらいでしたが、さすがにアマゾ

では世界最大）、夜、焼き魚パーティ。岸辺にライ

ン、飛行機を降りたらムッとするくらいの暑さ。す

トを照らせば、あちこちにルビーのように赤くワニ

ぐ船に乗り、120トンの水上ホテル、エアコン、バ

の目が光る。

ス付きの２人部屋。それぞれ部屋割りをしてすぐ出発。

次の日、近くの岸辺にポツンと住むインジオとか

マナウス市の近くで釣りをするのかと思いきや、

コロンビアーノとかいう人を訪ねた。粗末なヤシの

アマゾン河からマディウ河に入り、そのまた支流の

葉で屋根を葺いた家に妻と20歳くらいの息子と娘

カヌマン河を遡ってスクリンドまでの２日２晩の旅。

の４人家族、家の裏に少々の畑があり、野菜、マン

行けども行けどもアマゾン河の流域、所々に町があ

ジュッカ等を植えて、まったくの自給自足。薬草に

り、ポツリポツリと民家や農場があり時々河イルカ、

詳しく、時々舟で遠くまで売りに行くという。

雄大な眺望、美しい夕日。船員の作ってくれるカク

砂浜での焼き魚パーティに彼を招待した。話して

テルやカイピリンニャを飲みながら、ポーカー等の

いるとヤマトダマシイとかサムライとかの言葉が出

トランプ遊び。

る。かつてコロンビア移民やペルー移民がアマゾン

岸辺の農場で羊を一頭買い、夜、甲板で焼き肉パ

のゴム景気を求め、世にいうアマゾン下りの日系三

ーティ、肉用種なので独特の匂いもなくすこぶる美

世か四世と思われる。話しているうちに涙が出てし

味しい。

ょうがなかった。

３日目早朝、やっと目的地に到着、それぞれ船外
機のボートで、釣り人二人と現地のパイロットで母

都会の生活か、アマゾンの奥地で自適して生活す
るのが幸せか考えさせられた。

船から離れて釣り場に向かう。支流の森の中の水路

帰りの途中、ノーべ・オリンダ・ド・ノルテ市に

に入り、しばらく行くとポカリと湖が開け、ルアー

上陸、一日過ごす。２万５千人ほどの町で、港では

を投げては引き、投げては引き、ツクナレ、タライ

沢山のアサイヤシが収穫されていた。

ラ、ピラニアがポッと喰いつき、引き寄せるのにけ
っこう力が要る。時々ワニに出会う。
次の日は、ピラルクーを釣りに、沼池を抜けて湖
に入り時々大きなピラルクーが水面をバシャッと叩
く。小サバくらいの生餌を付けて数十分、私の鉤に
引きがあり、引けども引けども、リールは空回り、
とうとうバラしてしまった。ピラルクーはあまり大
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旅の終わりは、マナウス市で２日間、市内観光、
税制特区で世界企業が集まり、港には万トン級の貨
物船が何隻も入っており活気ある人口200万人の都
市です。
想いかなった、アマゾンの釣りと船旅でした。
（むらかみ・よしかず

ブラジル広島文化センター副会長、1941年因島市

生まれ。1960年、19歳で単身ブラジルに移住。
）

東京広島県人会と会長の思い出

東京広島県人会と会長の思い出
倉重基己
本年、一般社団法人東京広島県人会が創立70周

ここからは前述した４名の県人会会長との思い出

年の節目を迎えられましたことを心よりお祝い申し

を、少し述べさせて頂きたいと思います。初めに、

上げます。また、創立70周年の記念事業である１

田部会長ですが、平成４年８月に、旧・広島一中の

月24日の東京での「創立70周年記念新春懇親パー

同級生で当時日本体育協会顧問でいらした藤田明副

ティー」と５月19日の広島での「創立70周年記念

会長と特別企画『在京広島県人会正・副会長特別対

懇親会」はいずれも大盛況でありました。改めまし

談』を実施させて頂きました。対談では、一中の御

て、同県人会の皆様の故郷・広島への思いの深さと

先輩で「アムステルダム五輪」の三段跳びで日本人

共に、70年という歴史の重みを痛感させて頂きま

初の金メダルを獲得した織田幹雄さんのお話が始ま

した。

り、話題が広島カープと大相撲の安芸乃島関になり

さて、私が発行する『月刊経営者』と同県人会の

ますと、この年夏場まで４位と奮わないカープに対

皆様とのお付き合いですが、今から25年前の平成

して「エースの川口君は去年は安心して見れたけど、

４年１月に開催された「在京広島県人会総会」を取

今年は出ると打たれるからなあ」とため息気味でし

材させて頂いたことが始まりです。その１年前、弊

たが、安芸乃島の話になりますと「うん、いよいよ

誌連載企画「故郷・広島を想う」で三菱商事相談役

大関昇進が有力になったね」と実に嬉しそうに語っ

でいらした田部文一郎さんをインタビュー取材させ

ておられました。

て頂きましたが、その直後に田部さんが同県人会第
７代会長にご就任されました。それで、翌年から
「同県人会総会」を取材するようになりました。当
時の総会は「１月10日夕刻、上野精養軒」が合い
言葉で、当日は来賓として竹下虎之助広島県知事、
檜山俊宏広島県議会議長、平岡敬広島市長、宮澤喜
一内閣総理大臣、前年５年ぶりにリーグ優勝した広
島カープの山本浩二監督らがご来席されました。今
と違って、会場は狭かったものの、その分熱気があ
りました。以降、現在に至る25年間、私は毎年１
月の「同県人会総会」と共に、５月と10月の「役
員懇親会」を取材させて頂きました。この間、同県

田部文一郎会長、山本浩二監督、藤田明副会長（左から）

人会では田部会長の後任として、平成６年から東映

次に岡田会長ですが、ちょうど20年前の平成９

会長の岡田茂さんが第８代会長に、平成20年から

年１月の「東京広島県人会創立50周年」を記念し

は東京ドーム社長の林有厚さんが第９代会長に、そ

まして、弊誌新年号において同県人会の正・副会長、

して４年前の平成25年からは、現在のアフラック

幹事長（岡田会長、八木直彦日本製鋼所相談役、山口

（アメリカンファミリー生命保険）日本社創業者・最

信夫旭化成会長、角田式美角栄ガス社長）による特別

高顧問の大竹美喜さんが第10代会長にご就任され

座談会を前年10月に開催させて頂きました。座談

ました。

会では、皆さん旧知の友ということで岡田節が炸裂。
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中でも、昭和40年頃の「広島県人会」の様相につ

たらもっともっと賑やかな街になるはずだ。野村克

いて、岡田会長が「当時の県人会は、まさに永野重

也監督のように下ばかり向いてブツブツ言ってたん

雄さん（新日鉄会長）の独演会でね。永野さんが一

じゃあダメ。明るい顔してチャレンジしていこう」

声『はい、終わり！』と言うと、盛り上がっていた

とまとめられました。実に爽快で味わい深いお話で

会合もさっと終わっていましたよ」と面白ろ可笑し

ありました。

く語られまして、一同大爆笑になりました。

その後も、岡田会長には、平成17年10月号の戦
後60年特別企画として、旧・広島一中の後輩で当
時近畿広島県人会会長の巻幡展男関西テレビ放送特
別顧問と特別対談を１か月前の９月に開催させて頂
きました。実は、この御二方は、かつて東映京都撮
影所長、関テレ編成課長という40数年来の深いお
付き合いゆえ、対談はこれまで以上に爆笑のオンパ
レードでした。岡田会長が「そういえば、よく巻幡
君のところへ『仕事をくれないか』と頭を下げに行
ったよなあ」と言われると、すぐさま巻幡会長が

山口信夫副会長、岡田茂会長、
八木直彦副会長、數佐三郎常務理事（左から）

「いえ、岡田会長が頭を下げられたことは一度もあ
りませんでした」と反論。すると、観念されたのか
「まあ、これは人間の性分っていうか、僕の場合は

また、平成12年（2000年ミレニアム）の新年号に

頼み事をしに行ったのに随分と威張っていたからな

おきまして、岡田会長と旧・広島一中、旧・広島高

あ。ハハハ」と素っ気なく認められまして、一同大

校の後輩で、当時近畿広島県人会会長でいらした井

爆笑しました。

上義國ダイキン工業特別顧問との「東京・近畿両広
島県人会会長の新春放談」を前年12月中旬に開催

続いて、林会長ですが、平成15年12月に、旧・

しました。一中・広高の先輩・後輩ということで、

広島修道中の同級生で当時東京藝術大学学長でいら

この時も岡田節が炸裂。一中の思い出話では、岡田

した平山郁夫先生との新春特別対談を開催しました。

会長が「何を隠そう、僕は５年生の時に副級長で

対談では、中学時代の寮生活や勤労動員でのお話、

『桜』の襟章を付けて下級生の風紀粛正のため、毎

更には原爆投下直後の大変なご苦労話についてお話

日精力的に活動していたよ」と言うと、井上会長も

頂きました。また、この時、林会長が経営される東

「岡田会長のような大柄で精悍な風貌の最上級生が

京ドームと東京ドームホテル内にある平山先生作の

立っていたら、さぞかし下級生はビビリ上がったで

２つの壁画について、その設置の秘話をお聞かせ頂

しょうね」と応えられまして、３人で大笑いしたこ

きました。一つは、昭和63年３月に日本初の全天

とを覚えています。

候型ドーム球場・東京ドームが完成した時に、ロビ

このお二方には、２年後の平成14年８月29日に

ー中央入口の壁画に『日本の四季』と題したタテ３

故郷・広島において、弊誌主催の「
『元気を出そう

メートル、ヨコ55メートルの巨大な壁画でした。

広島』東京・近畿両広島県人会会長を囲んでの経済

もう一つは、平成10年６月に東京ドームホテルが

懇談会」にご出席賜りました。当日は、会場のリー

完成した時に、 ロビー中央の柱壁面に『平和と繁

ガロイヤルホテル広島４階の「クリスタルルーム」

栄』というタイトルの星屑の中に天女が舞う陶版壁

に約280名の地元政財官界の方々にご参加頂き、御

画でした。２作品とも平山先生が親友の林会長が携

二方の基調講演と共に、懇親会で意見交換して頂き

わった２大事業をお祝いして創られた力作でした。

ました。この時、岡田会長は講演の締めとして「広

御二方の「友情の絆」の深さを痛感しました。

島の皆さん、発想点を変えていきましょうや。そし
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３年後の平成18年４月に、同年５月に近畿広島

東京広島県人会と会長の思い出

県人会の創立125周年を記念して、当時の平田浩同

合わせて、同年３月に大竹会長に大阪へお越し頂き、

県人会会長との「東京・近畿両県人会会長特別対

当時の豊松正文同県人会会長との「東京・近畿両県

談」を実施させて頂きました。対談では、岡田会長

人会会長特別対談」を開催しました。対談では、御

の思い出話と共に、両県人会の相互交流や故郷・広

二方の広島時代の思い出話と大竹会長のアフラック

島の「スポーツ王国」復活への思いをお聞かせ頂き

日本社創業時のご苦労話と共に、今後の県人会の課

ました。

題について、例えば年会費未納会員を整理するとか、

そして大竹会長ですが、最初の対談は平成８年６

全国の広島県人会の幹事の交流会を創設したいとい

月に昔から気心の知れた間柄の八谷泰央庄原市長と

った建設的なご意見を頂くことが出来ました。因み

の特別対談を実施しました。この時は、私が質問す

に、これが反映して、同年10月には「全国広島県

る前に御二方がどんどんお話されるものですから、

人会世話人情報交換会」が大阪で開催されました。

司会役の私は聞き役に徹することができました。

以降、年に１度、東京を中心に全国９つの県人会の

やす お

２度目は、平成14年新年号の特別企画としまし
て、秋葉忠利広島市長との新春特別対談を前年11

世話人が集まって、意見交換と共に親交を深めてお
られます。

月に実施しました。御二方は、大竹会長が外資系生

そうして、迎えた一般社団法人東京広島県人会の

保会社日本社の創業者であり、秋葉市長がニューヨ

創立70周年を前にしまして、私は４ 度、大竹会長

ーク州立大学講師やタフツ大学准教授を歴任された

ご出席の「同県人会創立70周年記念正・副会長、

国際学者でして、まさに国際感覚に溢れたトップ同

幹事長座談会」を企画しました。座談会では、まず

士の対談でした。対談では、２か月前に発生した

昨年25年ぶりにリーグ優勝した広島カープの話で

「ニューヨーク同時多発テロ事件」の話になります

盛り上がりました。それぞれのカープ愛のお話だけ

と、秋葉市長が「ニューヨークには知人・友人がた

でなく、かつて弱かった頃のカープの思い出話にも

くさんいるので、彼らの安否確認で精一杯だった」

花が咲きました。次に、大竹会長から同県人会の沿

と語ると、大竹会長も「事件当日、私はボストンの

革についてご説明頂いた後、それぞれの同県人会と

病院で手術を受けていて、術後に初めて事件のこと

の馴れ初めをお聞かせ頂きました。その後、故郷・

を知って『冗談だろう』と思った」と語られました。

広島への提言として、瀬戸内観光振興として「せと

改めて、
「同テロ事件」のインパクトの大きさを痛

うちＤＭＯ」 の支援や「ひろしま

感いたしました。

博」の成功と中山間地域の活性化の期待、更には平

よ たび

さとやま未来

成31年４月に大崎上島に開校予定の中・高一貫校
「グローバル・リーダー育成校（ＧＬ校）」への期待
や「医療クラスター」による先進医療センターの建
設など、様々な角度から屈託のないご意見をお聞か
せ頂きました。
最後になりますが、私自身こうして随分とご無理
を申し上げながらも東京広島県人会の取材を４半世
紀にわたって続けさせて頂いて参りました。改めま
して、歴代の県人会会長、幹事長、事務局の皆様に
は本当に感謝を申し上げますと共に、同県人会が今
櫻井親広島商工会議所副会頭、秋葉忠利市長、
倉田桂二郎広島商工会議所専務理事、大竹美喜会長（左から）

後益々ご繁栄されますことを切にお祈り申し上げた
いと存じます。
（くらしげ・もとみ 「月刊経営者」発行人 ）

３度目は、今から４年前の平成25年５月に開催

＊写真提供：月刊経営者

される「近畿広島県人会創立130周年記念総会」に
37
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加藤友三郎
戦争と平和で日本を二度救った
広島出身初の総理大臣加藤友三郎
─ その功績から、現在の日本の平和を考えよう ─

田辺良平
１、加藤友三郎の生い立ち
加藤友三郎は1861（ 文久元 ）年2月22日広島藩十
三石の武士であった加藤七郎兵衛の三男として生ま
れました。父は下級武士ではありましたが、藩校の
助教授をつとめるほどの学識を有しており、この藩
校が現在の修道学園へと発展しているのです。友三
郎は幼年期にこの藩校で学んでいましたが、1872
（明治５）年12歳のとき兄種之助に同行して上京、
翌年海軍兵学校に入学、以後海軍一筋に生きていく

明治以降、広島は過去三人の内閣総理大臣を輩
出しました。広島県人では初の内閣総理大臣と
なった海軍軍人出身の加藤友三郎、そして戦後
の高度経済成長政策を主導した池田勇人、さら
に池田と同じ大蔵官僚出身で、池田と同じ政治
的系譜に連なる宮澤喜一の三人です。三人を生
んだ広島の政治風土、時代背景、そしてそれぞ
れが果たした政治的役割など、識者が描きます。

のです。
兵学校入学時にはさほど目立った成績ではなかっ
たのですが、卒業時には２番の成績でした。この間、
兵学校の訓練の一環として度々海外への遠洋航海に
出て外国事情を見聞したことで、その後の視野の拡
大につながったようです。明治27、8年の「日清戦
争」時には、巡洋艦「吉野」の砲術長として乗り組
み、黄海海戦に参加して大きな戦功を挙げて、海軍
内に加藤友三郎ありと広く知られるようになってい
ます。

２、日露戦争でわが国を勝利に導き、
植民地化を防いだといえよう

明治30年代、ロシアは国策で旧満州（現中国東北
部）に進出し、さらに朝鮮にも進出の気配を示した

ことから、日本はロシアの脅威に対処するために日
英同盟を結ぶなど、外交政策でロシアの朝鮮への進
38
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出を阻止する手段を講じましたが旨くことが運ばず、

は反対論もありましたが、この会議を成功させるの

結局ロシアと戦うこととなったのですが、これが

は加藤をおいてほかに人材はいないと、時の総理大

1904（明治37）年に起こった「日露戦争」です。

臣原敬の判断と強い後押しで全権に決まり、アメリ

世界各国からは最強国といわれていたロシアを相

カに乗り込んだ加藤でしたが、ワシントンに着くと

手の戦で、日本の勝ち目は難しいとみられていまし

同時に、首相が東京駅頭で暗殺されたという報に接

た。それでなくても軍備拡張で財政が苦しくなって

したのです。茫然とした加藤は、原首相のためにも

いた時ですから、これ以上の戦費増加の余地はなか

会議を成功させなければならないという使命感を強

ったのですが、英国などからの借款、米国への休戦

くしたのでした。

仲介斡旋交渉など、事前準備に万全を期して戦争に
踏み切ったのです。

会議の冒頭でアメリカから、日本の海軍力を米英
の10に対して６割とするように提案されました。

強国ロシアを相手の戦いで開戦当初、日本は苦戦

この割合を巡って海軍内部では猛烈な反発の声が上

を強いられたのですが、陸軍の大きな犠牲を払って

がったのですが、もしこの提案を否決したら、わが

の活躍で1905（明治38）年1月には、ロシアの戦端

国は、各国から好戦的な帝国主義国家とみなされる

基地である旅順の二百三高地を占領、同年５月の

のではないか、ということを懸念して、加藤は軍部

「日本海海戦」では、ロシアのバルチック艦隊をせ

の反対を押し切って「わが国はアメリカの提案を主

ん滅させることができて、日本の勝利で日露戦争は

義において受託する」と会議の席で表明したのです。

講和が結ばれました。この日本海海戦で連合艦隊の

この発言は各国に大きな共感を与え、わが国は軍

参謀長として、司令長官東郷平八郎に次ぐナンバー

国主義ではなく平和を求める国家であることを全世

２の立場で実戦の指揮をとったのが加藤友三郎でし

界に示すことができて、会議は成功裡に終了したの

た。この勝利により、わが国はロシアの脅威から免

です。この時加藤は軍部に対して「国防は軍人の専

れ、植民地化を防ぐことができたともいえるもので、

有物ではない。国家の繁栄があってこそ可能なの

戦によって日本は救われたといえるわけです。

だ」と言っています。その反面、海軍軍人の身であ

３、ワシントン軍縮会議の
首席全権として出席

り、彼の今までの人生を支えてくれた海軍を縮小す
るということは断腸の思いであり、人一倍骨身にこ
たえたようで、ワシントンに滞在中は終始腹痛に悩

日清戦争、日露戦争に勝利して以降、わが国は国

まされていたといわれています。それでなくても平

防強化の観点から軍備の増強をすすめましたが、こ

素から胃弱であった友三郎にとっては、ワシントン

の結果、軍事費は1921（ 大正10 ）年度には国家総

での３カ月間は胃痛との戦いでもあったのですが、

予算の50%近くを占めるという異常事態となったの

しかしそこは若い時から鍛えられた海軍精神で乗り

です。この軍備拡張はわが国のみならず、アメリ

切ったのでした。

カ・イギリスなど諸外国にも波及して、各国とも軍
備増強による財政負担に耐えかねていました。この
ような状況を打開するためにアメリカの提案で主要

４、加藤友三郎内閣の手で

軍縮が実行されて財政危機が救われた

海軍国9か国によって、1921（ 大正10 ）年11月か

1922（大正11）年6月、政友会の高橋是清内閣の

ら翌年2月までの間にわたって開催されたのが「ワ

後を受けて、海軍大将で海軍大臣をつとめていた加

シントン海軍軍縮会議」でした。

藤友三郎が、元老の推挙と政党政友会の強力な後押

この会議の首席全権として、海軍大臣であった加

し、貴族院と衆議院両議員の大多数により、天皇の

藤友三郎が参加することになったのです。海軍大将

勅許を得て総理大臣に就任しました。政友会は全面

であり海軍大臣が全権として参加することに議会で

的に友三郎を支える姿勢でしたが、憲政党は軍人内
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閣に反対しています。原敬内閣の成立で折角政党政

暴走を始めて、ついには米英との戦争に突入となっ

治が確立されたのに、再び軍人内閣となることに異

たのはご承知のとおりです。

議をとなえたのでした。しかしワシントンでの「海
軍軍縮条約」の精神を政策に生かせる適任者は友三

５、銅像の建立が遅れた理由

郎以外には見当たらない、との多数の賛同を得て加

加藤友三郎が亡くなって、彼の功績を讃えるため

藤友三郎内閣は成立したのです。加藤内閣に期待さ

に銅像が建立されたのは1935（昭和10）年11月の

れたことは、軍備縮小による財政の立て直しでした。

ことです。なぜ没後12年間もできなかったのかが

わが国の軍事費は総予算の50%近くにも及んでい

大きな不思議と思われますが、まず一番の理由は、

て、破たんの危機に至っていたのです。

彼が亡くなって10日後に関東大震災が発生し、震

加藤内閣は、ワシントン軍縮会議での精神を忠実
に実行に移し、軍艦の建造中止、軍事費の削減、財

災復興に集中されて銅像の建立どころではなかった
ということです。

政に大きな負担をかけていたシベリアへの派遣軍隊

二番目は、1930（ 昭和５ ）年に開催されたロン

の撤退、海軍のみならず陸軍の減員、財政の見直し

ドンでの軍縮会議では、ワシントン会議のときの加

のほか、行政改革による冗費の節約に努め、綱紀の

藤友三郎ほどのカリスマ性のある全権がいなかった

粛正をはかり、削減した軍事費を文教や民生の充実

ことで、この会議は必ずしも成功とはいえない状況

に向けたのです。広島県民の長年の宿願であった広

で終結しているのです。これ以降、軍部がはびこる

島高等学校が開校できたのも軍縮政策のおかげであ

ようになり、加藤友三郎につながる米英との協調に

ったといえるのです。

よる軍縮派が予備役に編入されて、軍備増強をはか

ではなぜ加藤友三郎の手で軍縮を実現させること

る軍拡派が強い勢力をもつようになり、軍縮をすす

ができたのかということですが、大正４（ 1915 ）

めた加藤の銅像建立などは問題にもされなかったの

年以降７年間海軍大臣として国政に関与して国家の

です。

様子を熟知していたこと、日露戦争という未曾有の

しかし、1932（ 昭和７ ）年の五・一五事件をき

大戦を実体験していたことで、戦略・戦術が豊富で

っかけに軍部の横暴が目に余るようになり、加藤友

あったことから、連合艦隊司令長官東郷平八郎と並

三郎の軍縮精神を見直そうとの意図から、広島財界

んで、軍部に対してカリスマ的存在であったこと、
周辺への根回しに万全を期し、迅速な決断を行った
ことが、強固な軍部の反対を押し切って軍縮を実現
させることができた、といえるのではないかと思わ
れます。
このように加藤内閣は、ワシントン軍縮会議の精
神を政策に生かし、軍縮を進めて財政の立て直しを
はかり、わが国の財政破たんを救ったのです。日露
戦争とワシントン軍縮会議という両面、つまり戦争
と平和によってわが国を２度救ってくれた、といえ
るのです。
しかし惜しむらくは、総理就任1年２か月で病に
倒れ1923（大正12）年８月24日、現職総理のまま
死去したのです。享年63。加藤友三郎の死後、彼
ほどのカリスマ的人材がいなかったことで、軍部が
40
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人が中心となって銅像の建立がすすめられたのです。

す。その性格は大蔵省時代から、大ざっぱであり、

全国の70万人もの方から、当初の計画では３万５

大酒飲みであったことが知られています。

千円の募金目標に対して５万３千円も集まって、昭

池田は、敗戦後、1947（ 昭和22 ）年２月に、第

和10年11月に比治山に建立されました。この銅像

一次吉田茂内閣のもとで、大蔵事務次官に就任しま

も、太平洋戦争時の金属回収令で昭和18年10月に

す。その後、昭和23年に48歳で退官し、昭和24年

は撤去されて、わずか８年間の寿命に終わったので

１月に行われた第24回衆議院議員選挙に初出馬し

す。跡には石の台座のみが残されているという状態

て政界入りを果たしました。
その年２月、第三次吉田内閣が発足すると、池田

でした。
2008（平成20）年８月、友三郎の没後85年を期
して、広島市中区の中央公園の一角に、軍縮会議出

は、なんと当選一回生にして、いきなり大蔵大臣に
抜擢されます。

席時の服装で銅像が復元されました。これを切っか

大蔵大臣に就任した池田は、戦後のインフレの鎮

けに、加藤友三郎顕彰会を立ち上げて、彼の国際協

静をめざしたドッジ・ラインによる昭和24年度の

調による平和実現の功績を広める活動が行われるよ

超均衡予算を手がけます。シャウプ勧告に基づく税

うになりました。この活動によって加藤友三郎の功

制改革など、占領下の経済政策を次々に実行してい

績が理解されるようになり、海軍大将の身でありな

き、その実力を発揮していきます。

がら軍縮を断行したその決断力と勇気、国の将来を
見据えた英知が見直されてきております。

しかし、ドッジ・ラインのもたらした不景気のな
かで、昭和25年３月、池田は、「中小企業の一部倒

平和都市を唱える広島にあっては、郷土出身で最

産もやむをえない」と発言してしまいます。この発

も平和のために具体的に実行した人物として、その

言は、国会で問題化し、野党から不信任案を出され

思想と行動力は広島人としては大いに誇りとしてい

ますが、否決されます。ですが、池田は、それにも

いのではないかと思われるのです。

懲りませんでした。その年12月には、さらに「貧

（たなべ・りょうへい 「加藤友三郎顕彰会」副理事長）

乏人は麦を食え」と放言します。
池田の舌禍癖はおさまりません。さらに、通産大

池田勇人

臣だった昭和27年11月27日には、国会答弁中にま
た失言してしまいます。
「中小企業の倒産、自殺も、やむをえない」
何事も本音でいわないと気がすまない性格のなせ
ることでした。このときには、ついに、衆議院本会
議で、戦後初の閣僚不信任案可決を受けて、辞任せ
ざるをえなくなります。
しかし、吉田茂総理は、そういうざっくばらんな
性格の池田を寵愛し、対米折衝に何度も使います。

大下英治
池田勇人は、1899（明治32）年12月３日、広島
県竹原市に生まれました。
熊本の第五高等学校（ 五高 ）、京都帝国大学法学
部をへて、1925（ 大正14 ）年、大蔵省に入省しま

昭和32年、池田は、石橋湛山内閣でも大蔵大臣
になります。つづく岸信介内閣では、国務大臣に就
任。昭和34年の岸信介内閣改造でも、通産大臣に
就任し、政界の階段を登りつめていきます。
池田は、東京新宿区信濃町の私邸で、毎朝決まっ
て檜の風呂で身を清めます。
昭和35年春頃、朝風呂で身を清めたあと、廊下
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増を十年以内にやるといっているのだ。過去五年間
を見ても、成長率は９パーセントを超えている。こ
れから見て、今後９パーセントと見積もってなぜ悪
いか。そうすることが本当だろう。過去の実績より、
ちょっと低目に成長率を立てるのが忠実だと思う。
過去の政府は、低い目、低い目に見ていたが、税の
自然増収が一千億円も出るのは予算ではない。自信
をもってやるのが政治家の任務だ」
安保で血まで流してけわしい対立を生んだ社会を、
経済繁栄で安定に向かわせること。それが池田の意
式典で談笑する池田勇人と吉田茂元首相
（写真提供：衆議院議員寺田稔事務所）

図でした。そして、それと同時に、これまで自分の
積極策を否定してきた岸政治への痛烈な怒りが読み
とれます。この池田の所得倍増計画によって、日本

を歩きながら腰を右手で何度か叩き、力強くいいま

の政治は、「政治主義」から「経済主義」に重点が

した。

切り換えられ、高度経済成長への道を歩み出してい

「おれがやらなきゃ」

くのです。

池田は、昭和35年７月14日、狙いどおり総裁の
座を勝ち取ります。
その夜、池田邸で側近で同じ大蔵省出身の大平正
芳と宮澤喜一たちは、池田新内閣のキャッチフレー
ズをどうしようかと相談していました。
大平が言います。

実際の経済は、予定より早く成長していきます。
「所得倍増計画」で定めた軌道から大きくはずれ、
10年を待たずして国民所得倍増が実現することに
なるのです。
昭和35年10月24日、池田は、衆議院を解散しま
す。このとき、自民党は、テレビＣＭで売り込みま

「安保で荒れた世相を考えると、やはり大事なのは

した。

辛抱だな」

「わたしは、嘘は申しません」

が、語呂が悪いから「忍耐」という高尚な言葉に

「経済のことは、池田にお任せください」

なります。

このフレーズは、流行語になりました。

「寛容と忍耐」を掲げた池田低姿勢内閣は、こうし

11月20日の投開票の結果、自民党の獲得議席は、

て誕生したのです。前政権であった岸政権の安保改

昭和７年の政友会・ 犬養毅内閣の301議席に次ぐ

定をめぐる強引な手法からの反省でもあり、池田内

296議席と憲政史上第２位の好調ぶりでした。

閣は低姿勢を強調し、船出します。世間は、かつて

なお、広島をふるさととする池田は、常々口にし

の失言にみる高姿勢な池田とのあまりのギャップに

ています。

おどろいたと言います。

「山より大きい猪（しし）は出ぬ」

池田総理は、９月５日、「10年間に国民所得を２

これは、中国地方で古くからいわれていた言葉で

倍に引き上げる」という所得倍増計画を発表しまし

す。どのように大きな危機が襲いかかっても、その

た。

危機には限界がある。腹を据えれば、恐れることは

「政治とは国民生活を引き上げ、社会保障を充実す

ないというニュアンスです。

ることである。10年間に、一人当たりの国民所得
を倍にするには、一年に７．２パーセントの経済成
長が必要だという計算になるが、わたしは、所得倍
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池田は、この言葉を肝に銘じ、戦後の日本の経済
復興のために、戦い抜いたのです。
（おおした・えいじ

作家）

広島宰相論

宮澤喜一

宮澤総理は、戦後の保守政治家のなかで「護憲派
の代表格」とみられていました。そのため、国際貢
献については、総理就任前も、どちらかというと経
済面に力点を置いていました。
平成４年１月29日の施政方針演説に対する代表
質問で、宮澤は、ＰＫＯ協力法案について前向きな
姿勢を見せざるをえませんでした。宮澤にとって、
これは誤算でした。
「カンボジアでも国連が活動を開始するなど、国民

大下英治
宮澤喜一は、1919（ 大正８ ）年10月８日広島県
福山市に生まれました。
東京帝国大学卒業後の1942（昭和17 ）年、郷里

の関心も高まっている。法案は、一日も早く成立を
お願いしたい」
政府は法案成立を受けて、国連カンボジア暫定行
政機構（ＵＮＴＡＣ）によるＰＫＯに参加するため
の第一次政府調査団を派遣しました。
宮澤総理は、７月の参院選で反対する社会党を押

の大先輩である池田勇人の薦めで大蔵省に入省しま

し切り勝利するや、満足そうにいいました。

す。その後も、池田の引きによって、政界に進出し、

「ＰＫＯ協力法案は、国民に理解された」

経済企画庁長官、通産大臣、外務大臣、官房長官、
大蔵大臣と要職を歴任していきます。安竹宮と称さ
れ、ライバル視された竹下登内閣では大蔵大臣兼副
総理に就任します。

が、その過程で派遣された文民警察官と国連ボラ
ンティアが殺害されてしまいます。
平成５年５月31日午後６時５分から、総理官邸
の総理執務室で、テレビ朝日の「総理と語る」の収

1991（平成３ ）年11月の自民党総裁選は、宮澤

録が行われました。質問者は、田原総一朗です。宮

喜一、渡辺美智雄、三塚博の三人の派閥領袖たちで

澤は、田原とは親しく、気心が知れていました。ま

争われることになります。

ったく警戒心はなく、無防備でもありました。

ですが焦点は、あくまでも最大派閥である竹下派

田原が、宮澤に訊きました。

の動向でした。このとき、竹下派の実力者である小

「政治改革は、今国会で……」

沢一郎は、宮澤、三塚、渡辺の三候補者をそれぞれ

宮澤は、自信満々といった口調で言います。

事務所に呼びつけて、一人ひとりとの面談を実施し

「今国会で、どうしても政治改革を実現させなけれ

ました。

ばならないんです」

小沢は、なによりも宮澤が確約した「政治改革は、

宮澤は思っていました。

廃案となった政治改革関連三法案をたたき台にして、

〈なにかをしなくては、いけない。まず、会期を延

一年後を目処に結論を出す」「ＰＫＯ（ 国連平和維

長しよう。党内も、賛成派、反対派が激突して、ど

持活動 ） については、 小沢調査会の意向を尊重す

うしようもなくなっている。執行部も、どうしよう

る」のふたつの重大な言質に、心をくすぐられ、宮

もなくなっている。一度会期を延長して、一息入れ

澤への支持を決めます。

るべきだろう〉

小沢を寵愛していた竹下派の金丸信会長は、宣言
しました。
「宮澤喜一君に、竹下派こぞって支持をいただきた
い」

田原は、さらに突っ込みます。
「今度は、国民に嘘はつきませんね」
嘘と言われたことに、宮澤はいささかムキになり、
語気を強くします。
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「わたしは、嘘をついたことはありません」
結果的に、この番組で宮澤が政治改革についてき
っぱりと口にしたことが、宮澤政権の命を短くして
しまうことになります。
宮澤自身は、実は熱病に冒されたような政治改革

大差で可決しました。政府は、これを受けて、衆議
院の解散を決定します。
宮澤は、歯ぎしりしたい思いでした。
〈羽田さんと紙に書いてまで会期延長を約束したの
に、結局は、小沢さんにひっくりかえされた。議運

の流れについて違和感を覚えていました。

をはじめ全体が、動かなくなってしまった。それは、

〈政治改革で、国から金をもらうことになるなんて、

かえすがえすも誤算であった。羽田さんは、こうい

なんともだらしない話だ。これが自由民権の精神か

う こ と で は、 こ れ か ら も 小 沢 さ ん に 苦 労 す るぞ

ね。そう苦々しくおもっていたが、反対でもしよう

……〉

なら、逆賊みたいにあつかわれる。マスメディアも、
無責任にそう書く〉
宮澤の田原へのひと言が、自民党政権を崩壊させ
てしまったのかもしれません。

総選挙で自民党は敗北し、野に下ることになりま
した。
が、宮澤は、それで終わりませんでした。1998
（平成10）年に小渕恵三内閣が発足すると、未曾有

６月17日午前、野党から宮澤内閣不信任案が提

の経済危機に対処するため小渕総理は宮澤に大蔵大

出されます。宮澤政権を支えた竹下派が分裂し、政

臣への就任を要請したのです。宮澤の蔵相就任は、

治改革を強力に推進する小沢一郎が担いだ羽田派

戦前に活躍した高橋是清以来となる、異例の総理経

35人のうち、34人もが白票を投じます。

験者の起用となります。「平成の高橋是清」の誕生

内閣不信任案は、予想を大幅に覆し、35票もの

です。
宮澤は、続く森内閣でも大蔵大臣に留任し、この
ときの省庁再編により、初代財務大臣となります。
宮澤自身は、政界引退後も、元総理、そして戦後
政治の証言者、自民党護憲派の重鎮として、ご意見
番となり、さまざまな形で活躍しました。
（おおした・えいじ

宮澤喜一（写真提供：参議院議員宮沢洋一事務所）
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わが愛しの広島県
広島弁で

わが愛しの広島県
セリフを書く快感

池端俊策

池端俊策

私は呉市で生まれました。６歳の時父の転勤で京
都府の舞鶴に引っ越し、小学３年生の途中までいて、
再び呉へ帰りました。舞鶴滞在中私は京都弁に馴染
めず、近所の子供たちとしゃべるのが億劫で、小学
校へ上がるまでの一年間ぐらいは家の中で過ごすこ
とが多かった記憶があります。その頃父に連れられ
てよく映画を観に行きました。父は私のために、タ
ーザンとか、動物の出るアメリカ映画や、チャンバ
ラのある日本の時代劇等を見せてくれましたが、父
自身が観たい映画も時々混じっていました。小津安
二郎作品の「東京物語」もそうでした。私は、その
映画の良さが当然まだ理解できなかったのですが、
主役の老夫婦が尾道の人で広島弁をしゃべるのが嬉
しくて、東山千栄子演じる老婆が呉にいる私の祖母
とダブり、涙が出る程の郷愁を覚えました。
呉へ戻った私は高校までいて、大学で再び言葉の
違う東京へ出てきました。私は父の影響も有り、映
画やテレビの脚本を書く仕事に飛び込みましたが、
登場人物のセリフを書いて人に読ませると「これ、
東京言葉じゃないですよ」と首を傾げられることが
多くありました。私の中にまだ広島弁の片鱗が残っ
ていて、セリフの中に入り込んでいたのです。ある
時シナリオ作家協会の忘年会で新藤兼人さんと同席
し、深夜までお話を聴くことがあったのですが、笑
とうとう

ってしまうほど広島弁で滔滔と話されるのです。俺
は広島県人だと誇っているようなしゃべり方なので
す。しかし、これ程抜け切っていないと、やはりセ
リフを書かれる時“広島”が常に出てしまうのではな
いだろうかと思いました。言葉を武器とする商売で
すから多少気になるところなのです。その後新藤さ
んと何度かお会いしましたが、そのことは聞きそび
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れてしましました。

とは、苦しかったことや悲しかったことが70年も

近頃も、書いた脚本の中で一つ二つ広島弁風なニ

たつと懐かしくまた愛しく思い出されます。私が小

ュアンスのあるセリフを書いて助手の人に指摘され

学校に入学したのが1947年、県人会創立の年です。

たりします。亡くなった俳優の緒形拳さんがそれを

私の住んでいた呉の状況は崩れかけた防空壕、１ト

面白がり「俺なんかはそういう郷里が無いからつま

ン爆弾の投下で段々畑に空いた大きな穴、撃沈され

らねえよ」とおっしゃっていました。彼は江戸っ子

た戦艦青葉、空襲でやられ無残な状況の海軍工廠

なのです。
「広島弁がバンバン出るドラマをやろう

等々ひどいものでした。私は原爆が投下された８月

よ」と勧められ、呉の古い帽子屋を舞台にした「帽

６日は４歳半で呉におりましたがあの朝ピカ！とい

子」という話をＮＨＫでやりました。とても気持ち

う光と一呼吸おいてのドーンという音は鮮明に記憶

良く書くことができました。なにしろ登場人物全員

しております。しかしあれが原爆だったと知ったの

が広島弁なのです。緒形さんがロケで呉へ来られ、

は小学校に入ってからでした。広島市・広島市民の

これがお前さんの故郷か、これが本物の広島弁か

悲惨な状況はその後多くの情報で知らされ戦争の怖

（正確には呉弁ですが）と嬉しそうに地元の人の会話

さを改めて感じたものでした。

に耳を傾けていた姿を思いだします。幸い「帽子」

現在の広島市も呉市も立派に復興して、特別の記

はでき上がりも良く、緒形さんの最後の主演作品と

念碑（原爆記念碑・ドーム、資料館。大和ミュージア

いうこともあって、たくさんの人に観ていただきお

ム等々）を除いて、戦後の面影はありません、しか

褒めの言葉もいただきました。自分の故郷を舞台に

し、今こうして平和で豊かな日本で暮らす私にとっ

故郷の言葉で書いたものが評価されるというのはた

て、広島も呉も、子供心に刻み込まれた切なくも悲

いへん嬉しいものだと実感しました。同時に、自分

しい貴重な思い出であります。オバマ大統領の広島

は東京で50年も暮らしているが、今でも広島弁の

訪問の報道に接しても、コメントに窮する複雑な思

抜けきらない広島県人なのだと痛感もしました。そ

いが有るのはなぜでしょう。

して、そのことが言葉を使って仕事をしている自分

70年余の人生、いろいろな出来事がありました。

には大きな意味が有るのだということも感じた次第

上京して60年近く経ちますが、私の故郷はなんと

です。又いずれ、広島弁のドラマを書くつもりです。

いっても広島県です。広島に関する新聞テレビの報

（いけはた・しゅんさく

脚本家）

道は真っ先に目を通しますし、広島カープの戦ぶり
にも一喜一憂しております。また、毎年墓参のため
必ず帰広いたしますが、先祖の墓前で手を合わせる

野球で日本を元気に
─カープの躍進と友に─
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愛しの広島県
市野紀生

市野紀生

と忘れてはいけない両親への恩や、苦しかった昔の
出来事を思い出させてくれます。そして、同郷の妻
と「やっぱり、広島に帰るとほっとするのー」「わ
しらが幸せなんは先祖や先人のお蔭じゃけんのー」
と話しております。
私は、会社の役を離れ、日本野球連盟の会長をし
ておりますが2020年の東京オリンピック・パラリ

東京広島県人会が70周年をお迎えのこと、心か

ンピックに野球・ソフトが正式種目に決まり、これ

らお祝い申しあげます。戦後の厳しい状況の中で県

を機会に少子化が進む状況にあっても野球・ソフト

人会を立ち上げられ、今日まで70年、関係者の皆

がこれまで以上に普及するよう願うこの頃です。

さまのご苦労に心から敬意を表する次第です。
愛しの広島県という表題を頂戴して改めて思うこ
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（いちの・のりお

公益財団法人日本野球連盟会長 東京ガス元会長）

わが愛しの広島県

会員名簿は、B６判からA４判へと大型化し、E
東京広島県人会シンボルマーク
東京広島県人会

シンボルマーク制作の前後

制作の前後
井山高秀

井山高秀

メールアドレスなどの電子情報の掲載や増加する会
員数への対応など、将来を見越したデザインレイア
ウトの準備を1997（平成９）年初夏から進めました。
シンボルマークは、名簿の表紙や扉ページにレイア
ウトし、1998年からの総会・懇親会のお土産の一
つとして、Ａ４判サイズの東京広島県人会名簿を配
布し始めました。

1996〜7年にかけて、県人会を盛り上げようと会
員の拡大が図られました。

名簿や会報などを通じて、他地域の県人会との交
流も盛んになりました。

毎月１度開かれていた幹事会（ 会議の名称は、忘

2006（平成18 ）年には東京広島県人会の旗も制

れてしまったので定かではありません）では、椅子が

作し、2007年からの舞台に掲げられているのは、

足りないほど盛況で活気に溢れ、議論は毎回白熱し

みなさんご承知のとおりです。

ていました。

（いやま・たかひで

デザイン プロット スタジオ）

そこでは、
「県人会」と呼ばれていた呼称を、東
京にある広島県人会ということで「東京広島県人
会」と称するようになりました。
県人会の名称変更に伴い、新しい名簿作りから始
まって、新規に会報を発刊するなど、視覚的に統一

江戸時代の広島への思い
◆p50

したイメージ作りが必要となり、シンボルマークの

—江戸時代の広島への思い—

上田宗冏

話が出てきました。その時、隣同士が肩をぶつけ合
うような末席にいた私は、すぐに紅葉を中心とする
イメージが沸き出て膨らみ、メモしたことを覚えて
います。翌日、図鑑を見ながら紅葉をスケッチし、

東京広島県人会70周年おめでとうございます。

東京都のシンボルマークであるイチョウの葉と組み

私ども上田流和風堂（上田家）と東京との御縁は

合わせた、シンボルマークをデザインしました。

そう こ

江戸時代初期に始まります。始祖である上田宗箇の
しげ ひで

シンボルマークは、正立させると左に転がるよう

長男重秀が、当初芸州浅野家の証人（一種の人質）

に感じられるので、バランスを取るために右に２度

として永らく江戸城内の証人屋敷に住まわされてい

傾け、イチョウの葉を紅葉の影のように扱いグラデ

ましたが、三代将軍家光の命により1632（寛永９）

ーションで繋いで馴染ませ、紅葉を強調しています。

年、五千石の旗本として江戸幕府に仕え、以後明治
維新まで10代236年にわたり仕えます。江戸上田家
ちょうしゅう じ

初代重秀が自らの菩提寺として 重 秀 寺（現白金高
輪）を建立、今日も上田流和風堂東京稽古場として

御縁をいただいています。
東京広島県人会との御縁は岡田茂会長時代、 総
会・新年会で広島の伝統文化として上田宗箇流の茶
席をとの依頼があり、以来、林有厚会長、大竹美喜
現会長と永きにわたり新年茶会を催させていただい
ており、ありがたく思っております。
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２年後の入国400年の節目をむかえる2019年は
広島県の歴史や文化を見直し次代に繋ぐ大切な機会
と思っています。広島県や広島市、福山市や県内各
市と我々広島県下に在住する人、あるいは広島県ゆ
かりの方々と力を合せて意義のある年にしたいと願
っています。
何卒東京広島県人会のお力をお貸しいただきたく
よろしくよろしくお願い致します。
（うえだ・そうけい

茶道上田宗箇流家元）

重秀寺（白金高輪）の書院庭園中央の本尊石は
上田流和風堂（広島市西区）より移築された
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2000（ 平成12 ）年、上田宗箇没250年を記念し
「秀吉・織部と上田宗箇展」が開催されました。こ

時代とともに歩む「東京広島県人会」
時代とともに歩む

「東京広島県人会」

上田みどり

の展覧会は広島県立美術館が企画し全国展開した初

上田みどり

めての展覧会で、広島県立美術館・大丸大阪心斎橋
店・日本橋三越本店に於いて日本経済新聞社・ＮＨ
Ｋ等の主催で催され、12万人を超える入場者があ

「東京広島県人会創立70周年」おめでとうござい

り話題になりました。
日本橋三越本店の東京展を機会に、岡田茂東京広

ます。

島県人会会長の音頭で上田宗箇流のお茶を楽しむ東

広島県にゆかりのある人たちが東京で活躍され、

京遠鐘クラブが発足、当初より熊平製作所会長熊平

このように全国一の規模を誇る会になりましたこと

雅人氏に代表世話人を引き受けていただきました。

心よりお慶び申しあげます。

年一、二度主催する茶会に熊平代表・岡田茂会長・

私が初めてこの県人会に入会したのは、2003

林有厚会長・現大竹美喜会長と永きにわたり御出席

（平成15）年、公選知事として第６代藤田雄山県知

いただきたいへん心強く、今日では百人を超える会

事の頃でした。県人会会長は求心力抜群の東映の故

員となりました。

岡田茂社長、事務局長は岡田会長の朋友、新見さん
なが あきら

1619（元和５）年、福島正則改易後、浅野長 晟

でした。この頃の世話役は広大付属中・高卒業の

が安芸一国備後八郡42万6500石、水野勝成が備後

方々が多かったように記憶しています。開催場所は

10万石を知行し今日の広島県に入国致しました。

「赤坂プリンス」でした。出席者の多いのに驚き、

２年後が入国400年となります。

身動きも儘ならないほどだったことを今でも記憶し

安芸の国、とりわけ広島市は昭和20年８月６日

ています。広島県産を扱う売店は新宿にありました。

の原爆投下により旧市街地は一瞬にして破壊されま

初入会の手続き下さったのが、付属に御縁のある

した。その後数十年は、都市の復興に邁進するしか

矢吹千恵子さんでした。会終了後には、矢吹さんの

ありませんでした。その結果文化的なことが後回し

御贔屓の六本木のお店で、プロ並みのりっぱな歌声

にならざるを得ないこととなり、広島は昭和20年

を聴かせていただきました。今は故人となられた

以前の歴史を語ることが少ない時代が続きました。

「賀茂鶴」の石井泰行さんは、なじみのお店にご一

私の実感では20年くらい前から歴史や伝統文化の

緒し、政済界の方々についてお話しくださいました。

大切さが話されるようになったと思います。

それぞれ親しい仲間が二次会と称して、銀座の小さ
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なお店で再度お酒をくみかわし、互いの交友を温め

びとはその威力にばかり憧れすらして、かかる事態

あい、情報交換しました。会の世話役で、酒豪だっ

と相成ったものらしい。

た松島さんは、故郷を同じくする若者をサポートし

核被爆を最初に映画で語ったのは、わが広島生ま

てこられ、皆さんから愛されていました。
「東京広

れの新藤兼人監督による「原爆の子」。日本独立後

島県人会」は情報共有の場として大切な役目を果た

の1952（昭和27 ）年、即ちＧＨＱ・連合国軍総司

していました。

令部の占領政策による映画支配が終わってから、こ

遠い昔、
「東京」は筆者の世代には、‘60年代’遠
い憧れの都市でした。高校卒業後、東京に進学した

の国で原子爆弾による被爆の実態が、ようやく表現
できるようになったのである。

いと思いましたが、親は「嫁入り前の女子が一人暮

この映画の製作時に、新藤監督は原爆の悲惨さを

らしなんてとんでもない」と一蹴しました。今では

表現するのに、全裸の処女があの悪魔の如き閃光と

当然のように、東京は、多くの若者が故郷「広島」

爆風に晒される様を、ぜひとも実現させたいと願わ

を飛び出し、自分を試し競う場を提供しています。

れた。すると広島市内のある女子高の校長先生が、

2016年の５月末には現職米大統領の広島訪問、

校長命令で全校の生徒に全裸で出演させると仰った、

秋には「カープ」のセ・リーグ優勝で、広島は湧き

というニュースが新聞で流れた。当時同じ高校生で

ました。広島は被爆により、文化すべてを根こそぎ

県下の尾道市で暮らしていた僕は、この知らせにた

破壊されたかのように思われがちです。しかし広島

いそう感動を受け、映画芸術の力と美しさを信じ得

人の心には、互いに愛しみ合う精神文化があります。

たことは忘れられない。

先人のこうしたスピリットを礎に、これからも「東

だがこの映画がカンヌ国際映画祭に出品されるや、

京広島県人会」が、心ある若者の背中を押して行け

日本の外務省から「受け付け拒否」の依頼が届いた、

る場となるよう願っています。

という話は良く知られる。カンヌが勝手に受け付け

（うえだ・みどり

広島経済大学名誉教授）

てくれたから、この映画のメッセージは世界に発信
していったが、「日本は本当に独立したんだろう
か？」、とあの時まだ子供だった僕が持った疑問は、
いまなお解けぬままである。

「我がいとしの広島県」
◆p52
「わがいとしの広島県」
大林宣彦
大林宣彦

原爆投下から数年間、わが広島に「良く利く頭痛
薬・ピカドン」なる妙薬があったげな。いやいやか
の「広島カープ」なる職業野球団がこの広島に生ま
れて、東京から名球団「読売ジャイアンツ」が来広
するとなると、「巨人の原爆打線来る！」と敵の威
力を称えたそうな。当時の人気家電新製品の電気釜
も、なにやら「原爆ナントカ」と喧伝されたとか。
つまり原爆の脅威や被爆の実態なんて、国家も学
校の先生もちゃんと教えてはくれなかったから、人
49

オバマ大統領の広島訪問は、世界平和への第一歩
である。その前年の８月15日、僕はパールハーバ
ーで、同じく世界平和を願う長岡花火打ち上げに立
ち合っていた。真珠湾奇襲攻撃のリーダー山本五十
六の里・長岡市が、山本氏の不戦の願いを具現化し
ようと夢見続けた企画の実現である。僕はこの長岡
魂を映画（「この空の花─長岡花火物語」）にし、そ
れで参加したのだが、長岡市は2012（平成24）年、
念願だったホノルル市と姉妹都市を締結した。
ところが、わが広島市も、既に1969（ 昭和44 ）
年にホノルル市と初の姉妹都市を締結している。パ
ールハーバーの「アリゾナ記念館」は、入口が長岡
で出口が広島だ。
映画によって戦争から平和への道筋を考える表現
者の一人あるこの僕にとって、世界を一つに結ぶ広
島の里人であることが、今やなによりの自慢である。
（おおばやし・のぶひこ

古里映画作家）

闘い、新たなライバルの出現など、辛いことも沢山
経験しました。でもこうして多くの方に喜んでいた

希望を胸に諦めずに
◆p54
努力しつづけること
金藤理絵

金藤理絵

だいている姿をみると、本当に嬉しく、諦めずに頑
張ってきて良かった、と改めて実感しています。
小学生の頃は、家族の影響で、夏は水泳、冬はス
キー、またバレーボールも行っていました。いつも
兄姉の後ろをついて回り、特に姉をライバル視し一
方的に競っていました。

この水泳一筋ではなく他

競技も行っていたことが、結果的に水泳に対して楽
このたびは東京広島県人会創立70周年、まこと
におめでとうございます。また、１月に行われた東

しく伸び伸びと取り組むことができたのかもしれま
せん。

京広島県人会に招待していただきありがとうござい

夏のスポーツも冬のスポーツも両方楽しむことが

ます。ここ関東においても、東京広島県人会の皆さ

でき、県全体でスポーツの盛んな広島だったからこ

まを通して地元の暖かさを感じ、私自身も喜びを再

そスポーツの基礎が培われたのかもしれません。

認識できました。多くの方からいただいたリオデジ

私が小学校３年生から10年間通っていた三次ス

ャネイロオリンピック金メダル獲得への祝福のお言

イミングクラブは、勝ち負けではなく努力の過程を

葉に胸が熱くなりました。

大切にし、技術指導だけではなく家族のように接し、

これまでの競泳経験をふり返ってみると、中学、

人として成長できる場でありました。そのお陰で、

高校、大学、社会人とその都度素晴らしい成果を残

タイムが思うように伸びず苦しい時期もありました

すことができ、本当に幸せだと思える水泳人生でし

が、現在に至るまで、水泳を続けることができまし

た。しかし途中途中には上手くいかないことや、誰

た。

よりもきつい練習に耐えたり、椎間板ヘルニアとの
50
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折れたこと、最高の喜びなど多くのことを経験し、

島高師附属中学校を卒業して、東京音楽学校に進み、

多くの方に支えていただいてきました。

一時、東京のオーケストラなどで活躍されておりま

今後はこれまでのキャリアを生かし、子供たちに

した。

「夢を持つこと」「何事にも挑戦し、諦めずに努力し

「竹内先生は、このクラシックコンサートのため

続けること」などの大切さを伝えていきたいと考え

にこの曲を選び、自らタクトを振りました。生き残

ています。それと同時に、東京広島県人会の皆さま

りの我々の心情をそのまま映すものとして、これが

とともに、私が生まれ育った広島の魅力も広め、郷

一番良いと思われたのではないでしょうか」と松尾

土広島県と密接なる連携を持ち、その発展に寄与す

副会長は回想しています。

ることにより、広島がさらに元気になるように取り

えん こう

その年の大晦日、 猿 猴 橋近くの音楽茶房「ムシ

組んでいきたいです。
最後に、東京広島県人会のご発展とご活躍を祈念

カ」から、ベートーベンの「第九」の旋律が流れま

し、創立80周年、100周年、さらにその先も続きま

した。雑音の混じるＳＰレコードでしたが、店に入

すよう、心より願っております。70周年本当にお

りきれないほどの聴衆が集まり、あふれた人たちは

めでとうございます。

雪の降る中、外で窓ガラスに耳を押しつけ、必死に
（かねとう・りえ

水泳選手）

漏れてくる旋律に耳を傾けました。「ムシカ」はそ
の後もレコードコンサートにとどまらず、野外コン
サートを主宰するなど、広島市内全域に活動を広げ、
復興における文化活動の重要な拠点となりました。

音楽の町
中村

広島
英

広島の人間なら誰でも知っている「ムシカ」伝説の
由来です。
広島は非戦の誓い、戦争の廃絶を世界に訴えてき
ましたが、原爆投下から72年が過ぎた今、被爆世
代は年々少なくなっていきます。「広島が『平和』

まだ広島が一面の焼け野が原だった1946（昭和

を発信しようとすれば、反対の極にある悲劇性を強

21）年２月、焼け残った旧制広島高校講堂（現在の

調せざるを得ず、それには『暗さ』が付きまといま

広島大学附属高・中学校講堂＝広島市南区翠町）で、

す。世代交代の時期である終戦70周年を区切りに、

戦後初のクラシックコンサートが開かれました。曲
はシューベルトの「未完成交響曲」
。導入部の低い

『平和であることは楽しい』という明るい発信があ
っても良いのではないでしょうか」

死の砂漠を思わせる旋律、それが細かく波立つ旋律

「この目的を達成するためには、国境がなく、言

に変わり、さらに長調が明るく世界に広がっていく

語、宗教、民族の壁を乗り超え、調和を生む力があ

─「それは一人一人立ち上がってきて何とかしよ

る音楽が最もふさわしい。音楽の共有によって『う

うという、自分たちの気持ちに非常にぴったりと合

らみの連鎖』を昇華させることができます」と松尾

うものでした」と当時８歳だった東京広島県人会の

副会長は訴えます。

松尾康二副会長は言います。
湯﨑英彦県知事も「広島から世界へのメッセージ
数ある曲の中からなぜこの曲だったのでしょうか。

を発信し、平和貢献活動を持続的に支援する仕組み

曲を選んだのは元広島高等師範附属中学校の音楽教

を構築すること」が必要で、世界共通の言語である

師だった竹内尚一氏とされています。竹内先生は広

音楽によるコンサートを開催したいと活動しておら
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れ、これは一連の「ピース・アーチ・ひろしま」と

なる「大学駅伝３冠」と「箱根駅伝３連覇」を同時

して定着しつつあります。

達成という実績をあげることができているのは、実

松尾康二副会長は、
「音楽は平和を運ぶ」を立ち

は中国電力陸上競技部時代の競技実績ではなく、引

上げました。そして優秀な演奏家を招いてコンサー

退後10年間中国電力でサラリーマン生活の中で培

トを開いたり、市民から合唱団、オーケストラを募

ったさまざまなノウハウが大きいのです。通常、陸

ったり、音楽によって「人の心に平和のとりでを築

上界で頑張った方が監督になるのが一般的な流れだ

く」活動を展開していて、広島の音楽活動は新しい

と思いますが、私は10年間普通のサラリーマンを

転換期を迎えていると言えます。

していました。世の中の厳しさから得たものは大き

（なかむら・えい

ＮＰＯ「音楽は平和を運ぶ」常務理事）

く、当たり前となる前提条件「世の中があって陸上
界があることを」肌身で知り、今、陸上界で新しい
風を吹かせていることにつながっていると思います。

夢の実現に向け
広島県人の熱き想い
◆p55
原

晋

原

晋

何事も順風満帆ではなく、幾多の試練や反省すべき
ことがあって、努力を重ねていくことの大切さを、
身をもって感じています。
今日東京広島県人会があるのも、多くの諸先輩方
が広島への熱い想いを胸に、仲間との絆を大切にし、
ゼロ

知恵を出し合い０ から創り上げられ、こうして70
たすき

年を迎えられたことと察します。駅伝の 襷 リレー
東京広島県人会が創立70周年を迎えられますこ

同様一年一年の歴史を「繋げること」がとても大切

と、心からお祝い申しあげます。例年、１月に行わ

なことだと思います。

れる東京広島県人会の新春懇親会に招待していただ

「華々しい成功の陰には、挫折とそこから這い上が

いております。この場をお借りしてお礼を申しあげ

る泥臭い努力がある」

ます。

「正しい方法で努力を続ければ、誰にでもチャンス

私は広島県三原市に生まれ、小学校時代から外で
遊ぶことが大好きでソフトボールやかけっこをやっ
ていました。小学１年生の時に足を骨折したことで、
本来じっと我慢していることができない幼少期に、
松葉づえでの生活は強制的に身動きができない状況
となりました。晴れてギブスがとれた私は本能的に
身体を動かすことに目覚めたのかもしれません。本
格的な陸上競技の出会いは中学１年生の時だったと
記憶しています。校内マラソン大会では３年間負け
知らずでした。高校は自らの意志で駅伝の名門世羅
高校に進学を決意いたしました。３年生の時に主将
となり、全国高校駅伝で準優勝を勝ち取りました。
以降中京大学を卒業して中国電力一期生として入社
し競技を続けてきました。
そんな陸上競技の経験を持つ私ですが、青山学院
大学陸上競技部監督として2016年度大学史上初と
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があるかもしれない」

ニケーション力を重要視して、面接試験があったの

このようなことを思って、これからもさまざまな

ですが、後から解かったことは、同じく広島県（尾

夢の実現に向けて努力していこうではありませんか。

道市）出身の当時たいへん著名な政治評論家であり

最後に、2020年東京五輪まであと３年となりま

政治学者であった藤原弘達先生の面接を受けました。

した。ふるさと広島県からも世界を目指す選手が

履歴書を見て、「君は広島か？」と言われ「はいそ

続々と出てくることを期待しております。これから

うです」と答えると「はいよろしい」と全部で10

も広島県がますます魅力的な県として注目されると

秒もかからない面接でありました。そのことを池田

ともに、東京広島県人会のますますのご発展をお祈

邸のＯ秘書にご報告すると、「そうか、良かったね、

り申しあげます。

それは合格したんだよ、広島に帰って通知を待ちな
（はら・すすむ

青山学院大学陸上競技部監督）

さい」と言われて不安な気持ちもありましたが、広
島に帰り、合格証書も送られてきて、明治大学に入
学したわけです。明治大学に８年間役員として入り
理事長となったのですが、あの時の藤原教授の「広
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島か？」と尋ねられたこと、そして郷土の大先輩の
秘書O氏から、「もう他は受けなくていいではない
か」といわれて、私はただ一つ明治大学しか受けて

日高憲三

いない経緯です。明治大学に入学し、母校の理事長
になったことについて広島の縁の深さになんとも言
えない深い感慨を持ち使命感をもって職を続けまし

東京広島県人会の創立70周年にあたり、貢献も

た。私は養子として大学卒業後岡田から下町両国の

ない私が登場させていただき、たいへん僭越に存じ

日高家に入った男で、本籍が移ったせいか、広島の

ます。

県人会という組織には10年前くらいに、「あなたが

今年、広島カープが優勝し家族一同大喜びしてい

広島県人会に入ってないのはおかしい」と言われ、

ますが、30年近く前、カープ最強の時代に紀伊国

「判りました、よろしく」と言って手続きをしまし

屋書店の田辺茂一社長から優勝の祝賀会をやろうと

た。広島で生まれ育っていなければおきなかった人

いわれ銀座に繰り出して万歳と一夜飲み明かしたこ

生を送り今日に至っています。原爆のこと、広島の

とを鮮明に覚えています。

人々、出雲神楽、事業経営、大学経営、教育のグロ

広島についての思い出は限りないものですが、私

ーバル化と語りたいことは尽きません。愛してやま

の運命を決めた一事があります。いなか育ちで広島

ない広島のこの会で、大竹会長他の方々のご教示を

県立忠海高校を卒業し、のんびりとした環境で大学

いただいて貢献し、東京広島県人会の発展を祈りた

の試験地獄などない60年前、東京の大学を受験す

い気持ちでいっぱいです。

ることを決め、高校の大先輩であり日本の有力政治

（ひだか・けんそう 明治大学前理事長、日本リック株式会社ファウンダー最高顧問）

家となられていた池田勇人先輩の所に、父などが深
いご縁をいただいていた関係で、信濃町の池田邸を
訪問させていただきました。当時から明治大学は広
島県とたいへん縁が深く、私も明治大学は受けるこ
とにして、上京し、池田邸の大学受験に詳しく進学
についての相談などを受けておられたＯさんという
秘書に報告をしました。明治大学政経学部はコミュ
53

で活躍する即戦力の選手を獲得することが難しかっ
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た時代もあり、球団としては原石ともいえる高校生
らを発掘し、育成していかざるを得なかったわけで
す。この球団方針が、ドラフトにおいて１位は即戦
力投手を狙う一方で、２位以下は荒削りでも将来性
豊かな野手に重きを置く近年のスタイルにつながっ
ています。丸のほか菊池、鈴木誠也ら、昨季活躍し
た野手もこの球団方針の中で見いだされてきた選手

❶ 25年ぶりのリーグ優勝おめでとうございます。広

です。

島に生まれたカープは、今や日本全国各地にファンが

一度は離れた黒田と新井の復帰については、カー

います。33年間にわたって球団経営一筋でこられて、

プという独特の地方都市の球団に、郷愁に似た想い

今のカープへの思いをお聞かせください。

を持ち続けてくれていたのだと思います。そんな２
人がチームに貢献してくれたことが、優勝の大きな

ありがとうございます。25年ぶりの優勝は、ほ

原動力の一つだったと思っています。

っとしたというのが実感でしょうか。本当に苦しい
戦いの中で、監督・コーチ・選手がよく頑張ってく
れました。
先人たちが苦労してつくってこられた球団ですか

❸ 親会社を持たない唯一の市民球団として、41年連
続で黒字経営を続けてこられましたが、今ふり返られ
て何がポイントだったでしょうか。

ら、広島に健全な姿で存続させることを一番に考え
て取り組んできました。やっとファンや地域のみな
さんに少し恩返しができたと思っています。

1975（昭和50 ）年の初優勝後の何年かは、巨人
戦を中心としてテレビ放映料が年々上昇することで
収入を確保してきました。けれど、それ以降の15

❷ 即戦力の投手、将来性豊かな野手というドラフト

年間は放映料がダウンする中、それに代わる収入源

戦略を取り続けてこられ、若手がたくましく成長し、

をグッズやその他のものに求めてきました。時代時

また大リーグや他球団で活躍し復帰してきたベテラン

代に応じて財源をいろんな形で入手することができ

が心技両面で支柱となり、今季は特に生え抜きの選手

たから、ここまで黒字経営が成り立っているのでは

が大活躍しました。企業経営にも通じるように思いま

ないかと思っています。

すが、球団運営上のご苦労をお教えください。

❹ 市民球場での「たる募金」やマツダスタジアム建
被爆からわずか５年後に、リーグに参加する球団

設での地元企業・団体、市民から多くの資金が提供さ

を設立した先人の苦労を思えば、自分の苦労はわず

れたと伺っています。また今年のカープの優勝の経済

かなものだと思っています。

効果について、地元のシンクタンクがおよそ320億円

球団運営上でいえば、やはり広島市で110万人、

とも試算しています。他球団とは比べものにならない

周辺人口を合わせて150万人の都市規模の中で球団

ほどカープは地元密着度が高いと言われています。こ

を維持することは、大都市に比べて決して楽ではあ

うした風土はどのように醸成され、またどういった点

りません。大都市並みの観客動員を図るためには、

にご苦労されたのでしょうか。

シーズン中に何度も繰り返し球場に来てもらえるよ
うにすることが、なにより大切なことだといえます。
広島という街は地方都市であるが故に、東京など
54

カープがリーグに参加して今年で67年目を迎え
ますが、その歩みはまさに地域のみなさんの情熱に
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支えられながら育まれたものです。そうした過程の
中で培われてきたものだと思っています。

広島に生まれて

球団には、県内外問わず地域からの要望などにつ
いてお手伝いさせていただく「地域担当部」という

─平和への祈りを舞踏に込めて─
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部署を置いています。例えば、試合日に球場内で特

森下洋子

産品の販売や観光ＰＲをしていただける場所を設け
たりしています。私はカープのことを市民球団と呼

森下洋子

ばず、地域球団と呼んでいます。これからも地域と
のつながりが拡がっていけばと思っています。

東京広島県人会が70周年の節目の年を迎えられ
ますこと、心よりお祝い申しあげます。広島に生ま

❺「カープ女子」という言葉が生まれ、彼女たちの

れ、３歳でクラシックバレエに出会い、ただただこ

活動が全国的なニュースにもなり、カープの躍進に花

の素晴らしいクラシックバレエを続けたいと一筋に

を添えました。大きく増えた女性ファンが新しいエネ

歩んでまいりました。広島の皆さまには、いつもあ

ルギーを生み出した形です。どのようにお考えになり、

たたかく支えていただき、感謝の思いでいっぱいで

どのような手を打たれたのでしょうか。

す。
私の祖母は爆心地近くで被爆し、大きなやけどを

女性ファンを獲得するために特別なキャンペーン

負っておりました。でも、一切愚痴を言わない、動

やＰＲをしたわけではありませんが、2013（ 平成

かない手でも、親指一本使えれば洗濯ができると明

25 ）年あたりから神宮球場など関東の球場が赤く

るく笑い、平気で銭湯にも行く、その潔さ、そして

染まり女性ファンが増えてきました。首都圏にはカ

生きていること、命に感謝して生きる生き方にたい

ープを通じたコミュニティーがありますが、選手を
発掘し育成するなど、コツコツ地道にやってきた姿
勢にも共感が得られたのではないかと思います。
その後、2014年に関東のファンを対象に抽選で
選ばれた150人を広島へ招待した「カープ女子野球
観戦ツアー」 や、2015年に関東、 東海、 関西の
1300人のファンを貸切った新幹線で広島へ招待す
るなど、県外のファンの方向けにマツダスタジアム
の楽しさを知っていただけるイベントを開催しまし
た。こうした中で新たなコミュニティーも生まれて
きたと思います。
❻ カープの今後の夢についてお聞かせください。
昨年は25年ぶりに優勝しましたが、今年はゼロ
からのスタートです。ひとつひとつ勝利を積み重ね
て優勝。ＣＳを勝ち抜き、日本シリーズを勝って日
本一になる。まずはリーグ連覇です。
（まつだ・はじめ

広島東洋カープオーナー）
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へん大きな影響を受けました。思えば、祖母のたく

んす”と言われて育ちました。かなり頭が大きかっ

ましさ、明るさはまさに広島県人の多くの先人、先

た様で、よく頭から転んでいました。

輩方と心を同じくする輝きだったと思います。

また、小さい頃は、相当なガキ大将で、近所の子

幼い頃焼け野原だった広島は、数多くの先人、先

を集めて、悪さばかりしていました。例えば、父親

輩方の命がけの御努力で大きな復興を遂げました。

が勤める会社に駐車してある車のキーを片っ端から

12歳で東京に上京しましたが、戻るたびに発展し

抜き、そのキーを全部まとめて土の中に埋めて隠す

ていく街の様子にいつも励まされてまいりました。

とか。当然、この時は、父親から厳しく叱られまし

今年、舞踊歴65年目となりますが、平和への祈

た。

りを込めて踊りを続けることは、私の使命だと感じ

その後、中学・高校に上がるにつれて、広島を出

ております。私の背中に白い羽は生えておりません

てもっと都会に住みたいと思うようになりました。

が、広島に生まれたものとして、平和と美の使者と

そこで、大学入学と同時に京都に住みました。その

して、舞台からあたたかい愛をお届けし、心と心を

後、就職や転勤などで、各地を転々としましたが、

結び合わせることができたら、と強く願っておりま

辛い時、苦しい時には、いつも広島での楽しい思い

す。

出を思い出していました。

ふるさと広島の偉大な先人、先輩方につらなり、

やはり、多感な時期を過ごした広島が私自身のベ

美しい未来をひらいていくことができますよう、私

ースを築いていると感じたのは、今回の広島カープ

も毎日一年生の気持ちで、一歩一歩稽古を重ねてい

のセリーグ優勝の瞬間をテレビで観た時でした。そ

きたく思っています。

の瞬間は、体が震えたと同時に、私は確信しました。

平和を祈り、前向きに明るく生きる広島県人の心

私の体には、広島県人としてのＤＮＡが脈々と受け

が引き継がれますこと、さまざまな分野で広島県人

継がれていると。そういえば、広島の地酒を飲むと、

たちが活躍していかれますこと、そしてますますの

胃袋にすーっと入っていく感じがたまりません。喉

広島県人会のご発展を心よりお祈り申しあげます。

に変なひっかかりもなく、自然に心の底から美味し

（もりした・ようこ

松山バレエ団団長、プリマ バレリーナ）

いと感じます。また、1ヶ月に1回必ず広島風お好
み焼きを食べたくなります。

＊

今は、東京に住んでいるので、１年に１回年末年

以下は、一般公募で寄稿された

始ぐらいにしか帰省できませんが、帰省の日が近づ

５名の方の広島県への想いです。

くとソワソワします。やっぱり、無意識のうちに、
いつも広島のことを思い続けている。たとえると可
愛いわが子のように。親しみやすく、気を使わない

わしゃ広島で生まれて
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けどいつも真面目な広島県人が大好きです。歴史的

サンキュー広島。

など広島県人が多いと聞きます。そのフロンティ

吉田充

吉田

充

にも、平清盛や村上水軍、毛利元就、池田隼人や宮
澤喜一など個性的な人物が多いのも特徴です。また、
北海道の開拓民をはじめ、ブラジルやハワイの移民
ア・スピリットは、広島赤ヘルカープに通じるもの
があります。情熱のレッドは、広島にふさわしいカ

私は、1963（昭和38）年11月に広島市民病院で、

ラーです。

父 裕と母 千恵子の間に長男として生まれました。

私は広島で生まれたことを誇りに思います。ここ

小さい頃は、頭が大きく、広島弁で母親から“かぶ

で、原爆の後、焼け野原から立ち上がった先輩の
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方々に感謝の意を述べたいと思います。彼らが頑張

取って看病していたが、その苦しみの中で「早く太

って復興していただけたお陰で、今の広島があると

田川に流してくれ」と叫びながら40日後に苦痛に

思うと、これからも広島を陰ながら応援しなければ

もだえ苦しみながら亡くなった。

と思います。

赤ん坊をしっかり両手で抱きしめていた女性の死

わしゃ広島で生まれて良かったわい。サンキュー
広島。

体、軌道から遠くへ飛ばされ黒コゲになった死体の
缶詰のような電車。
熱さと痛さに耐えかねて、川に飛び込んだ人々、

＊かぶんすは、仮分数が語源。分子が分母と同じ
か大きい分数のこと。つまり、分子が大きいので、
人間の体型に例えると、分子にあたる頭が大きいと
いう意味となる。

やがて川は死体で埋まり、その死体をかき分けて、
赤黒い水を飲んで生き延びた私たち。
あの時私は「水をくれ」「お母さん水をちょうだ
い」と泣き叫びながら死んだ人々の声を、今も忘れ

（よしだ・みつる

東京都文京区）

ることができない。
時代は移り、世界の中でも”平和日本”は定着し、

私の人生の原点は
広島の原爆である
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世界一の長寿国となったが、私は心底から喜ぶこと
はできない。
愚かな一部の人間によって、平和な社会、人間の
幸福、健康も、一瞬にして破壊されたことを体験し、
あの時の母の嘆きと悲しみを忘れられない者として、
一日たりとも不安を思わぬ日はない。
今も世界には、１万5,000発以上の核兵器が存在

今年は全国的に厳暑の夏であった。

するという。再びこれを使用しないという保障もな

71年前の８月６日、暑い広島市の上空で人類史

いし、常に核兵器使用を脅しの道具に使っている国

上初の原爆が投下された。
当時の私は７歳で被爆、NHK職員であった父を
はじめ、８人の肉親を失った。

もある。
チャーチル曰く「あらゆる戦争は人々の心の中で
始まる」…と。

母の日記によると、
「昭和20年８月６日敵機B29

どんな人にも素晴らしい “心” がある。そして“創

来襲、なんら警報もないのに新兵器の空中爆発によ

造力” もある。たとえ戦争を知らなくても、被爆体

り被爆、初めは家の近くに落ちたと思っていたが、

験が無くても、その “心” で “想像” して、一人一人

広島市全市がやられたらしい。主人は全身火傷して

の心に “戦争を憎み” “平和を愛する思想” を打ち立

翌日会社で死亡、母も全身火傷で後日死亡、姉親子、

てたいものである。

妹も黒コゲになって死んでいた。主人のもとに行き、

（はぎわら・としお

東京都練馬区）

足の一つもなでてあげたいと思うけど重傷の母と子
供３人がいるので、どうすることもできない。本当
に主人にすまない。無念の泪がほとばしる。私の泣
くのを見て子供たちがシクシク泣いている。私は子
供が休んだあと、一人で思い切り泣く」…と。
背中一面に焼けただれた祖母は次々にウジ虫がわ
き、母は毎日、弁当箱一杯になるほど箸でウジ虫を
57

プ年鑑」がもらえます。前年の成績や選手のデータ

遠く離れて気がつく
遠く離れて気がつく
故郷広島の恵まれた風土
故郷広島の恵まれた風土
山中

昇

山中

昇

が全部入っていて、丸暗記していました。今は、ホ
ームページでいつでも見ることができるので暗記が
不要になり、その分記憶力が落ちた感じです。
カープは親会社がなく貧乏球団で、負けてばかり。
そんな弱いカープを県民が寄付で（市民の浄財で）
育てたという自負があります。そんな球団はどこに
もないし、そんな県民もいないと思うのです。「わ

広島を離れてから、いつの間にか45年も経過し

しらのカープ」です。筋金入りなのです！

ました。

（やまなか・のぼる

千葉県船橋市）

2016（平成28）年からカープの活躍もあり、新聞、
テレビ、雑誌、インターネット上で、広島の話題に
事欠きません。そんな中、広島の良さを見直してみ
ました。
世界遺産は嚴島神社と原爆ドームの2か所、国立
公園は瀬戸内海国立公園、国定公園は比婆道後帝釈
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水馬義弘

と西中国山地の2か所。歴史、文化に彩られ、南側

水馬義弘

は温暖な瀬戸内海、北は冬はスキーもできる山に囲
まれ、風光明媚で、山の幸、海の幸に恵まれていま
戦後71年、父没後71年､ 私71歳。戦後と父没後

す。
広島お好み焼きは祭りの屋台も含めて至る所で食

と私は同い年。私の父は、広島県庁勤務（広島県庁

することができるほどの人気です。オタフクソース

原爆被災誌によると、 被災時経済部第一課農務課35

を常備するスーパーも増えました。

歳）時、８月６日（月）原爆に被災し翌月１日亡く

。使っ
「なか卯」の人気メニューは「牡蠣とじ丼」

なった。

う

ている牡蠣が広島産であることにこだわっています。
お酒も有名ブランドがいくつもあります。
工業で見ても、広島は、中四国の要として西日本
経済をけん引し、造船所やクルマのメーカーもあり

父は被爆後長兄宛（韓国木浦警察署勤務 ）に原爆
の大惨事・敗戦国日本の将来を案じ手紙を綴り、運
よく長兄が日本に持ち帰り現在私の手許にあり家宝
として私に生きる勇気を与えてくれている。

ます。このように、広島には何でもあるのです。中

長兄に対する手紙の要旨は、 ● 敵米奴は八月六

にいるとわかりませんが、外から見るとその素晴ら

日遂に廣島市に人道上許す可ざる原子爆弾を使用被

しさが良くわかります。

害実に強大

● 八時過ぎ事務に取り掛かる瞬間鼻

でも何と言っても広島県人にとっては、広島カー

先にてマグネシュームをたいた様なショックを受け

プの存在が大きいと思うのです。私は瀬戸内海の島

何等の記憶もなく夕方まで川につかりこの世の生き

で生まれ育ち、18歳まで住んでいました。祖父は

地獄 ● 六日夜廣島に仮宿七〜九日芸備線塩町田

水商売をしていたのですが、島で一番税金を払い、

幸役場でお世話になる（ 父は県北で農業指導してい

一番カープに寄付をするのが自慢でした。カープが

た縁か ）
・九日実家市村（ 御調町 ）に帰宅

勝つと、いつの間にか料理が半値になったりしてい

末全快見込み、全快次第早く出勤して食糧増産のた

ました。

めいっそう努力する ● 十五日大和民族の永久に

寄付すると、長細い厚手の紙に印刷された「カー
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● 今月

忘れ得ざる四国共同宣言受託の御諮書が発表された

わが愛しの広島県

● 科学発達の前にはいかようにもならない。感

涙とどめなく流れる

● 幸い生命をつなぎ与えら

れた何か大きい使命のある事を感じている。

等々

八月十九日付けであった。

—広島とは、なんと素晴らしい街なのか、と。
温暖な気候と美しい自然、 風光明媚な近隣の宮
島・尾道、カープ・サンフレッチェに始まるプロス
ポーツ、美味しい食べ物、多くの世界企業

父の身体は全身満身創痍で、長兄を安心させるた
め、今月末全快の方向と記したのだろう。被爆後約
１ケ月後９月１日亡くなった。私は10日後９月11
日この世に生を享け、今日平凡のなか幸せに生きて
いる。

等々。

しかしなによりも、そこにいる人の生命の輝きが、
私を奮い立たせる。
以前住んでいた海外で、たまにこう聞かれること
があった。
—「あなたは日本人ですね、日本のどちらから来

当時35歳の男が、日本国の将来を案じ自分の仕
事を通して豊かな国創りに立ち向かおうとする姿勢
に感動するとともに父を誇りに思え感慨無量である。

られたのですか？」
そして答える、「I'm from Hiroshima、私はヒロ
シマの出身です」と。

歴史とはいたずらで母親達は実家に疎開、単身赴任
の父は８月５日実家に帰省していたが夜廣島に帰り

これまで、ヒロシマを知らないという外国人には

翌日被爆した。もし父が体調でも崩していたら生存

一度も会ったことはない。負の遺産ではあるが、こ

していたことになる。廣島は被爆後数十年間草木も

れだけ知名度を持った都市も世界にはそうないだろ

生えぬ廃墟の街と言われていたが、賢明な市民の方

う。

達の壮絶な復興努力で見事に“世界平和の街”として
輝いている。

その私の答えの後、だいたい皆ちょっと驚き、な
んとなく「悪いこと聞いてしまった」というふうな

毎年同窓会（広島支部）のため広島を訪れ、美し

顔をされていた。特にアメリカではそうだった。い

い広島を誇りに思い素晴らしい“ふるさと”に感謝す

つの間にか私は、その答えの後に続けてこう言うよ

る。今年は広島カープの優勝と嬉しい一年だった。

うになっていた。

いつぞや父の下宿先（広瀬北町五佐藤様）を訪ねて

「いいところですよ。決して原爆だけじゃありませ

みたいと思っている。

ん。できればいつかあなたも訪れてくれれば、とて

広島県と東京広島県人会のますますのご発展を祈
念致します。

も嬉しく思います」と。
原爆によって一度は完全に叩きのめされ、一面が

（みずま・よしひろ

東京都日野市）

死者と瓦礫と、そして生き残るために人々がお互い
を蹴落とし合う、荒んだ心に溢れていたあの広島の
街が、数十年を経て、川の青さと草木のみどりと、

甦る広島
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甦る広島
騠田雅宏

そして生活を取り戻し、温かい人の心に包まれる美
しい街に甦ったことが、広島出身者として、本当に
嬉しく、誇りに思える。

高田雅宏

この街と同じように、あの地獄を経て生き残った
人々とその子孫は、その存在を通し、人間の強さ、
たくましさ、そして生きることへの希望を伝えてい
くことだろう。

25年ぶりのカープの優勝で皆が喜びに溢れ、と
もに盛り上がる広島の街の映像を、TVやネットで
観ながらふと思う。

どんな理由でもいい。世界中の人々が広島を訪れ、
この街に想いを寄せて欲しい。
（たかだ・まさひろ

東京都八王子市）
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文学と音楽 と広島
か たい

文学作品に少なからぬ舞台を提供している広島ですが、ここでは田山花袋の小説『蒲団』ゆ
じょう げ
かりの府中市 上 下町と、そして広島と意外な結びつきのある夏目漱石を取り上げました。
音楽では、広島育ちのシンガーソングライター吉田拓郎と広島交響楽団を取り上げます。

小説家田山花袋と
｢備後の山中｣
小説家田山花袋と
田山花袋と天領上下
『備後の山中』

田山花袋と天領上下

守本祐子

守本祐子

「私はある事があって、福山から府中上下を通って
三次へ出て、そして出雲に行ったことがある。･･･
なぜこの山の中が私の心を惹いたかというと、そこ
の山の中に上下という町があって、そこに私の弟子

往時をしのばせる上下の町並

写真提供：上下歴史文化資料館

になった若い女がいた･･･（略）私もその女が好き
だった」

町に連れ返されていた時期でした。

このように始まる田山花袋の紀行文『備後の山

上下町は1700（元禄13 ）年に徳川幕府の直轄地

中』には、1906（明治39 ）年の府中市上下町の様

となり、1717（ 享保２ ）年には島根県の石 見 銀山

子が描かれています。

大森代官所の出張陣屋になるという歴史を持った町

｢女が幼い時を過ごした小学校があったりした。
警察署が町の曲り角のようなところにあって、そこ
から商家の軒が両側に続いた。
（略） ─銀行と書

いわ み

で ばり

で、その後ろ盾もあり中国地方の山間にありながら、
「上下銀」と呼ばれた金融システムで財を成した30
軒を超える金融業で栄えた町でもありました。

はん じゅう ろう

いた大きな看板が右に見えたかと思うと、その隣の

その金融業者の一人が美知代の父の岡田胖 十 郎

自転車の置いてある大きな店に車夫は梶棒を降ろし

で、明治期の上下町の政治や産業に貢献した名士で

た｣

した。
花袋は、可愛がっていた美知代に再び逢いたいと

このなかの ｢女｣ と書かれているのは、明治37

いう気持ちを抑えきれず、旅行記の取材という名目

年に田山花袋に入門した上下町出身の小説家、岡田

で、東京から汽車と人力車を乗り継いで上下にたど

美知代のことです。現在の津田塾大学に通いながら

り着きました。この時のことは、｢日本一周｣ とい

花袋のもとで小説家の修行をしていた美知代が、の

う花袋の紀行文集にまとめられ、博文館より1914

ちに夫となる永代静雄との恋愛問題で父により上下

（ 大正３ ）年から1916（ 大正5 ）年にかけて刊行さ

なが よ しず お
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岡田美知代（18歳の頃、尾道の写
真館で撮影したもの）
写真提供：田山花袋記念文学館

旧岡田邸（元上下歴史文化資料館）写真提供：上下歴史文化資料館

れました。
そしてこの頃の美知代をモデルに書いた小説が、
ふ とん

花袋の代表作ともいえる『蒲団』で、主人公の横山
芳子が故郷へ戻る経緯を小説にしたものでした。
『蒲団』発表後の美知代は、モデルといわれ誤解の

夏目漱石と
広島の多彩なご縁
夏目漱石と広島の多彩なご縁

小笠原臣也

多い人生を歩みました。

小笠原臣也

「かわいそうな女だ。こうした立派な財産家に生ま

東京広島県人会が創立70周年を迎えられた2017

れながら、芸術を慕ったがために、いろいろな悲哀

（平成29 ）年は、明治の文豪夏目漱石の生誕150年

やら苦痛やらを味わわなければならないかと思うと、

に当る。 前年の2016（ 平成28 ） 年は漱石の没後

私はいっそうかわいそうになった。哀憐の情はみな

100年である。

ぎるように私に押し寄せてきた。
『それではごきげ

これを機に漱石終焉の地（東京都新宿区）に漱石
山房記念館が平成29年9月にオープンする運びとな

んよう』
『さようなら』といって分かれた。」
き

さ

上下に２泊した田山花袋は岡田家を後にし、吉舎、
三次を通って出雲へ向いました。数日後、花袋は三

り、漱石ゆかりの各地で記念事業や資料の収集など
が行われている。
広島でも、2015（平成27）年6月、広島における

次市から美知代にはがきを送っています。

漱石の足跡、関わりのある人物などを中心として資

「山中の

料を収集、整理し、発表する趣旨で「漱石と広島」

夕日白壁やすらかに

君が居まさんこと

の会（山本一隆会長 ）が発足し、世話人や約150人

をのみこそ」
花袋の心に残った白壁の町並みは、今もその風情
を残しながら多くの旅人を迎えています。
（もりもと・ゆうこ

上下歴史文化資料館館長）

の会員の協力により、これまで殆ど知られていなか
った漱石と広島の関係が掘り起こされ、資料の調査、
収集及びその成果の発表や展示などの活動を行って
61

劣化で声の再生ができていない。

いる。

あま こ

漱石は、1896（明治29 ）年俳人高浜虚子と宮島

夏目家のかかりつけ医だった尼子四郎は戸河内町

を訪れ、岩惣に一泊したが、当時の厳島神社は神仏

（現安芸太田町）の出身で同郷の富士川游、呉 秀 三

分離の影響で大鳥居も社殿も白木だったことが判明

らと芸備医会を創設し、広島をはじめ全国の医学向

した。二度目は、1909（明治42）年親友中村是公の

上に努めた。その尼子四郎の仲介で漱石の診断をし

招待による満韓旅行の帰路広島に寄り、市内見物の

た呉秀三は、呉をルーツとする医家の出で、わが国

あと友人井原市次郎を訪れた。

精神病学の創始者である。

ぜ こう

ゆう

くれ しゅう ぞう

せいふう

漱石をめぐる広島人は意外に多く、縁が深い。第

その他、夫津田青楓とともに漱石とさまざまな交

一漱石の妻鏡子は福山出身といわれている。鏡子の

流をした服飾研究家山脇敏子、東大で漱石に教わっ

父中根重一は福山藩士の出で、明治政府で貴族院書

た後、呉一中の教師、世羅中校長を勤めた妹尾福松

記官長の要職に就いた。鏡子夫人についてはいろい

など多士済々である。

ろな世評があるが、漱石の神経衰弱と胃病に悩まさ
れながら支え続けた内助の功は大きい。
前出の中村是公は広島市出身で、東大予備門以来

せの お

こうしたことを探求することは広島の歴史と文化
を見つめ直す道でもある。
（おがさわら・しんや

元広島県副知事、
「漱石と広島」の会参与）

生涯にわたって漱石を物心両面で支え続けた親友で
あり、満鉄総裁や東京市長などを歴任した。
漱石の東大での教え子の一人に広島市出身の児童
文学者で「赤い鳥」を創刊した鈴木三重吉がいる。

広島交響楽団について

三重吉は漱石の門人の集い「木曜会」の常連だった。
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その三重吉と机を並べて漱石の謦咳に接した加計正

広島交響楽団について

文は加計町（現安芸太田町）出身で、家業や町長を

金田幸三

金田幸三

務めるかたわら書簡などで漱石と交流を続け、漱石
ろう かん

の声を録音した蝋 管（ 初期の円筒式レコード ）をは

広島県は「スポーツ王国」といわれ、現在も野球

じめ多くの貴重な資料を残した。残念ながら蝋管の

のカープ、サッカーのサンフレッチェをはじめとし
て、バレーボール、バスケットボール、ハンドボー
ル、女子ホッケーなどスポーツの盛んなところです。
その一方で音楽を愛している土地柄でもあります。
音楽高校がありました。素晴らしい音楽大学もあり
俊英を送り出しています。燃えたぎる思いを内に秘
めた熱い故郷です。
広島での交響楽運動は1907（明治40 ）年に日本
では数少ない音楽教育機関として発足し、110年に
なります。被爆の惨禍さめやらぬ翌年の春には、早
くもシューベルトの未完成交響曲が演奏されました。
この文化の火を引き継ぎ、1963（ 昭和38 ）年に広
島市民交響楽団が発足、その後広島交響楽団となり、

中村是公（左）と夏目漱石（右）、後列は犬塚信太郎。
是公は南満洲鉄道総裁、信太郎は同理事だった。（明治天
皇大喪の日、撮影・小川一真）写真提供：日本近代文学館
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1972（昭和47 ）年には中国・四国地方唯一のプロ
オーケストラとなりました。
広響は今までウィーン、フランス、サンクトペテ

文学と音楽と広島

東京公演（2015年、サントリーホール「平和の夕べ」コンサート）

ルブルク、韓国など４度の海外公演を行い、東京で

コンサートへの出演など広島県以外での演奏活動も

も何度か公演を行っています。

展開し、 更なる飛躍を図ってまいります。 今後の広

最近では2015（平成27）年８月に「平和の夕べ」

響の活動にご期待いただきますようお願いいたします。

コンサートをサントリーホールで開催し、天皇皇后

（かねだ・こうぞう

公益社団法人広島交響楽協会理事長）

両陛下のご臨席を仰ぎ、世界的なピアニストである
マルタ・アルゲリッチと協演して高い評価を得まし
た。
広響のキャッチフレーズは”Music for Peace〜
音楽で平和を〜”で、被爆地ヒロシマにあるオーケ

◆◎東京広島県人会
70周年記念誌
拓郎ファンとしての聖地巡礼
『拓郎ファンとしての聖地巡礼』

ストラとして、
「音楽による平和発信」を活動の最
も重要なビジョンとして掲げています。
また、
「地域に根差した楽団」を目指し、広島東
洋カープ、サンフレッチェ広島とともにプロ３団体

安西

安西巧

巧

す

中学生のころ、擦り切れるほど聴いたレコードの

のコラボレーションによる社会貢献活動を行うとと

ひとつに吉田拓郎の「たくろう

オン・ステージ第

もに、学校や地域に出向いて演奏活動を行い、子供

二集」という２枚組のライブ・アルバムがある。広

たちや地域の音楽を育む「“音楽の芽”プロジェク

島から上京して１年余りの拓郎が東京山手教会の地

ト」などにも取り組んでいます。

下にあった小劇場「渋谷ジァン・ジァン」で、３日

さらに「世界に通用する楽団」を目指し、秋山和

間（1971年８月９〜11日）連続で行ったミニコンサ

慶を始め日本を代表する歴代の音楽監督のもとで音

ートを収録したもの。当時在籍していたエレックレ

楽的にも成長し続けています。また世界の一流ソリ

コード（日本最初のインディーズレーベルのレコード

ストとの協演、域外や海外での演奏活動などにより

会社）が本人に無断で商品化したことなどから、72

楽団の真価を問うとともにレベルアップを図ってい

（昭和47）年12月の発売後まもなく生産中止となり、

ます。
今年2017年度から下野竜也を音楽総監督に迎え、
新たな広響がスタートします。24年ぶりの大阪公
演やすみだトリフォニーホールの20周年記念平和

その後76年に同社が不渡り手形を出して倒産した
こともあってＣＤ化されていないため、現在入手は
難しい。
最も印象に残っているのはＡ面最初の「準ちゃん
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の与えた今日の吉田拓郎への多大なる影響」という

が、「広島」という言葉から真っ先に思い浮かんだ

曲。タイトルも非常に長いが、歌い終わるまで12

のは拓郎の歌の数々のフレーズやメロディーだった。

分を超える大作である。拓郎は敬愛するボブ・ディ

2015年４月に着任してから、拓郎が在学中に制作

ランの「ハッティ・キャロルの寂しい死」のメロデ

した初期の代表曲「今日までそして明日から」の歌

ィーに乗せ、高校・大学時代の初恋の女性「準ちゃ

碑がある広島修道大学（ 在学当時の名称は広島商科

ん」との思い出を歌い上げた。

大学）や準ちゃんと出会った母校の広島県立皆実高

“ 風の便りに広島のことを

校、大学時代にギター教室の教師を務め、卒業後の

耳にするたびに涙が落

就職も内定していたという河合楽器製作所ミュージ

ちる…… ”
“ 僕の青春は恋と歌の旅

果てることなく

ん

思い出だけは残る…… ”

君がどう変わっても

準ちゃ

広島から西へ約200キロ。福岡県北九州市で生ま
れ、育った筆者はこの歌から「多大なる影響」を受

ックショップ広島（2015年7月に移転）などを仕事
の合間を縫って訪ねた。拓郎ファンにとってのいわ
ば “ 聖地巡礼 ” を果たしたといってもいい。
拙著『広島はすごい』（新潮新書）でも紹介したが、

けた。中学２年生の時から幼馴染のメンバーでバン

拓郎は大学在学中に米軍岩国基地のクラブで演奏の

ドを組み、自作の歌をカセットテープに録音して友

アルバイトをしており、その際に白人兵と黒人兵の

人に配ったり、大学進学で上京してプロの道を探っ

間の微妙な軋轢を実感したと後に話している。「準

たりしたのも、拓郎をはじめ当時の輝かしいニュー

ちゃんの与えた…」でメロディーを拝借したディラ

ミュージックの旗手たちに大いに触発されたからに

ンの「ハッティ・ キャロルの寂しい死」 は1963

他ならない。才能・技量ともに足元にも及ばなかっ

（昭和38）年にボルティモアで起きた人種差別事件

た我々のバンドの夢は早々に潰えたが、拓郎がしば

（24歳の白人の男が注文の酒がくるのが遅かったことを

しば歌にしていた「広島」への憧れに似た想いはそ

理由にメイドの黒人女性を撲殺した事件）を題材にし

の後社会人になってからもくすぶり続けたように思う。

ている。それから半世紀余り。戦後初めて被爆地・

そんな「広島」への想いをはっきり自覚したのは

広島を訪れた現職米大統領が黒人のオバマ氏だった

2015（平成27 ）年春、所属する新聞社で転勤の内
示を受けた時である。経済専門紙の広島支局長とし

ということも、個人的には感慨深いものがある。
（あんざい・たくみ

ての仕事柄、マツダや中国電力のことも気になった

吉田拓郎の「今日までそして明日から」の歌碑がある広島修道大学構内
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日本経済新聞社広島支局長）

東京で出会う広島の味

東京で出会う広島の味
島の酒についての語らいができるプレミアム試飲会
も好評です。

ひろしまブランドショップ
〜広島ブランドショップＴＡＵ〜
「ＴＡＵ」

１階の物販フロアには、もみじ饅頭のほかに牡蠣
やレモンといった広島を代表する特産品のほか、皆
さまの懐かしい味も揃えています。また、ご出身の
市町の物産展をご覧いただくと、普段地元でしか手
に入らない商品に出会うことも。素敵な贈り物には
広島が世界に誇る熊野筆をご検討ください。カープ
観戦前には、都内屈指の品数を誇るカープコーナー

ひろしまブランドショップＴＡＵは、2012（ 平
成24）年７月に東京・銀座にオープンしました。

も必見です。
ＴＡＵは、おかげさまで、2017（平成29）年７月

東京広島県人会の皆さまには、日頃からご来店い

に開館5周年を迎えました。今後とも、ブランドシ

ただき、ご支援くださいますことに、この場をお借

ョップとして広島の魅力を発信するとともに、“東

りして厚くお礼申しあげます。

京で一番の広島ファン”である東京広島県人会の皆

広島県ご出身、あるいは仕事や通学のご経験など、
皆さまの広島県との関わりはさまざまであろうかと
思いますが、ＴＡＵは皆さまにとっての懐かしい広
島を東京に再現するだけでなく、旬の魅力もお伝え

さまにふるさと広島の香りが届く（たう）よう、努
めてまいります。
引き続きのご支援、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

できる、さまざまなシーンで役に立つショップであ
りたいと考えています。
地下１階の創作和食レストランは、瀬戸内広島の
新鮮な魚介類を揃えており、しっとり落ち着いた雰
囲気の中での「本物」の味は、東京のお友達にも喜

「TAU」は「たう」、届くという意味の広島の方言です。
ショップや商品の詳しい情報は、以下のHPをご覧く
ださい。
http://www.tau-hiroshima.jp

んでいただけます。
２階の本格お好み焼屋では、広島出身のお仲間と
も、鉄板カウンターでの熱々のお好み焼きとカープ
の話題で盛り上がれること請け合いです。３階の本
格イタリアンでは、広島の食材を楽しみながらのカ
ープ観戦パブリックビューイングはいかがでしょう。
併設イベントスペースでの広島出身有名人によるイ
ベントも要チェックです。広島酒工房では、広島の
銘酒や、三次・世羅のワイナリーから届いたワイン、
焼酎、地ビールなど約150種類をご用意。蔵元と広
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東京で出会える

広島の味あれこれ
熊本正巳
山根知之
日谷 潔

□ 瀬戸内料理を東京・銀座で味わうことができ
ます。さらに池袋でも、神田淡路町でも！
！

「瀬戸内料理

http：//ginza-suminoe.com/
「瀬戸内の魚介、広島の地酒の魅力を伝えたくて」銀座
８丁目に瀬戸田の旅館がお店を開店。
瀬戸内料理

「ＴＡＵ」のほかに、東京で出会える広島の味をお楽
しみいただけるお店をご紹介いたします。
原則として、東京広島県人会の総会・懇親会にご協
力いただいておりますお店を選んでご案内しています。

□ 釜飯は「酔心」、日本酒は「醉心」って知
っていましたか？
0

0

「酔心」：瀬戸内料理

安藝路「酔心」

http：//www.akiji.co.jp/
名物の釜飯は東京で味わえる瀬戸内料理。炊きたては
30分待ってでも食べたくなります。
新宿店：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-15-17
伊勢丹会館地下１階

すみのえ」

TEL：03-3352-8721

すみのえ：〒104-0061 東京都中央区銀座

8-7-18 月光荘ビル B1F

「広島瀬戸内料理

TEL：03-3572-2155

雑草庵」

http：//www.aki-food.co.jp/
芳醇な広島の地酒と潮の香り漂う瀬戸内の魚を味わうこ
とができる池袋西口の居酒屋。
雑草庵：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-12-13
十二ビル

TEL：03-3971-5350

「歓粋亭」
http：//www.chugoku-jozo.co.jp/company_ja/
restaurant/
神田淡路町で広島の美味・美酒を味わえる。中国醸造直
営で、蔵元直送の地酒を楽しめます！
歓粋亭：〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-1
神田クレストビル1Ｆ

TEL：03-5296-7538

「酔心」：「酔心酒蔵」新橋店
http：//www.e-suishin.com/restaurants/
shimbashi.html
新橋SL広場からすぐ！

横山大観が愛した広島銘酒

「醉心」の蔵元直営のお店です。
新橋店：〒105-0004 東京都港区新橋2丁目6-9
TEL：03-3580-2455
「季彩膳 酔心」という直営店：東京駅店、神田店、横
浜スカイビル店もあります。

□ お好み焼きは20年以上続く老舗もあれば、
新しく開店したお店もご紹介。

ひろしま・お好み焼「凡」
https：//marugotonippon.com/tenant/detail/4003
新宿区三栄町8-33から浅草まるごとにっぽん４階に移
転した「ひろしまお好み焼き」専門店。
凡：〒111-0032 東京都台東区浅草2-6-7
まるごとにっぽん4F

●蔵元紹介（広島県酒造組合）

広島県酒造組合・広島県酒造共同組合から広島
の酒をご紹介します。

www.hirosake.or.jp/kuramoto/

「広島県の蔵元・地域別リスト」をクリック。
＊各蔵元のとホームページにもリンクしていますの
で、詳しい内容はホームページでご覧ください。
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TEL：03-3845-9229

「八昌」
https：//tabelog.com/matome/50/
広島県外で八昌の店名をもらったお店は３軒しかありま
せん。その中の１軒が経堂の八昌です。
八昌：〒156-0052

東京都世田谷区経堂1-21-18

TEL： 03-3428-8437

東京で出会う広島の味

「れもん屋」
https：//tabelog.com/tokyo/A1305/A130503/

広島の味まだまだ
日谷

13010968/
高田馬場の路地裏の２階に佇む人気お好み焼き屋。25
年もの間愛され続ける美味しさ。
れもん屋：〒171-0033 東京都豊島区高田3-11-18
TTAビル2F TEL：03-3209-9617

東京にはここでご紹介したお店だけでなく、広島の味
に出会えるお店がまだまだたくさんあります。
検索サイトで「広島県人

東京

お店」と検索すると

「ＴＡＵ」がトップに表示されますが、
「東京で美味しい
広島焼のお店10選」、
「東京で広島県人が集う店」など

「カープ 東京支店」

が表示されます。さまざまな検索ワードを入力して探し

https：//tabelog.com/tokyo/A1310/A131002/
13004170/
ここのお客さんの半分が広島の人であることからも地元
広島の雰囲気と味を堪能できるお店。
カープ 東京支店：〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶
町3-5 保坂神田ビル TEL：03-5296-0080

鉄板焼き 廣島お好み焼 「ぶち」恵比寿本店
https：//tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/
13141801/
地元広島県の農家さん直送食材を厳選して広島のソウル
フードをお届け！ 予約必至の人気店。
ぶち：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-7-8
ニューライフ恵比寿2F

潔

てみるのも楽しみのひとつでしょう。
2017年８月９日にオープンした広島県府中市のアンテ
ナショップ「ＮＥＫＩ（ねき）
」をご存知でしょうか。広島
県の市町村が東京に出店したアンテナショップ第一号で、
「備後府中焼き」と府中の特産品のお店です。
「備後府中焼き」の最大の特徴は「牛ミンチ肉」を入
れて、中はフワッと外はカリッとした焼き上がりになって
います。
「第１回広島てっぱんグランプリ」で初代王者に
「そばに」という意味 ）
輝きました。
（ ＊「ねき」は備後弁で、

「ＮＥＫＩ」
http://www.naturalart.co.jp/NEKI/
〒101-0052

東京都千代田区神田小川町1-3-1

NBF小川町ビル1F

TEL：03-6811-7980

TEL：03-3760-0555

「炎の鉄板」のサイトでさまざまなお好み焼を検索
することもできます！
http：//www.chugoku-np.co.jp/blog/article/?
category_id=202

□ おのみちラーメンを東京で味わうならこ
ちら！

「お好み焼き」だけではない新しい広島の味として話
題になっているのが、
「汁なし担々麺」。
「汁なし担々麺」、
「つけ麺」で検索してみると、続々と

「おのみちのりこ家」

東京に進出している広島のお店があります。

化学調味料は一切使わない「子供にも食べさせたい」安
心の料理を提供しているお店。
おのみちのりこ家：店舗移転の予定のため住所・電話番
号は記載を控えさせていただきます。「おのみちのりこ
家」で検索していただき、移転先の住所にご確認の上、

これからも新しい味がどんどん生まれてくることでしょう。
ますます楽しみな広島グルメです。
その他、広島県人が集うお店やイベントもいろいろあ
ります。時期を問わず、広島県に縁のある人たちが集い、
知り合い、語り合うことができます。これも広島県人の
魅力のひとつと言えるでしょう。
これからも「広島県」をキーワードに、いろいろな検

お訪ねください。
（くまもと・まさみ

東京広島県人会）

（やまね・ともゆき 東京広島県人会）
（ひだに・きよし 東京広島県人会）

索をして、郷土と繋がる楽しみの場所を増やしてみては
いかがでしょう。
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東京の中の広島県
東京と広島─決して近いとは言えない距離ですが、古くからその結びつきは様々な形であ
りました。東京にある広島県人の活動の足跡、その苦闘の跡、その拠点、あるいは意外な建築
物など、「東京の中の広島」を探訪しました。
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瑤泉院と三次浅野藩

池袋

赤坂氷川神社と三次浅野藩
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泉

東京の中の広島県
東京の中の広島
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高田馬場

（作図：Geo）
上野
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中野

原田

泉

秋葉原
市ヶ谷

新宿

信濃町

東京

⑩

私の職場近くに赤坂氷川神社があります。1730
（享保15）年に第８代将軍徳川吉宗により現在の赤

渋谷

①

⑧

新橋

浜松町

③
目黒

⑨

②

坂６丁目に造営され、
「江戸七氷川」の筆頭とされ
てきました。この場所にはかつて三次浅野藩の下屋

田町

⑫

品川

④

①赤坂氷川神社
②泉岳寺
③重秀寺
④築地本願寺
⑤福山藩江戸藩校
誠之館跡
⑥横山大観記念館
⑦ホテル椿山荘東京
⑧旧羽澤ガーデン
⑨日本棋院
⑩将棋会館
⑪林芙美子記念館
⑫広島大学東京オフィス

敷がありました。
1701（元禄14）年３月14日、江戸城中「松之大

赤穂浅野藩の改易・御家取り潰しという突然の破

廊下」での刃 傷 事件で、第５代将軍綱吉により即

綻に見舞われながら、その後の冷静な向き合い方な

。その妻、
日切腹を申し渡された浅野長矩（内匠頭）

ど、苦悩しながらも進む道を選び取ってゆく瑤泉院

阿久利は三次浅野藩の初代藩主の三女でした。浅野

の姿に、今の時代も女性として感銘を受けます。赤

長矩は赤穂浅野藩の上屋敷に戻ることなく、高輪の

穂浅野藩の筆頭家老であった大石良雄（内蔵助）か

泉岳寺に埋葬されました。阿久利は三次浅野藩の下

ら瑤泉院に報告された「預置候金銀請払帳」（ 箱根

屋敷に引き取られて落 飾 し、瑤泉院となって夫の

神社所蔵）には、討ち入り計画に使われたとされる

菩提を弔います。

瑤泉院からの莫大な資金の収支が記されています。

にん じょう

ながのり

あ

ぐ

り

らく しょく

よう ぜん いん

いえのぶ

この事件での将軍綱吉の対応は、
「専断」として

綱吉の後を継いだ第６代将軍家宣は綱吉時代の大

江戸庶民の口に登り、大名としては例のない庭先で

赦を行い、直後に浅野長広（ 大学、長矩の弟で後に

の切腹という結末で、主君を失ったことに対する抗

養子）は、広島浅野藩へのお預けを赦され、事件か

議としての、赤穂浪士の吉良邸への討ち入りという

ら９年後に旗本に取り立てられ、事実上のお家再興

一大事件に繋がりました。

となりました。また討ち入りした赤穂浪士の遺児に

「生類憐みの令」など、“綱吉の鬱屈した治政”を背

ついても、瑤泉院が働きかけていた赦免が既に実現

景に、赤穂事件いわゆる「忠臣蔵」として人形浄瑠

していました。

ゆる

璃や歌舞伎、講談で人気を集め、江戸庶民が味方す

故郷を離れ、長く東京で暮らしているといろいろ

るところとなりました。三百年ほど前の江戸時代で

なことに直面し、人生の重い荷物を抱えて生きてゆ

は価値観も異なりますが、赤穗浪士に対する共感は、

くこともあると思います。そのような時、私は思う

今もドラマチックに私たちの胸を打ちます。

のです。生まれ故郷の三次から遠く離れた江戸で、
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人生の大きな波乱を受け止めて、自分の務めを果た
すために生きた方がいたということを、かつての三
次浅野藩邸であった赤坂の土地を舞台に、広島、三
次浅野家と赤穗浅野家を繋ぎ、討ち入りという当時
の大きな出来事を支えた瑤泉院という方がいたのだ
ということを。
それは平凡な毎日であっても、故郷を離れて、こ
こ東京で生きていることの意義を少しばかり感じ、
痛快に日々を支えてくれると感じています。
（はらだ・いずみ

東京広島県人会）

義士祭の提灯が並ぶ泉岳寺

②

瑤泉院・泉岳寺

緒方徹

緒方

徹

瑤泉院となり夫の菩提を弔いました。赤穂義士たち
の討ち入りに当たって、瑤泉院は自分のいわゆる化
粧料を資金として大石内蔵助に託し、義士の生活を
陰ながら支えたとされています。また赤穂義士の遺
児たちのうち、伊豆大島へ流された者の赦免にも尽
力し、1706（宝永3）年8月に3名の恩赦に繋がった

曹洞宗・江戸三か寺の一つとされる泉岳寺（東京

ということです。浅野長矩の弟で後に長矩の養子と

都港区高輪2-11-1）には、国指定の史跡「浅野長矩

なり事件に連座した浅野大学も、1710（宝永7）年

墓および赤穂義士墓」があります。毎年12月と4月

には旗本に復することを許されて、赤穂浅野家が事

にいわゆる四十七士をたたえる義士祭が実施され、

実上再興しました。浅野大学もまた泉岳寺に眠って

大勢の参拝客で賑わいます。この浅野長矩の墓のす

います。瑤泉院は三次浅野藩下屋敷で（現在の赤坂

ぐ傍らに三次浅野藩の初代藩主の娘で、長矩の妻だ

氷川神社あたり ）生涯を送って、1714（ 正徳4 ）年

った阿久利姫、後の瑤泉院の墓があります。1701

41歳（46歳説もあり）で死去し、長矩の墓の隣に葬

（元禄14 ）年3月14日、長矩が江戸城内で吉良上野

られました。生まれ故郷の三次市の鳳源寺には、瑤

介に刃傷に及ぶと、幕府は即日切腹を命じ、赤穂藩
は改易となります。阿久利姫は16日には、赤坂に
あった三次浅野藩の下屋敷に引き取られ、落飾して

泉院を供養した五輪の遺髪塔があります。
（参考 泉岳寺資料など）
＊「阿久利姫」
（あぐりひめ）の字は三次市の資料から
採った。
（おがた・とおる

東京広島県人会）

③
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江戸上田家初代重秀が
江戸上田家初代重秀が
自らの菩提寺として建立した
自らの菩提寺として建立した
重秀寺
重秀寺（現白金高輪）

緒方徹
広島の「茶道
瑤泉院の墓

にあります。

緒方

徹

そう こ

上田宗箇流」にゆかりの寺が港区
ちょう しゅう じ

臨済宗妙心寺派の 重 秀 寺（ 東京都港区白金2-169

聴松亭

上田重秀の墓

築地本願寺

6）で、浅野藩の家老で武家茶道の流祖でもあった上田

一つは安芸・吉田村（ 現安芸高田市吉田町）出身

宗箇の長男、上田重秀が1626（寛永3）年に今の港区

の眼科医、土 生 玄 碩 の碑。それと安芸・筒賀村（ 現

六本木3丁目あたりに建てました。

安芸太田町）出身の学僧、大瀛の碑。そして本堂の

重秀は将軍徳川家光に旗本として召し抱えられ、
重秀寺は江戸上田家の菩提寺となりました。
重秀は 1661（ 寛文元 ）年に70歳で没しますが、
その後1694（元禄7）年に町医者の町田玄信が現在
地を買い求め寄進したことから移転しました。

は

ぶ げん せき

だい えい

中にあるパイプオルガンです
は ぶ げんせき

【土生玄碩の碑】
江戸時代の眼科医土生玄碩はとても有名な人でし
た。技術と実績、それにともなう地位や名声、富を

現在の書院「聴松亭」は、茶室・数寄屋建築研究

得ただけでなく、後述するシーボルト事件に連座し

の第一人者で京都工芸繊維大学名誉教授、中村昌生

て没落するなど、浮き沈み激しい劇的人生だったこ

氏の設計によるもので、茶室「不求庵」も付随して

と。さらに人気歌舞伎俳優と眼科医との友情物語と

います。この書院で原則として毎月、「茶道

上田

して創作され、講談、浄瑠璃、舞台などで人気を博

宗箇流」の稽古が行われ、上田宗冏御家元による直

した演目「男の花道」で、主人公のモデルとされて

接の指導があります。

いるからです。

重秀寺は9年後の2026年に開基400年を迎えます。
（参照 重秀寺HP）

玄碩は、1762（宝暦12 ）年、安芸国高田郡吉田
村で代々眼科医をしていた家の長男として生まれま

（おがた・とおる

東京広島県人会）

した。諸国を巡って眼科医術を学びますが、京都で
の刑死者の眼球解剖は、日本眼科医学界初の試みと
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築地本願寺にある
築地本願寺にある広島ゆかりのもの
広島ゆかりのもの
大江和正・緒方静子
大江和正・緒方静子

されています。大坂で開業し、視覚障害者の「石内
障」（おそらく白内障）の手術を会得したことで名声
を得て、42歳で広島藩の藩医に。さらに広島藩主
浅野重晟の娘で南部藩主に嫁いだ教姫の眼病を、江
戸で治癒させたことから一気に評判となりました。
いえ なり

1809（ 文化６ ）年には将軍徳川家 斉 に招かれ、
翌年に江戸幕府の奥医師となって、百俵五人扶持と

多くの観光客が訪れる銀座。特に銀座４丁目の交

浅草に町屋敷を拝領するなど当時の眼科医の最高権

差点は外国人も含め、いつも大賑わいです。ここか

威となりました。玄碩の財産は莫大なものとなり、

ら歩いて10分弱のところに、インド風の建築でも

大名や武家、町人、歌舞伎役者などに多額の金銭を

知られる築地本願寺があります。ここに広島ゆかり

貸し付けていたということです。

のものがあるのです。
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やがて当時長崎の出島にあったオランダ商館付き

東京の中の広島県

土生玄碩の碑

の医師シーボルトから白内障等の新たな術方と瞳孔
を拡げる薬を分与されましたが、使い切ると再度の

安芸廓亮大瀛の塔
あ

き かくりょうだいえい

【安芸廓 亮 大瀛の塔】

分与を断わられました。玄碩は窮余の策で、将軍拝

広島県西部の浄土真宗の門徒は「安芸門徒」と呼

領の葵の紋付きを差し出しました。拝領品を他に譲

ばれ、信仰が厚いことで知られていますが、僧侶の

ることは将軍を愚弄することになり、打ち首も覚悟

学問のレベルも高く「芸轍」といわれて尊敬を集め

しなければなりません。しかし治療の進展を期す玄

ていました。江戸時代後期に活躍した大瀛もそうし

碩に、ためらいはありませんでした。シーボルトは

た「芸轍」の一人です。

ぐ ろう

日本に自生する瞳孔を拡げる効能をもつ薬草を教え、
玄碩はその薬を使って手術に成功しました。

げいてつ

1759（宝暦９）年生まれの学僧、大瀛は、安芸・
筒賀村（現安芸太田町）出身です。医師の息子だっ

しかし1828（文政11 ）年、シーボルトの荷物に

た大瀛は、11歳で得度し広島で学んだあと、1776

国外持ち出しが厳重に禁じられていた高い精度の日

（安永５ ）年以降は、京都の西本願寺の学林にたび

本地図があることが発覚し大事件に発展しました。

たび上がり真宗学の研鑽に励みました。そして広島

「シーボルト事件」です。その後のシーボルト邸で、

県内の寺院で住職を歴任した後、広島城の西に学寮

将軍拝領の葵の紋服が見つかったため、土生玄碩は
事件に連座して財産没収となり、投獄されて失脚し
ました。

を作り子弟の養成に努力しました。
こうしたなかで、西本願寺の教団史上最も重大な
さんごうわくらん

論争とされる「三業惑乱」事件が起きます。本来な

1837（ 天保８ ）年、将軍徳川家慶の眼病を玄碩

ら教団の考え方を護るべき中央の学僧、特に最高責

の息子の玄昌が治療し、その功績によって奥医師と

任者が、新しい解釈を唱え始めたのです。これに対

なったことをきっかけに、玄碩は許され、木場に居

して大瀛など地方を中心とした学僧は激しく反論し、

を構えて眼科を開業しました。その後、玄碩の医院

僧侶だけでなく全国の門徒を巻き込んで混乱が拡大

は隆盛を極めたということです。玄碩は1848（嘉

して、ついには幕府が介入する事態に発展しました。

永元 ）年に87歳で死去し、築地本願寺中眞龍寺に

双方の論議の中心人物が江戸に呼び出されて寺社

葬られました。
（1928年、区画整理のため改葬）

奉行の取り調べ受けることになったのですが、この

（ 参考資料 東京都指定旧跡・東京都教育委員会、日

さなかの1804（ 文化元 ）年６月、持病が悪化した

本医科伝・吉村昭、長崎薬学史の研究・長崎大学薬学

大瀛は築地本願寺で客死しました。それからおよそ

部、長崎大学医学部創立150周年記念誌、都立薬用植物

２年後に寺社奉行は大瀛などの主張が正しいという

園の妖精達）

裁定を下し、西本願寺宗主がそれを追認する形で決
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着しました。

は本堂入り口左側のボックスにあり、毎月コンサー

江戸時代という状況の中で、在野の一地方、郷土

トが開かれています。約2000本のパイプからあふ

広島出身の僧侶が、全国の人々の信仰の重さを背負

れる音色は、降ってくるように本堂を包み込み参拝

って熱弁をふるい、中央の考えを正した出来事とさ

者を魅了しています。熱心な仏教徒であった沼田氏

れ大きな評価を受けました。
「安芸廓亮大瀛」と書

の深い思いが感じられます。

かれた築地本願寺の墓碑は、大瀛の偉業を讃えて建

沼田惠範師は東京広島県人会の会員でしたが、

てられたものです。毎年の祥月命日の６月11日に

1994（ 平成６ ）年逝去されました。またご子息の

は、広島ゆかりの門信徒もたくさん参加して法要が

ミツトヨ相談役（前会長）の沼田智秀氏も仏教伝道

行われています。

協会の会長で、 東京広島県人会の会員でしたが、

また、大瀛の出生地や住職を務めた寺院など県内
数カ所にも墓碑が有ります。

2017（平成29）年2月逝去されました。
（おおえ・かずまさ 築地本願寺・首都圏都市開教専従員）
・
（おがた・しずこ 東京広島県人会）

【パイプオルガン】
築地本願寺の正面石段を上がって本堂に入り、ふ
り返ると頭の上の左右に大きな銀色のパイプが並ん
でいます。お寺には珍しいパイプオルガンです。実
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福山藩江戸藩校 誠之館跡
福山藩江戸藩校
誠之館跡
増井博文

は広島にゆかりがあるのです。

増井博文

このパイプオルガンを1970（昭和45 ）年に寄進
したのは、当時の賀茂郡志和町（現東広島市）出身
え はん

で浄土真宗の僧侶であった沼田惠範師が中心となっ

こうどうかん

福山藩では、1786（天明６）年、国元に弘道館を、

て設立された公益財団法人「仏教伝道協会」です。

1818（文政元）年、江戸藩邸である本郷丸山（現在

沼田氏は世界的精密測定機器メーカーである株式会

の西片二丁目）に、江戸詰めの藩士の子弟のための

社ミツトヨの創業者です。西洋音楽を取り入れ情操

藩校として、武芸・漢文講読・剣術・槍術などの教

面から現代人に仏教をアプローチしようと考えた沼

育を行うための「誠之館」を設立しました。

田氏の願いのもとで、パイプオルガンが贈られました。

現在は、その跡地に、ゆかりの名称を持つ「（ 文

ドイツのヴァルカー社製で、築地本願寺の本堂用

京区立）誠之小学校」が設置されており、同校のホ

に特別に設計されています。左右に配置されたパイ

ームページでは、その歴史が次のように紹介されて

プは６つの山を描いていて「南・無・阿・弥・陀・

います。

仏」の６つの文字を表し、表面に並んだパイプの数
し じゅう

は左右48本ずつで、浄土真宗の聖典にある「四 十
はちがん

八願」を意味しています。パイプオルガンの演奏台

“誠之小学校は、開校140年目、20学級､ 児童約
700名、教職員70数名の活気あふれる学校です。
「人権尊重及び「誠之人道」の精神をふまえ、豊
かな心と生涯学び続ける意欲をもち、たくましく心
身の調和のとれた人間性豊かな児童を育成する」を
教育目標とし、保護者・地域・卒業生の方々のご理
解とご協力をいただき、教育活動を進めています。
「誠之人道」とは、「（誠は天の道なり）之を誠にす
るは人の道なり」という意味です。校名の「誠之」
という語は、儒学の古典『中庸』の「誠者天之道也、
誠之者人之道也」 から採られたもので、幕府筆頭
老中（老中主座）として日米通商修交条約の締結遂

築地本願寺本堂のパイプオルガン

72

行にも当たった福山藩第７代藩主阿部正弘公が、本
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を用い始めました。
その後、東京美術学校の校長だった岡倉天心や兄
弟弟子の菱田春草らとともに明治31年日本美術院
もう ろう たい

を創立。「朦朧体」と呼ばれる新しい画風を創り出
し多くの作品を画き上げました。そして1958（昭
和33）年２月26日、数え年91歳で死去しました。

（参考：㈱醉心山根本店ホームページ）
横山大観が、今は、記念館となっている場所に居
を構えたのは、1909（ 明治42 ）年のことです。昭

誠之小学校校門前の案内板

和20年の空襲で建屋が焼失しましたが、その土台

校の前身、福山藩丸山中屋敷（江戸の藩邸）の藩校

を生かし、昭和29年に新居が再建されました。（参

の校名として採用したものです。”（以上ホームページ

考：横山大観記念館展示案内）

から引用）

さて、いよいよ、横山大観と醉心の深い縁につい

また校門の前には「福山藩江戸藩校

誠之館跡」

て、紐解いていきます。 大観とのつながりが深か

という、東京都文京区教育委員会による「郷土愛を

ったのは醉心蔵元三代目当主の山根薫で、出会いは

はぐくむ文化財」としての案内板が掲げられていま

昭和初期にさかのぼります。
醉心山根本店（蔵元）の東京販売店にいつも酒を

す。
（ますい・ひろふみ

広島県東京事務所）

買いにくる上品な女性がいました。どなたかと、店
の人が尋ねましたところ横山大観の夫人だという。
興味を持った山根薫が大観の自宅に伺い酒造りの話

⑥
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をしましたところ、名人は名人を知るということか、
たちまち意気投合。『酒づくりも、絵をかくのも芸

横山大観記念館

術だ』と大観は大いに共鳴しました。 感動した山

山根知之

根薫社長は、一生の飲み分を約束しました。この約

山根知之

束は、1958（ 昭和33 ）年に大観が永眠するまで続
きました。

東京の景勝地として知られる台東区池之端。その

醉心をこよなく愛した横山大観ですが、酒を呑ん

中心には、不 忍 池を擁する上野恩賜公園があり、

で筆を執ることは一度もなく、「私は大酒呑みでは

休日には、多くの人々が訪れます。その不忍池の西

なく、ただ酒を愛するだけです。酒徒という言葉が

しの ばずの いけ

側に日本画の巨匠、横山大観の生前の住まいと旧蔵
品を保存している、横山大観記念館があります。こ
こを訪れる人の中には、横山大観のかつての住まい
や作品を堪能するとともに、広島県三原市を懐かし
く思い出す人がいると思います。広島県三原市の銘
酒「醉心」こそ、横山大観が終生愛飲したお酒だか
らです。
横山大観は1868（明治元 ）年９月18日水戸藩士
酒井捨彦の長男として誕生しました。幼名は秀蔵と
いい、後に秀麿と改名。1888（ 明治21 ）年母方の
姻戚横山家を継ぎました。そして明治26年東京美
術学校を卒業。明治30年29歳の時より“大観”の号

横山大観記念館・正面入口
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ありますが、私はそれだけです。
」と人に話してい
たといわれています（参考：㈱醉心山根本店HP）
大観記念館の玄関を入って左手すぐには、客間が
あり、多くの客人が訪れたとのことです。また、奥
には、ごく親しい人だけを通す部屋があります。大
観が、お酒を飲んだ部屋は、おそらくこれらの部屋
と思われ、筆者も感慨深いものがありました。二階
にあがると、実際に絵をかいていた部屋があります。
窓からは、不忍池と上野の山の景色が広がる素晴ら
しい眺めの部屋で、ここから多くの大作が生まれた
のです。
横山大観記念館は、日本画の巨匠としての横山大
観を満喫するとともに、酒徒としての横山大観に思

竹林寺から移築された三重塔

いをいたし、大観愛飲の銘酒「醉心」を通じて、広

池のそばの高台に建つ三重塔（ 国の登録有形文化

島を大いに感じることのできる場所なのです。
（やまね・ともゆき

株式会社山根東京本社）

にゅう の

ちくりん

財）は、実は広島県賀茂郡 入 野（現東広島市）の竹林
じ

寺 から移築されたものです。塔は大正年間に強風で三
層目が大破していたそうですが、1925（大正14）年藤
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山下靖典

田男爵が譲り受け、椿山荘に移し復元修理しました。
竹林寺は 紀元700年代に行基が創建したという
伝承のある古刹で、三重塔は同800年代の建築では
ないかと推定されています。
藤田ファミリーの一人で元藤田観光（ 株 ）社員の
藤田基彦さんは、移築の背景について「明治維新後

東京・文京区関口の閑静な住宅地の一角に高級ホ

の廃仏毀釈で、多くの寺が衰退、経営的に苦しくな

テル、ホテル椿山荘東京があります。結婚式場、客

り、寺の書画、秘仏、建物などを手放さざるをえな

室などの施設と美しい庭園を備え持つことで知られ

くなったということがありました。三重塔にもそう

ています。

した背景があったのではないでしょうか」と語って

ちんざんそう

椿山荘の名は、ここに屋敷を構えた明治の元勲、

やま がた あり とも

います。

山 縣 有 朋 が、1878（ 明治11 ）年この地を買い求め

三重塔は太平洋戦争の末期、椿山荘が空襲の被害

庭園・邸宅を築き、それまでこの一帯が「つばきや

を大きく受けた時も、焼けることなく残りました。

ま」と呼ばれていたことから付けたとされています。
ここには明治天皇、大正天皇を始め時の要人たち
がしばしば訪れて、重要会議なども催したそうです。

また、東日本大震災の地震当日は、解体修理中で
したが、この時も無事でした。
約1200年の時を経て、三重塔は強風大破、移築、

1918（ 大正７ ）年、山縣と同じ長州系の藤田財閥

空襲、地震…などさまざまな試練に遭いながらも、

の二代目当主、藤田平太郎男爵が譲り受け、東京の

その優美な姿をみせています。

別邸としました。
戦後結婚式場として営業を開始、その後ホテルも
併設しました。
庭園は広大で、山あり、谷あり、池あり、滝あり
と変化に富んでいます。
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今ホテル従業員の胸に光る金色の胸章、それは三
重塔をデザインしたものです。約90年前、広島県
から移りきた三重塔はこのホテルのシンボルでもあ
るのです。
（やました・やすのり

東京広島県人会）

東京の中の広島県
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中
村是公と羽澤ガーデン

羽澤ガーデンは、1915（ 大正４ ）年に中村是公
が自邸として建設。 1927（昭和２）年に亡くなっ

中村是公（なかむらぜこう）と

たあと持ち主が変わりましたが、レストランになっ

）ガーデン
羽澤（はねざわ
金森貴哉

てのち東京広島県人会の懇親会が幾度となく開催さ

金森貴哉

れたのも、 広島の縁といえましょう。2005（ 平成
17 ）年に閉鎖され、今は高級マンションに変わっ

東京広島県人会は2017（平成29）年で70周年を

てしまったのは残念なことです。

迎えます。1947（昭和22）年３月22日に、主賓、

また、中村是公は夏目漱石と第一高等中学（のち

池田隼人、谷川昇、伊藤隆二（当日欠席）で総勢37

の一高）の同期で、死ぬまで「お前」と呼びあう仲

名の県人会春季大会が、日本工業会で開催されての

であったといわれ、有名な小説『こころ』の友人K

ち、何度となく会場になってきたのは、港区広尾に

の背景設定は中村是公であったといわれています。

はねざわ

あった羽澤ガーデンです。

広島県は、中村是公（ぜこう・よしこと）のよう

昭和30年代には将棋や囲碁の名人戦の第1局の会
りょう ち くん

な偉大な人を、昔から輩出し続けているお国柄です。

場となり、大山康晴と升田幸三戦や 趙 治勲と小林

その気質が今後も引き継がれていくことを祈念致し

光一戦が行われ、またレストランや結婚式場として

ます。

たいへん人気を博していました。

（かなもり・たかや

東京広島県人会幹事長代理）

ぜ こう

この羽澤ガーデンは、中村是公の邸宅であったこ
とをご存知でしょうか。
中村是公は、1867（ 慶応３ ）年広島市佐伯区五
日市町に生まれ、大蔵官僚をへて41歳で満鉄第２
代総裁となります。初代は、明治から大正にかけ閣
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僚を歴任し、現代の東京都市計画の骨格を作った後

山下靖典

藤新平。 中村是公はその右腕であったようです。
1924（ 大正13 ）年10月に第９代東京市長（ 現在の
東京都知事）となり、前年の関東大震災で崩壊した

ＪＲと地下鉄の市ヶ谷駅からほど近い坂の途中に、

東京の復興の責任を担っていきます。菊池寛は「満

わが国の囲碁界の総本山ともいうべき日本棋院があ

鉄外史」で、“すべての仕事をぱたぱたと着手した

ります。

のは中村２代目からである”、と書いており、満鉄

広島県佐伯郡能美町（ 現江田島市）出身の、囲碁

や東京で後藤新平の作った骨格を実現していく有能

名誉九段瀬越憲作（1889 ─1967年）は日本棋院の初代
理事長を戦後間もなくから1948（昭和23）年まで務

めました。
瀬越の生まれ育った旧三高村は能美の中でも特に
囲碁、とりわけ賭碁が盛んなところであったといい
ます。なにしろ狭い村に13人ものプロの賭碁棋士
がおり、このため「三高に行って賭碁打つな」とい
う言い伝えさえあったそうです。知らずに行って賭
碁を打つと身ぐるみ剥がされる…といわれたものだ
ったといいいます（能美町出身で瀬越の内弟子となっ
た三王裕孝九段の話）
羽澤ガーデンでは広島県人会の役員懇親会がしばしば開かれた

子供の頃からこうした環境で育った瀬越は６歳く
75

らいから祖父について囲碁を習い始め、小学校の上

ました。

級生では初段相当にまで腕を上げていました。広島

江戸時代の囲碁棋士で、当時比類なき棋力をうた

一中（現国泰寺高校)卒業後、20歳で父と親しかっ

われた14世本因坊跡目秀策は 広島・因島の出身で

た政治家、望月圭介に連れられて上京、囲碁結社方

す。本因坊の名前は今も囲碁のビッグタイトルであ

円社に入門しました。当時、同社は坊門（本因坊一

る本因坊戦として残っています。

門）と対抗していました。憲作はすぐに三段を得て、

天才青年棋士現ると騒がれました。
1942（昭和17）年には八段に昇進、この間坊門と

4世道策から21世秀哉までの歴代本因坊家の墓は
東京・巣鴨の本妙寺にあります。囲碁ファンにとっ
ての「聖地」です。

方円社を統合して日本棋院を作ることに尽力しまし

（やました・やすのり

東京広島県人会）

た。
広島と瀬越と囲碁の関係で今も記憶されているの
は、1945（昭和20）年８月６日の、いわゆる原爆対
局でしょう。
戦災で東京の赤坂溜池にあった日本棋院の建物も
消失、第３期本因坊戦第２局は瀬越の奔走で広島市
郊外五日市の吉見園で行われました。橋本宇太郎本
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因坊対岩本薫七段の対局の最中に投下された原爆は、
広島の街を破壊、対局者、観戦者、碁石、みな爆風
で吹き飛ばされました。生き延びた対局者は四散し
た碁石を拾い集め、試合を再開。結局、岩本七段が
勝利しました。
瀬越の囲碁界への貢献は、なんといっても多くの
弟子を育てたことでしょう。前述の橋本、三王を始

囲碁とくれば将棋ですね。広島と将棋棋士といえ
ば、なんといっても升田幸三でしょう。
口ひげ、もじゃもじゃ頭、羽織袴、ドスの利いた
声─豪放磊落な性格、独特の風貌、スタイルに加
えて「攻めの升田将棋」の棋風は強く将棋ファンに
いまも印象付けられています。

め呉清源らの名だたる棋士を育てました。また戦前

升田幸三は1914（大正３）年広島県双三郡三良坂

から囲碁の国際化に力を注ぎ、中国、台湾、ハワイ

町（現三次市）に生まれました。子供の頃から剣士

などを訪問し、囲碁交流を行いました。

を夢見ていましたが、怪我をして断念、長兄静夫に

さらに、江戸時代に江戸城で打たれた囲碁の棋譜
を集成した「御城碁譜」
（全10巻）の刊行など、囲
碁文化の保存にも尽くしています。
1955（昭和30）年引退し、名誉九段が贈られまし
た。1967（昭和42）年７月、83歳でこの世を去り

教わった将棋に熱中するようになりました。
1932（昭和７）年、プロ棋士目指して郷里を出奔、
まず広島市に向かいます。この時、母親の物差しの
きょう しゃ

裏に書き置きしたのが「この幸三、名人に 香 車を
引いて勝ったら大阪に行く」という言葉です。
「香車を引く」とは名人への挑戦者が香車を落とす
こと。強いとされる名人に格下の挑戦者が駒を落と
して勝つ─という将来への決意表明でした。「大
阪に行く」とは、当時升田は広島市にも名人がいる
ものと思っていて、これを破って名人のいる大阪に
進出するという姿を頭に描いていたのでした。
広島市には名人はいなかったものの、ついで大阪
に進出、木見金治郎九段に弟子入りします。ここで
の後輩弟子が、後に終生のライバルとなる大山康晴
15世名人（1923 ─1992年）です。
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「私は宿命的に放浪者である」代表作の『放浪記』
1934（昭和９）年に初段となったのを皮切りにメ

（新版）の冒頭にこう記した作家の林芙美子は、13

キメキ頭角を表し、昭和22年８段、昭和33年９段

歳から当時の尾道市立高等女学校（現県立尾道東高

となり、1979（昭和54）年引退しました。

校）を卒業するまで、多感な時代を尾道で過ごしま

生涯544勝371敗、勝率0.591、名人２期、９段
２期、王将３期の輝かしい成績を残しています。

した。
「海が見えた。海が見える。五年振りに見る尾道の

同門のライバル大山と覇権を争った20年間は升

海はなつかしい」『放浪記』の一節で美しい空と柔

田・大山時代として二人がファンの人気を二分しま

らかな瀬戸の海を持つ尾道をこのように表現してい

した。升田の豪放に対し、大山の端正な雰囲気、棋

ます。また初めての自伝的短編「風琴と魚の町」で

風も升田の攻めに対し大山の受けと対照的でした。

は、より詳しく芙美子の心の故郷であった尾道の風

勝敗は96勝70敗で、大山の勝ちとなっています。

景が描かれています。

ふうきん

つち どう

しかし、升田が大山に挑戦した昭和31年の王将

当時の市立尾道小学校（現市立土堂小学校）や市

戦で、升田が大山に香車を落として勝ちました。こ

立高等女学校の教師たちから文才を認められた林芙

れは王将戦などでは、３勝差がつくと残りの試合は

美子は、18歳の時から地方新聞に詩や短歌を投稿

勝っている方が香車落ちと平手交互で戦うというル

するようになります。高等女学校を卒業した後は上

ールに則ったものでした。

京してさまざまな辛酸をなめながら作家として大成

郷里を出奔する際に書き残した「名人に香車を引
いて…」の言葉はおよそ四半世紀ぶりに実現したの

功し、膨大な著作を残してゆきます。
林芙美子は、晩年を当時の東京・下落合で暮らし、

でした。ちなみに、名人に香車を引いて勝ったのは

1939（昭和14 ）年には土地を購入して自らも積極

未だ升田だけだそうです。

的に建築に携わって広い自宅を建てました。この家

升田は強いだけでなく新手の開発にも力を注ぎ、

は、現在新宿区立「林芙美子記念館」として保存、

升田式石田流、雀刺し、棒銀などの戦法を編み出し

公開されています。生活する棟と画家であった夫の

ています。
ＪＲ千駄ヶ谷駅に近い将棋界の総本山、将棋会館、
将棋連盟の本部があります。この一階ロビーにある
のは大山の銅像です。戦後一時期連盟の関西本部長
を務めた以外に会長などを経験しなかった升田に対
し、大山は会長を務めています。ここにも升田の生
き方がある意味で反映されているのかもしれません。
（やました・やすのり

東京広島県人会）

林芙美子記念館
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りょく びん

緑 敏のアトリエ棟を建てた林芙美子は、自ら建築

の勉強を重ねたほか、設計者や作業員を連れて京都
の民家、材木を見学に行くなど格別の思い入れを込
めたということです。

〈番外編〉

広大生の孤独

この家は数寄屋造りの京風の特徴を備えています

千野信浩

が、暮らしやすさを考えて、客間よりも茶の間や風
呂、台所など生活の場に費用をかけました。林芙美
子は、当初納戸として作られた部屋を書斎として使

大学卒業して３年、久しぶりに顔を合わせた広島大

い、執筆に集中しました。作品が仕上がると自分で

学の上京組同級生が５人、皆がみな映画を趣味とし

部屋の掃除をし、普段は家族にも部屋の中のものに

ていました。私はいま50代半ば、つまり30年ちょっと

手を触れさせなかったということです。この部屋か

前の話です。

らは、半障子を通して庭の風景が見えます。この庭

その頃、映画が流行していたわけでもなく、５人が

には芙美子が好きだった石榴や寒椿、かるみやなど

映画のサークル出身者だというわけでもありません。

の木々が植えられています。「風琴と魚の町」では、

友達と出会う機会も余裕もない新人社会人にとっては、

芙美子がモデルとされる主人公が住んでいた尾道の

映画が数少ない手軽な一人遊びの道具であり、その

家に4〜5本の石榴の木があり、「二階の縁の障子を

結果だったのです。

あけると、その石榴の木と井戸が真下に見えた」と

ただでさえ東京における広大生の影は薄い。30年

書かれています。今でも“石榴の家”と呼ばれるこの

前の就職事情はというと、大手民間企業は旧帝大と東

尾道の家の庭と、芙美子の自宅の庭の風景が重なっ

京の有名私立大中心で、門戸すら開いていない企業

て見えます。芙美子はこの家で暮らしながら、『う

がたくさんありました。東京に行くだけでも結構な労

ず潮』や『浮雲』『晩菊』などの名作を発表します

力が必要でした。広大生の就職意識も、公務員や主

が、1951（昭和26）年６月28日に47歳で急逝し、

に西日本の地元回帰志向が強かったように思います。

新聞連載中だった『めし』が絶筆となりました。告

要するに、上京組はいまよりも遙かに少数派で孤独

別式は、川端康成が葬儀委員長となって自宅で執り

だったのです。

行われ、近在の市民も大勢参加したということです。

「あなたのような地方の方がなぜ東京の会社に？」な

（おがた・しずこ

東京広島県人会）

どというのは序の口、
「わぁ、ワタシ、田舎者って初め
て見たぁ」なんて失礼極まりないことを言われたことも
一再ならずです。地方の人とは出身大学で決められる
のだと、そのころ知りました。
群れようにも仲間がいない、孤独な広大生は大学
の名前を口にすることも減り、一人でたくましく生きる
社会人として育っていくしかなかったのです。
「人に頼らないたくましさ」、なにを大げさにと思われ
るかもしれませんが、私が見る限り、ある年齢以上の
広大生は他の有名大学卒業者とは明らかに違う、共
通の空気をまとっています。それは多少ひねくれた誇
りでもあります。

芙美子が愛用した書斎

それから30年たって時代も状況も大きく変わってき
ました。通信や交通、経営手法などの革新によって、
企業の採用は全国一円に広がっていきます。それにつ
れて、東京の広大生も増え、若い世代は屈託なく、社
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広大生の孤独

会人としてのキャリアを積むようになりました。
そして広島大学が東京・田町に活動拠点を設けます。
これからの広大と広大生が、東京でどのような立ち
位置を獲得していくのか、期待は大きくなるばかりで

目標はふたつだけ。
「後輩を助ける」
「友達を作る」。
30年前の渇望の中身を、そのまま活動方針にしまし
た。

す。ただひとつだけ、自分たちが味わった孤独を後輩

（ちの・のぶひろ

広島大学総合科学部卒業生）

たちには味わわせたくはない。自分たちのミッションは
これだ。
東京にも広大がある、広大生がいる、そして仲間に
なれる。
広島大学東京オフィスを拠点にして、2016（平成
28）年11月から新しい同窓会組織、広島大学関東ネ
ットワークが活動を開始しています。

「オフィス短信」

広島大学東京オフィスはＪＲ山手線の田町駅の

芝浦口から徒歩２分のところにあります。広島大
学は積極的に産学官連携を推進しており、東京
オフィスは関東の窓口としての機能を持っています。
共同研究や講演の依頼、技術相談、資料請求
等、お気軽にスタッフにご相談ください。
また各種資料も取り揃えていますので、近く
においでの際にはお立ち寄りください。お待ち
しています。
広島大学東京オフィス所長

長谷川泰二
〒108 - 0023
東京都港区芝浦3-3-6（JR田町駅芝浦口徒歩2分）
（上）広大卒業生、勝手にカープ優勝祝賀会（2016年9月17日、
銀座TAU）
（下）
「新卒者と若手OBの懇談会〜東京広大会 ハジメの一歩〜」

キャンパスイノベーションセンター409号室
TEL：03-5440-9065
https://www.hiroshima-u.ac.jp/tokyo

（2016年6月、広島大学東京オフィス）
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広島県 お国じまん

広島県統計協会調べ

全国1位の主な工業製品（出荷金額）平成26年
やすり

5.8億円

その他の綿広幅糸染織物

107.9億円

全国シェア

その他の研削と石

212.1億円

全国シェア

全国シェア

65.6％

63.0％

針・ピン・ホック・スナップ・
同関連品（賃加工）

60.6億円

携帯電話機,
PHS電話機
2,236.2億円

54.0％

52.1％

49.8％

印刷・製本・紙工機器の部分品・
取付具・附属品

工業用スポンジ製品

66.5％

武器（賃加工）

鋼製外国船舶の
改造・修理

19.5億円
全国シェア

全国シェア

56.9％

209.8億円

410.8億円

全国シェア

70.9％

天井走行クレーン

圧延機械,同附属装置

全国シェア

43.0％

紙工機械

155.9億円
全国シェア

35.3％

毛筆,その他の絵画用品

43.8億円
全国シェア

32.3％

全国シェア

168.8億円

317.1億円
全国シェア

636.8億円

62.1億円
全国シェア

39.6％

織物製成人女子・
少女用スカート・ズボン

毛筆, 絵画用品（賃加工）

2.0億円

79.5億円

全国シェア

121.7億円

プラスチック加工機械・同附属装置・
同部分品・取付具・
附属品（賃加工）

39.8％

全国シェア

全国シェア

33.6％

33.8％

34.1％

その他の酵母剤

全国シェア

全国シェア

41.3％

組立用装置

9.3億円

銅・同合金鋳物（賃加工）

7.8億円

全国シェア

遮断器

480.7億円

全国シェア

全国シェア

29.6％

31.3％

31.8％

資料：経済産業省 「平成２６年工業統計調査」

注１：従業者4人以上の事業所が対象。

注２：広島県の出荷額が秘匿の品目については，全国１位であっても除いている。平成26年は，この外に51品目が全国１位となった。

【仁方やすり
（にがたやすり）】 呉市仁 方 町とやすり

野筆は、江戸時代、農閑期の収入源として、奈良から

の繋がりは、江戸時代末期に村民が大坂でやすりの

筆や墨を仕入れて売ったことが始まりです。その後、広

製造技術を習得したことによります。その後、やすり製

島藩の御 用 筆司の指導や筑前博多、摂津や奈良から

造は農村鍛 冶の副業として行われ、家内工業として発

技術を導入し、本格的な筆づくりが根づきました。

展しました。戦時中には、呉の陸・海軍工 廠 の指定工

ご よう ふで し

戦後は毛筆の技法を生かした画筆や化粧筆によっ
て新しい市場を開き、毛筆と共に熊野町の大きな支え
になっています。
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に がた

【熊野筆（くまのふで）】 安芸郡熊野町で作られる熊

か

じ

こう しょう

場となり、生産量が飛躍的に伸びました。

かかと

近年では、ヘルスケア用品の爪やすり・踵 やすりな
ど、やすりの未来も広がっています。

＊下段の
「熊野筆」
「仁方やすり」
「瀬戸内レモン」
「牡蠣 」の解説は
編纂委員会が作成したものです。

けんみん文化祭ひろしま

「ブンカッキー」

全国的に生産順位の高い農水産物（収穫量・生産量・漁獲量）平成25〜27年
レモン（25年）

ネーブルオレンジ（25年）

5,753.3t

2,948.0t

ハルミ（25年）

ハッサク（25年）

全国第１位

全国第２位

7,161.9t

全国第４位
シェア9.4％

シェア4.5％

くわい（26年）

わけぎ（26年）

168 t

740 t

全国第１位

全国第１位

シェア55.8％

シェア20.2％

（25年）
不知火（デコポン）
みかん（27年）

4,467.7t

全国第３位

シェア60.9％

シェア40.1％

シェア32.6％

2,090t

全国第１位

全国第１位

1,957.1t

秋植えばれいしょ（26年）

シェア60.9％

注１：農産物とかき類は収穫量，

鶏卵（27年）

31,700.0t

鶏卵は生産量，たちうお，くろ
だい・へだいは漁獲量。

131,796t

全国第７位

注２：みかんの収穫量及び鶏卵

全国第４位

シェア4.1％

の生産量は第１報，たちうお，

シェア5.2％

くろだい・へだいの漁獲量及び
かき類の収穫量は概数。

たちうお（27年）

7百t

全国第３位
シェア9.9％

くろだい・へだい（27年）

かき類養殖（27年）

3 百t

1,068百t

シェア9.7％

シェア65.1％

全国第２位

おお

ちょう

長 村（現呉市豊町）が最初で、1898（ 明治31 ）年、和

歌山から購入したネーブルの苗木に混入していたレモ
ンの苗木を試植したのが始まりだそうです。
瀬戸内海の気候がレモン栽培に適していたことと、
明治末期から大正にかけて価格が高騰したため大長
村を中心に急激に普及し、1914（ 大正3 ）年には栽培
面積11haになりました。その後、瀬戸田地区でも急速

産動態等調査」｢作物統計調査」
「地域特産野菜生産状況調査」

全国第１位

【瀬戸内レモン】 広島県のレモン栽培は大崎下島大

資料：農林水産省「特産果樹生

「畜産物流通調査」
「 漁業・養殖
業生産統計」

【牡蠣（カキ）】 広島湾一帯で縄文時代からカキが食
べられていたことは、貝塚が証明してくれます。
カキ養殖がいつ頃始まったかは不明ですが、室町時
代の末頃に安芸国で我が国最初の養殖法が考案さ
に

ほ

ふち ざき

れたとする説や、江戸時代のはじめ頃に、仁 保 村渕 崎
いし まき

（現南区仁保）で従来の石 蒔 養殖に代わるひび建養
殖法が開発されたなど、諸説があります。
すい か

その後1926（ 大正15 ）年に垂 下 養殖法が開発され、

に栽培が増え、1963（ 昭和38 ）年には栽培面積70ha、

浜養殖から沖合養殖に転じました。戦後は、垂下式は

生産量は全国の50％を占めるまでになりました。

杭 打 式から 筏 式へ移り、養殖場も広島湾から周辺海

ところが、昭和39年の「レモンの輸入自由化」と昭
和51年・56年の寒波により広島県のレモン栽培は壊
滅的な打撃を受けました。
しかし、輸入レモンに防かび

くい うち

いかだ

域へと拡大していき、全国有数の産地となりました。
カキ料理には、土手鍋、
カキの殻焼き、
カキフライな
どがあり、いずれも冬の広島を代表する味覚です。

剤の使用が分かると、安全で新鮮な国産レモンが見直
され、今日の隆盛に至っています。
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広島県の魅力再発見
金森貴哉・日谷潔
●─ 歴史が教えてくれる観光スポット

●─ 海外の眼が教えてくれる新たな観光スポット

広島の「縮景園」は、2020（ 平成32 ）年に400周
年を迎える日本有数の大名庭園です。

なが あきら

1620（ 元和６ ）年広島藩初代藩主浅野長 晟 の命
そう こ

1996（ 平成８ ）年に世界文化遺産に登録をされ
た「原爆ドーム」や「嚴島神社」は世界的に有名で、
毎年、多くの外国人観光客が訪れています。

により、武将茶人上田宗箇が藩主別邸を作庭したも

「平和宣言都市広島」は、第44代米国大統領バラ

のを起源とします。

ク・オバマ氏の訪問によって、さらに世界の注目を

大名庭園は江戸時代に最盛期を迎えますが、縮景

集めるようになりました。広島を訪れる誰もが快適

園は現存する庭園の中でも、群馬の楽山園、香川の

に生活できるようにする「ユニヴァーサルデザイン」

栗林公園と並ぶ最も古いもののひとつです。造営当

のモデルとなる街への発展も期待されています。

時の名称は泉水屋敷。1758（宝暦８）年に京都から

さて、ＳＮＳの普及に加え、広島港（宇品・五日

庭 師 清 水 七 郎 右 衛 門 を 呼 び 寄 せ 大 改 修 を 行 い、

市）に海外からのクルーズ客船が寄港するようにな

1783（天明３）年に完成しました。その後大火をへ

った今日、意外な観光スポットが注目を集めるよう

て1940（昭和15）年に浅野家から広島県に寄付され

になりました。

たのち、県立美術館が建てられました。

たとえば特別名勝「三段峡」は、フランスの「ブ

県立美術館の場所にあった「観古館」は1913（大

ルーガイド」で最高格付けの「三ツ星」を獲得しま

正２）年に縮景園内に建てられた個人美術館で、日

した。また日本の棚田百選のひとつ「井仁の棚田」

本で最も古い私立美術館といわれる東京の大倉集古

（山県郡安芸太田町）は、アメリカＣＮＮ「Japan's

館（ 現在ホテルオークラ内 ）よりも４年早く作られ

31 most beautiful places」に「嚴島神社」ととも

ていたことになります。

に選定されました。毒ガスの記憶が残る大久野島は、

その他にも広島県内には、多くの歴史的建造物が
あります。なかでも国宝に指定された建造物が七つ
もあるのを、ご存知でしょうか。

い

に

「兎の島」としてＳＮＳで紹介されると、海外から
多くの外国人観光客が訪れるようになりました。
さらに、文化庁が認定をする「日本遺産」には、

「嚴島神社」
（室町後期・廿日市市宮島町）

呉市が2016（平成28 ）年に「日本近代化の躍動を

「向上寺三重塔」（室町中期・尾道市瀬戸田町）

体感できるまち」として認定され、尾道市は2015

「浄土寺多宝塔」（鎌倉後期・尾道市東久保町）

（平成27）年に「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭

「浄土寺本堂」
（鎌倉後期・尾道市東久保町）

都市」、2016（平成28）年に「“日本最大の海賊”の

「不動院金堂」
（室町後期・広島市東区牛田新町）

本 拠 地： 芸 予 諸 島 ─ よ み が え る 村 上 海 賊

「明王院五重塔」（室町前期・福山市草戸町）

“Murakami KAIZOKU”の記憶─」と、２年連続

「明王院本堂」
（鎌倉後期・福山市草戸町）

して認定されました。特に尾道は、サイクリストに

いずれも鎌倉後期から室町後期にかけて作られた
日本を代表する寺社です。原爆で焼失する前まで国

人気第１位となる「しまなみ海道」の起点にあたり、
海外からの訪問客でにぎわっています。

宝だった広島城、伏見城の遺構が残る福山城、北前

Ｊ Ｒ 西 日 本 が 運 行 を 開 始 し た「 T W I L I G H T

、竹原など、
航路の風待ち港・御手洗（ 大崎下島 ）

EXPRESS 瑞風 MIZUKAZE」も「宮島口駅」「尾道

歴史的視野からの観光資源も期待されています。

駅」に停車することも新たな話題です。

（かなもり・たかや
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東京広島県人会幹事長代理）

（ひだに・きよし

東京広島県人会）

一般社団法人

東京広島県人会
70 年のあゆみ

【凡例】
年表の記事は、スペースの都合で以下のように略称（太字）にした。
知事：広島県知事／全国高校駅伝：全国高等学校駅伝競走／選抜甲子園：選抜高等学校
野球大会／夏の甲子園：全国高等学校野球選手権大会／サッカー天皇杯：天皇杯全日本
サッカー大会／ＪＳＬ：日本サッカーリーグ／バレーボール全日本：バレーボール全日本実業
団選手権／黒鷲旗バレーボール：黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会／春高バレー：
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会／高校サッカー：全国中等学校蹴球選手権大会
（1925〜1947年）全国高等学校蹴球選手権大会（1948〜1965年）全国高等学校サッカ
ー選手権大会（1966年〜）
なお、各スポーツ大会で特に明示していない場合は、男子の大会である。
年表頁の「世界と日本の出来事」欄は、『脳を活性化する

自分史年表』（出窓社）を、

また「広島県の出来事」欄は、『戦後五十年広島県政のあゆみ』
（編集・発行：広島県、
1996年３月発行）を参考にした。また、東京広島県人会の活動は、当時の会議議事録、
懇親会の開催記録等を参考にした。

世界と日本の出来事

昭和
年

20

1・13

三河地震（東海地方に大地震、死者2306人）

3 ・19

呉軍港空襲（7月29日まで６回の大規模空襲）

3・10

東京大空襲（死者約10万人）

４ ・3

広島市で学童疎開が始まる

7 ・27

日立造船向島工場に空襲

８ ・６

広島市に原爆投下（死者12.2万人）

８ ・８

福山大空襲（国宝福山城天守閣焼失）

６・23
８・６

沖縄守備隊全滅（牛島司令官自決）

Ｂ29広島に原爆投下（9日長崎に投下）

８・15 「終戦の詔」玉音放送（太平洋戦争終わる）

１９４５

８・28

連合国総司令部（ＧＨＱ）横浜に設置

9 ・17

枕崎台風（県内の死者・行方不明者2012人）

9・17

枕崎台風（死者・行方不明者3756人）

10 ・６

米占領軍輸送船団が広湾入港（進駐開始）

11・1

東京日比谷で飢餓対策国民大会開催

12 ・８ 「広島県戦災都市復興委員会」初会合

◆内閣総理大臣：小磯国昭／鈴木貫太郎／東久邇宮稔
彦王／幣原喜重郎

昭和
年

21

１９４６

昭和
年

22

◆知事（官選 ）：松村光磨／大塚惟精／高野源進／児
玉九一／楠瀬常猪

1・1

天皇「人間宣言」

1・─

広島復興局が開設される

2・25

新円発行（日銀、百円札、十円札を発行）

2・1

英連邦占領軍先遣隊と海軍部隊、呉に入港

４・30

経済同友会発足

2・13

英連邦占領軍主力部隊、呉入港

５・3

極東国際軍事裁判（東京裁判）が開廷

3・7

広島県の占領業務は米軍から英連邦占領軍へ

８・9

第1回国民体育大会夏季大会開催（～11）。

４・1 旧呉海軍工廠跡に播磨造船呉船渠（ドック）開設

８・16

経済団体連合会発足

４・─

広島市の都市ガス再開

11・3

日本国憲法公布（22年5月3日施行）

８・６

慈仙寺の鼻で、慰霊祭が行われる

12・21

南海道大地震（Ｍ8.1、死者・行方不明1464人）

10・─

広島市復興都市計画策定

１９４７

◆内閣総理大臣：幣原喜重郎／吉田茂①

◆知事（官選）：楠瀬常猪

○流行歌：リンゴの唄、悲しき竹笛、東京の花売り娘

〇広島市の水道、7割まで復旧、人口17万人に回復

1・30

ＧＨＱ全官公労ゼネストに中止命令

3・31

2・25

国鉄八高線で脱線転覆事故（死者184人）

４・５ 広島県知事に楠瀬常猪、広島市長に濱井信三当選

４・1

6・3・3制スタート（国民学校は小学校へ）

８・６

５・3

日本国憲法施行

7・20

主食の遅配は全国平均10日

10・1

臨時国勢調査（広島県の人口：201万1498人）

８・14

浅間山が噴火（登山者20余人が死亡）

12・５

9・14

キャスリーン台風（死者2247人）

天皇が広島に巡幸､ 大竹国立病院の被爆患者

11・25

第1回共同募金始まる

◆内閣総理大臣：吉田茂①／片山哲
○流行歌：啼くな小鳩よ、夜霧のブルース、星の流れに

昭和
年

23

広島県の出来事

第一回広島県農地委員会開催
第一回広島平和祭・慰霊祭（ 慈仙寺の鼻 ）、

濱井信三市長「平和宣言」を発表

を見舞う。7日、県庁等を訪問
◆知事（ 官選 ）： 楠瀬常猪／武若時一郎／楠瀬常猪
（初代公選知事）
〇第26回高校サッカーで広島高師付中が優勝

１９４８

1・26

帝銀事件（帝銀推名町支店で行員12人が毒殺）

1・1

４・1

ＧＨＱ祝祭日の国旗掲揚を許可

４・1 広島県立医科大学（旧制・呉市阿賀町）が開学

４・1

新制高校（全日制・定時制）が発足

9・11

太田川放水路工事が再開

４・28

サマータイム制実施（1952年に廃止）

9・─

広島復興委員会（後広島建設委員会）設置

６・23

昭和電工事件（日野原社長が贈賄容疑で逮捕）

10・3

第1回広島県高等学校総合体育大会開催（～17）

６・28

福井大地震（Ｍ7.3、死者3895人）

10・13

10・1

警視庁初の犯罪専用電語「110番」を開設

11・12

極東国際軍事裁判で戦犯25人に有罪判決

◆内閣総理大臣：片山哲／芦田均／吉田茂②
○流行歌：東京ブギウギ、湯の町エレジー、異国の丘

広島港・呉港が軍港から貿易港へ

ヘレン・ケラー来広（ 11年ぶり ）、広島市戦災
死没者供養塔と宮島を訪問（その後、長崎へ）

◆知事：楠瀬常猪
〇第27回高校サッカーで鯉城高校（旧広島一中、現国
泰寺高校）優勝

＊昭和22年8月6日の広島平和祭では、式典のほか市内各所で盆踊りや仮装行列なども催され、市民に希望を与えた。
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東京広島県人会の活動
●「東京広島県人会」再発足前夜
東京の広島県人会がいつ発足したかは、記録がなく
定かではないが、現存する昭和14年５月発行の『東京
市広島県人会会員名簿』によると、広島県出身の役人
と縁故者に限定した親睦会だった。

●もうひとつの『広島縣人名簿』
東京市広島県人会が、広島県出身の役人に限定した親睦
会だったのに対し、当時、東京に在住する広島県出身者を
広く網羅した名簿が出版されていた。
『廣島縣人名簿

人兼編集人・手島益雄、定価壱円）である。

（＊当時の物価：もりそば15銭、銭湯７銭）
掲載されている県人数は約2,100人、

『東京市広島県人会会員名簿』

それぞれ氏名・現住所・電話・職業・

（タテ110mm×ヨコ145mm、

出身地が記載されている。

全22ページの小冊子）

職業も政治家・官吏・教員・軍人・

会則には「本会ハ東京市役所、区役所所属公所及ビ

商工業者・画家・著述業など多岐にわ

市立学校ニ奉職スルモノ並ニ東京都名誉職其ノ他関係
アルモノニテ県出身者及縁故者ヲ以テ組織ス」とある。
構成は、名誉会長は頼母木桂吉、会長谷川昇、名誉
会員に丸山鶴吉、賀屋興宜ら15名、会員数300人強、
会費は年50銭だった。
東京広島県人会が再発足したのは、戦災の爪痕があ
ちらこちらに残る昭和22年3月のことである。春季総
会が有楽町の日本工業会で37名の出席で開催された。
会費が一般と学生と分かれていることから、役人に限
定した戦前の県人会とは異なり、広く一般に開かれた
県人会といえる。現在の東京広島県人会は、この年を

昭和十五年版』（発行・東京芸備社、発行

たっている。
本書の「はしがき」によると、主に広島県関係の集会の
案内状を出す折に重宝されていたようである。
、東谷傳
主な県人としては、池田勇人（ 大蔵省事務官 ）
次郎（ 会計検査院総務課長 ）、大妻コタカ（ 大妻高等女学校
校長）
、賀屋興宣（北支開発会社総裁）、谷川昇（東京市役所
監査局区政課長 ）
、頼母木桂吉（ 東京市長 ）、永野護（ 実業
家）
、長崎英造（旭石油株式会社社長）、山根泰二（「酔心」
東京支店）
、丸山鶴吉（貴族院議員）、富士川游（医学博士）、

浅野長武（浅野家16代当主）、平櫛田中（彫刻家）、細田民

初年度として、2017年に70周年を迎えた。

樹（著述業）などの名前がある。

3・22

●県人会事務所の新設と変遷

東京広島県人会（以下県人会）春季大会（総
会）日本工業会（有楽町）にて開催

主賓：池田勇人、谷川昇、伊藤隆二（欠）
出席者37名、会費：一般200円・学生100円
7・27

大臣・両院議員・東京都知事の祝賀大会
日本工業会にて、出席者60名（発信300名）

11・20

県人会秋季大会（総会）
日本工業会にて、出席62名（発信一千名）

12・16

県人会理事会

1・10

県人会新春宴会

1947（ 昭和22 ） 年５月、 県人会の事務所を芸備銀行
（現広島銀行）伊藤豊副頭取の自宅（品川区上大崎５丁目）
に置いた。
その後、昭和24年10月に文京区大原に移り、銀行の東
京支店ができてからは、その宿舎で県人会の段取りを行い、
鉄鋼ビルへ移ったという。なお、芸備銀行が行名変更して
廣島銀行となったのは昭和25年8月のことである。

日本工業会にて、出席者67名（外手伝2名）
（発信350名）
*山田理事から赤飯150名分、ソギ箱・箸一
式の寄付があった
12・８

県人会秋季懇親会
出席88名（発信500名）
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昭和
年

24

１９４９

1・26

法隆寺の金堂炎上

４・1

広島市制60周年、開府360周年

3・7

ＧＨＱ経済顧間ドッジが日本経済安定策を提示

４・─

広島女学院大学開設（ 広島県内に本部を置く

7・15 三鷹事件（国鉄三鷹駅で無人電車暴走６人死亡）

５・31

国立広島大学発足（国立学校設置法による）

８・17

松川事件（東北線松川─金谷川間で列車転覆）

６・23

第一回広島県美術展開催

８・31

キティー台風（死者135人）

7・14

原爆傷害調査委員会（ABCC）開所式

10・1

中華人民共和国成立

８・６ 「広島平和記念都市建設法」公布

11・3

湯川秀樹ノーベル物理学賞受賞

9・28

7・５ 下山事件（下山定則国鉄総裁の行方不明・轢死体）

◆内閣総理大臣：吉田茂②／吉田茂③
○流行歌：青い山脈、長崎の鐘、銀座カンカン娘

昭和
年

25

広島野球倶楽部設立、球団名「広島カープ」

◆知事：楠瀬常猪

〇第29回サッカー天皇杯に東洋工

業蹴球部初出場、第3位（５─3日鉄二瀬）

聖徳太子像の1000円札発行

1・15 プロ野球球団「広島カープ」結成

６・1

外食券なしで、米以外の主食販売が自由化

４・1 県立広島女子短期大学、尾道市立短期大学開設

６・６

マッカーサー、共産党幹部24人の追放を指令

５・18

（レッドパージ）

瀬戸内海国立公園に宮島を追加（当初は備讃
瀬戸のみだった）

１９５０

朝鮮戦争勃発

６・28

呉市で旧軍港市転換法施行

7・2

国宝・金閣寺が寺僧の放火で全焼

６・─

マツダ初の小型４輪トラックCA車発売

８・10

警察予備隊設置（自衛隊の前身）

８・23

警察予備隊江田島学校開設

10・13

公職追放解除（追放された約20万人が復帰）

10・1

国勢調査実施（広島県の人口：208万1967人）

６・25

○流行歌：夜来香、買物ブギ、東京キッド、あざみの歌

◆知事：楠瀬常猪

〇広島市の人口は約29万人まで回

復〇第1回全国高校駅伝で世羅高校優勝

昭和
年

1・3

第1回ＮＨＫ紅白歌合戦放送

1・19

広島港・呉港・尾道糸崎港、重要港湾に指定

４・2

五百円札発行。

４・12

縮景園開園（原爆による焼失から復旧）

４・11

マッカーサー連合国最高司令官を罷免される

５・─

中国電力株式会社設立

４・24

桜木町事件（ 横浜桜木町駅で国電火災死者106

9・21

第６回国民体育大会（広島国体）開催

１９５１

人）

（夏季：9/21～9/24、秋季：10/27～10/31）

9・８

対日講和条約・日米安全保障条約調印

*広島国体開催に合わせて仮設の広島城天守閣が建て

10・14

ルース台風（死者・行方不明者約1万2000人）

られ、夜はライトアップされた。国体終了後解体された。

10・25 日航第1号機「もく星号」就航（東京・大阪間）

11・3

◆内閣総理大臣：吉田茂③

◆知事：大原博夫

○流行歌：上海帰りのリル、野球小僧、あの丘越えて

昭和
年

27

私立大学で最も早い新制大学）

1・7

◆内閣総理大臣：吉田茂③

26

広島県の出来事

1・18 韓国、周辺の海域に李承晩ラインの設定を宣言

広島県立児童図書館開館
〇第2回全国高校駅伝で世羅高校

2連勝〇田中茂樹が第55回ボストンマラソンで優勝
3・31

広島平和記念都市建設の特別都市計画決定

４・1

琉球政府発足

５・６

海上保安大学呉に編入後、初の入学式

４・9

日航「もく星号」大島三原山で遭難

８・６

原爆死没者慰霊碑除幕（平和記念公園）

４・28

サンフランシスコ講和条約発効（日本の主権

８・23

第一回広島県中学校総合体育大会開催

回復）

10・1

県内初の民放、ラジオ中国（RCC）開局

１９５２

５・1

血のメーデ事件（死者2人、負傷者2300人）

11・3

広島市で「世界連邦アジア会議」開催

7・1

羽田空港返還（東京国際空港としてスタート）

11・22

嚴島神社の彩絵檜扇・太刀が国宝に指定

9・17

明神礁爆発（伊豆諸島青ヶ島沖で海底火山爆発）

◆知事：大原博夫

〇第31回高校サッカーで修道高校

◆内閣総理大臣：吉田茂③／吉田茂④

初優勝〇楢原静、第19回世界卓球選手権（ボンベイ）

○流行歌：テネシーワルツ、リンゴ追分、お祭マンボ

で金メダル（日本人初）

＊1952年10月5日RCC開局後、初めて広島カープの公式戦（対大洋ホエールズ戦、広島県総合グランド野球場）がラジオ中継された。
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東京広島県人会の活動
2・9

県人会理事会（広島県東京出張所）
県人会春季懇親会の打ち合わせ

５・23

県人会理事会（広島県東京出張所）

６・12

県人会春季懇親会（羽澤ガーデン）
出席166名
主賓：池田勇人蔵相

●戦後初の『廣島縣人名簿』発刊
昭和25年９月に『廣島縣人名簿

昭和二十五年度』（発

行所・廣島縣東京事務所 ）が刊行された。掲載人数は約千

人。戦前の役人限定の名簿ではなく、広く一般に開かれた
ものになっている。判型や組体裁が酷似していることから
東京芸備社の『廣島縣人名簿

昭和十五年版』を踏襲した

ものと思われる。
本名簿には東京芸備社版に加えて、沖
野哲雄（ 広島県東京事務所長 ）、河原崎國
太郎（ 俳優 ）、 呉文炳（ 日大総長 ）、 佐藤
守良（ 永野護事務所 ）、砂原美智子（ 声楽
家）
、 角泰枝（ 女優 ）、 津田野敬一（ 芸備
協会常務理事）
、道面豊信（味の素社長）、

1・29

広島県人会春季大会（雅叙園）
以下、申し合わせ事項
1、当会を社団法人とする。1、当会を会費
制とする。1、当会に会長制を設けること。
1、当会員の名簿を作成すること。

9・10 『廣島縣人名簿』
（広島県東京事務所発行）刊行
*会員数999名
12・12

県人会世話人会
*長崎英造氏への初代会長要請が決まる

12・15

長崎英造氏に要請し快諾を得る

永野重雄（富士製鉄社長）、灘尾弘吉、八田一郎（日本アマ
レス協会会長 ）
、藤田定一（ 藤田組社長 ）、福原麟太郎、増

岡登作（増岡組社長）、宮澤弘、森戸辰男（広島大学総長）、
二葉あき子（歌手）、若杉慧（作家）などの名前が見える。
●『廣島縣人名簿』「はしがき」
このたびの戦争で、あとかたもなくなった東京の街々も、
砲煙がおさまつて見ると、いつしかこの土地を愛し懐かし
む人々が帰って居て新しい都の建設にいそしんでおります。
わたくし達もまたその中の一人でありますが、折にふれ
想はれるのはわが國「廣島」のことであります。五市、十

3・28

県人会世話人会（広島県東京事務所）
総会について協議

４・21

県人会総会（上野精養軒）会費400円
「広島県人会規約」を制定し、初代会長に長
崎英造就任

８・12

公職追放解除の祝賀会（羽澤ガーデン）
出席116名（ 公職追放解除者29名､ 役員67名、
その他20名）

◆会長：長崎英造

1・10

県人会総会（上野精養軒）
会費500円（年会費200円を除く）
*この年、広島県東京事務所沖野所長と安藤
主事が、巣鴨拘置所横の外務省連絡の塚本氏
と面談し、戦犯として巣鴨に拘置中の広島県
人の慰問として県人会からの贈呈品を手渡す。
贈呈品は、書籍、煙草、便箋、切手類などで
あった。

六郡、廣ぼう八千四百四拾平方粁、人口二百四萬餘。漸く
復興の實を結んでまいりました故郷の山河は、わたくした
ちの胸に實にしっかりと畫かれております。こうした私達
の思いは、いつしか解合い交を求めてその数は千餘人を超
え、県人會も回を重ねること而三度に及び、益々盛大にな
ってまいりました。
このたび、これを機會に廣島縣人名簿を上梓することに
なりました。幸いに諸の机邊に備えられ、その叱正を俟つ
て完璧を期したいと念願しております。
昭和二十五年

秋

●初代会長・長崎英造（ながさき・えいぞう）
在任期間：1951（昭和26）年4月〜1953年4月（急逝）
1881年、広島市堺町生まれ。大蔵
省から鈴木商店。現日本化薬創業、
広島大学設立委員長、吉田内閣経済
顧問、日本証券投資協会会長、日経
連顧問を歴任。会長就任時は、日本
証券投資協会会長。

◆会長：長崎英造
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広島県の出来事
3・31

尾道市の浄土寺本堂・多宝塔、福山市の明王

１９５３

2・1

ＮＨＫ東京地区でテレビ本放送開始

3・５

スターリン暴落（ソ連首相の死去で株価大暴落）

４・27

阿蘇山大爆発（修学旅行の高校生ら５人死亡）

４・1

広島大学に大学院併置

６・13

内灘闘争（米軍の内灘試射場無期限使用に反対

５・1

因島市市制施行

し内灘村民坐り込み）

８・1

広島大学医学部発足（県立医科大学一部移管）

８・1

金15年ぶりに自由販売

11・14

県、原爆ドームを広島市へ譲渡

9・15

日航機初めて国際線に就航

◆知事：大原博夫

10・31

都内に赤色の委託公衆電話機（赤電話）登場

院五重塔が国宝に指定

〇第32回高校サッカーで東千田高

校初優勝（岸和田高校と両校優勝）

◆内閣総理大臣：吉田茂④／吉田茂⑤
○流行歌：君の名は、津軽のふるさと、石狩エレジー

昭和
年
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1・2 二重橋事件（新年参賀で二重橋が大混乱16人圧死）

3・31

三次市、松永市、府中市、庄原市市制施行

2・22

テレビ受信契約1万突破

3・31

瀬戸内海観光博覧会（尾道市中心）開催

3・1

ビキニ水爆実験でマグロ漁船・第五福竜丸が

４・1

広島市平和記念公園完成

５・─

県立広島農業短期大学開設

被爆（死の灰）

１９５４

7・1

自衛隊発足（防衛2法が施行）

８・６

広島平和記念聖堂完工

9・26

洞爺丸遭難事故（台風で青函連絡船洞爺丸沈没、

８・６

原水爆禁止広島平和大会開催（県議会・原子

死者・行方不明1175人）

12・27

主婦連の“10円牛乳”発売

◆内閣総理大臣：吉田茂⑤／鳩山一郎①
〇流行歌：お富さん、岸壁の母、原爆許すまじ

昭和
年
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兵器禁止と被爆者援護を決議）

9・1

大竹市市制施行

◆知事：大原博夫／大原博夫②

〇来日中のジョー・

ディマジオとマリリン・モンロー夫妻が来広

５・８

砂川基地闘争始まる（立川基地拡張反対運動）

５・30

広島平和記念館落成

６・1

初の「1円」アルミ貨発行

６・22

嚴島神社の金銅密教法具が国宝に指定

7・22

日本共産党が第６回全国協議会（六全協）開催

7・29

８・６

第１回原水爆禁止世界大会

８・─

森永ヒ素ミルク事件（27府県で死亡130人、患

８・６

１９５５

者1万2000人）

12・14

建設省全国で住宅270万8000戸不足と発表住
宅難深刻

◆内閣総理大臣：鳩山一郎①／鳩山一郎②／鳩山一郎③

広島バスターミナル開業（ 一般バスターミナ
ルとしては日本初）

第1回原水爆禁止世界大会、 広島市で開催
（海外代表35人を含む約2000人が参加）

８・24

広島平和記念資料館（原爆資料館）開館

10・1

国勢調査実施（広島県の人口：214万9044人）

◆知事：大原博夫②

〇流行歌：この世の花、別れの一本杉、カスバの女

昭和
年
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１９５６
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3・19

日本住宅公団初の入居者募集

3・21

ＮＨＫ広島放送局がテレビ放送を開始

５・24

売春防止法公布（33年４月1日施行）

４・21

広島県庁が基町に移転

10・11

延暦寺火災（比叡山延暦寺の大講堂・鐘楼・木

9・11

広島原爆病院開院

彫り仏像14体が焼失。原因は放火）

11・19

東海道本線の全線電化完成

*広島赤十字病院の構内に ｢被爆者の健康管理と疾病
の診断と治療のため｣ 開院。 診療開始（20日）

12・12

日ソ国交回復（日ソ共同宣言の批准書交換）

11・22

12・26

興安丸、ソ連からの最後の集団帰国者1025人

◆知事：大原博夫②

を乗せ舞鶴に入港

英連邦軍撤退完了式（軍司令部）
〇メルボルン五輪に長沼健・小

沢通宏・ 下村幸男（ サッカー ）、 田中敬子（ 女子体

◆内閣総理大臣：鳩山一郎③／石橋湛山

操）出場〇全日本9人制バレーボール実業団選手権

〇流行歌：ここに幸あり、若いお巡りさん、哀愁列車

で帝人三原初優勝

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

県人会総会（上野精養軒）

1・10 『在京廣島縣人名簿』（廣島縣人會發行）再刊
４・29

長崎英造会長急逝（永野重雄副会長が代行）

12・1

県人会常務理事会
29年度春季総会について
*2代目会長に丸山鶴吉氏を推挙
*役員会（副会長以下）の「巣鴨県人慰問」
前年に続いて書籍、煙草、便箋、切手類贈呈
（在巣鴨拘置県人29名、11月14日現在）

◆会長：長崎英造／永野重雄代行
1・11

県人会役員会

1・15

県人会総会（上野精養軒）出席254名
来賓：大原博夫知事、大妻コタカ、平櫛田中、
東谷傳次郎ら

3・４

県人会懇親会（羽澤ガーデン）
*丸山鶴吉会長就任祝い懇親会

3・30

尾道市主催「瀬戸内海観光博覧会」の後援決定

８・６

原爆犠牲者平和法要並びに追悼集会に供物

11・19

県人会常務理事会

◆会長：丸山鶴吉
1・7

県人会役員会

1・10

県人会総会（上野精養軒）

●「広島県人會規約」
第一条

本會は広島県人會と称し、東京都内及びその近

県在住の県人で組織する。
第二条

本會は會員相互の親睦を図り、郷土広島と密接

な連絡を保ちその発展に寄與する事を目的とする。
第三条

本會は前条の目的を達成する爲左の事項を行う。

一、諸集會の開催
二、郷土発展に関する諸事業の援助
三、広島県内各行政機関並びに事業団体との連絡
四、県人名簿並びに會誌の発行
五、其他の必要と認めた事項
第四条

本會に左の役員を置き、任期は二ヶ年とする。

但し重任を妨げない。
會

長

壱名

副會長

若干名

常務理事

若干名

理

事

若干名

幹

若干名

評議員

若干名

第五条

事

會長及び副會長は総會に於て推挙する。常務理

事、理事、幹事及び評議員は會長が委嘱する。
第六条

本會に顧問を置く事ができる。顧問は會長の推

薦による。
第七条

毎年一回定例総會を開催し、必要あるときは臨

時會を開催する。理事會及び評議員會は随時これを
開催する。
第八条

本會の會費は年會費及臨時會費とする。

第九条

本會の決算は監事の監査を経て総會に報告する。

第十条

本會則は総會の決議を経て変更することができる。

（『在京廣島縣人名簿』昭和28年版より。＊この昭和28年版か
ら「広島県人会規約」が県人会名簿に掲載されるようになった）

来賓：大原博夫知事ら
1・26

県人会常務理事・監事会（虎ノ門晩翠軒）

５・10

松本俊一氏日ソ交渉特命全権任命歓送会

８・─

南カリフォルニア州広島県人会50人来日

●第２代会長・丸山鶴吉（まるやま・つるきち）
在任期間：1954（昭和29）年1月〜1956年2月（急逝)
1883年、沼隈郡松永村（現福山市

*創立50年行事として来日した一行は、都内、

松永町 ）生まれ。内務省から東京市

皇居、日光、雅叙園（ 泊 ）、熱海、伊勢神宮、広

助役、ジュネーブ海軍軍縮会議全権

島原爆慰霊塔参拝、嚴島神社を巡り帰国した。

随員、警視総監、宮城県知事を歴任。

◆会長：丸山鶴吉
1・10

戦後、公職追放解除後に武蔵野美術
大学学長。会長就任時は武蔵野美術

県人会春季総会（上野精養軒）

大学学長。

丸山鶴吉氏が会長に再選
2・20

丸山鶴吉会長逝去（代行・永野重雄氏）

11・9

県人会常任理事会

12・18

県人会常務理事会（広島県東京事務所）
*32年度春季総会で野村秀雄氏を会長に推挙

◆会長：丸山鶴吉／永野重雄代行

●県人会、賀屋興宣氏らを巣鴨プリズンに見舞う
1955年（昭和30年）9月、東京裁判でA級戦犯として終
身刑の判決を受け、巣鴨プリズンで服役していた賀屋興宣
氏が仮釈放され、出所した。
県人会は賀屋氏をはじめ、服役していた広島県出身者に
対する面会や切手、週刊誌などを差し入れる救援活動を行
なっていた。
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1・29

南極予備観測隊オングル島に上陸「昭和基

1・30

被爆者健康手帳交付を開始（施行は４・1）

１９５７

ジラード事件（群馬県相馬ヶ原の米軍射撃場で

４・12

第五北川丸、三原沖で沈没（定員の3倍の乗客）

米兵が農婦を射殺）

7・22

広島市民球場 完成（24日、初ナイター）

3・８

日本が国際連合に加盟

10・9

インドのネルー首相が来広。広島平和記念公

８・27

東海村原子力研究所で初の“原子の火”ともる

園で開かれた市民歓迎集会に出席し、慰霊碑

10・1

5000円札新登場（12・11、100円硬貨発行）

に花束を供え、原爆犠牲者の冥福を祈った。

10・４

初の人工衛星（ソ連「スプートニク1号」）

〇流行歌：東京のバスガール、チャンチキおけさ

10・20

広島城天守閣再建工事開始

◆知事：大原博夫②

〇第39回夏の甲子園で広島商業

高校優勝

昭和
年

3・9

海底トンネル「関門国道トンネル」開通

６・24

阿蘇山大爆発（死者12人）

9・26

狩野川台風（狩野川の氾濫で関東地方が被災。

3・26

広島城天守閣の復元工事完了（工期５ヶ月）

死者・行方不明1269人、負傷者1138人）

４・1

広島復興大博覧会開幕（～５月20日、入場者

１９５８

11・1

東海道線ビジネス特急「こだま」運転開始

12・1

１万円札登場（表・聖徳太子、裏・彩紋）

12・23

東京タワー完工、高さ333㍍で世界一

2・８

不動院金堂（ 広島市 ）、向上寺三重塔（ 瀬戸
田町）国宝に指定

数は約87万人）

５・５

原爆の子の像、除幕式（平和公園）

６・20

原水爆禁止を訴える初の平和行進出発（ 広
島・東京）

◆内閣総理大臣：岸信介①／岸信介②
〇流行歌：花笠道中、有楽町で逢いましょう、からた

11・3

竹原市市制施行

◆知事：大原博夫②／大原博夫③

ち日記
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3・31 「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」公布

地」開設

◆内閣総理大臣：石橋湛山／岸信介①

33

広島県の出来事

１９５９

1・1

メートル法、新国民健康保険法施行

3・18

広島県議会、平和県に関する宣言を決議

1・14

第3次南極観測隊昭和基地着（カラフト犬の

４・1

ラジオ中国がテレビ放送開始

太郎・次郎の生存確認）

５・21

県立宮島水族館完成

４・10

皇太子・美智子妃結婚

11・9

呉市広町の旧第11航空廠跡地の一部を呉市・

４・16

国民年金法公布（11月1日施行）

9・26

伊勢湾台風（死者・行方不明5098人）

11・2

水俣病問題深刻化（漁民1500人と警官隊衝突）

11・19

三池争議始まる（三井鉱山指名解雇強行）

近畿大学・中国工業へ払い下げ決定
◆知事：大原博夫③

〇第10回高校駅伝で西条農業高

校 初優勝

◆内閣総理大臣：岸信介②
〇流行歌：南国土佐を後にして、古城、黒い花びら

昭和
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１９６０
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1・12

貿易・為替自由化の基本方針決定

3・４

広島港新設1万トンバースに大型船初接岸

５・19

自民党、新安保条約を衆院で単独強行採決

４・1

広島商科大学（現・広島修道大学）開設

５・24

チリ沖地震で津波襲来（死者139人）

４・８

広島県立図書館、新館開館（広島市上流川町，

６・15

安保条約反対闘争（東大生・樺美智子死亡）

６・23

新安保条約発効

9・10
10・12

現広島市中区上幟町）

８・６

県・広島市合同の平和記念慰霊式典挙行

ＮＨＫと民放４局カラーテレビ本放送開始

10・1

国勢調査実施（広島県の人口：218万4043人）

浅沼社会党委員長刺殺（ 3党首立ち会い演説

◆知事：大原博夫③

会で、17歳の右翼少年が刺殺）

〇ローマ五輪に池田敬子（女子

体操 ）
、 木原征治（ ホッケー ） 出場

○松永塩田の

◆内閣総理大臣：岸信介② ／池田勇人①／池田勇人②

廃田式が行われる（ 廃止前は産出量2万2,000ｔ、総

〇流行歌：誰よりも君を愛す、潮来笠、ダンチョネ節

面積128ha）

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

●第３代会長・野村秀雄（のむら・ひでお）
在任期間：1957（昭和32）年1月〜1959年1月
1888年、双三郡原村（現三次市）

県人会春季総会（上野精養軒）

生まれ。中央新聞、国民新聞、朝日

第3代会長に野村秀雄氏就任

新聞編集局長、熊本日日新聞社長を

*永野護副会長の渡米壮行会を兼ねる
2・５

経て第８代NHK会長。会長就任時は、

県人会役員会

熊本日日新聞社長を辞した後である。

*東谷傳次郎常務理事渡欧壮行会
８・3

原爆追悼会（築地本願寺）

12・６

県人会役員会

◆会長：野村秀雄

1・26

県人会役員会

2・４

県人会役員会
*野村秀雄会長の第８代ＮＨＫ会長就任祝い
（出席265名）

3・25 『広島懸人会役員名簿』発行
12・16

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：野村秀雄

●『広島縣人会役員名簿』刊行
1958（昭和33）年３月には『廣島縣人名簿』と同じ体裁
で、役員名簿が出版されている。
これによると、会長・野村秀雄、副会長・桜田武、永野
重雄、顧問・浅野長武、阿倍正直、常務理事・内海丁三以
下10名、理事・池田勇人以下29名、幹事・伊藤豊以下５
名、評議員・阿部豊以下209名となっている。いずれも政
財界、官界、法曹界、教育界、言論界などの錚々たる顔ぶ
れである。
その他、理事の瀬越憲作（棋士）、児玉希望（日本画家）、
評議員の井伏鱒二（作家）、大谷冽子（声楽家）、杉村春子

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）
第４代会長に東谷傳次郎就任
『県人名簿』2000部作成

８・10

原爆慰霊祭（浅草観音寺）

12・16

県人会役員会

◆会長：野村秀雄／東谷傳次郎

（女優）、砂原美智子（声楽家）、千葉早智子（女優）、平櫛
田中（彫刻家）、福原麟太郎（英文学者）、二葉あき子（歌
手）
、細田民樹（ 作家 ）、湊邦三（ 作家 ）、名井万亀（ 洋画
家）
、山脇敏子（山脇服飾美術学院院長）などの名前もある。

●第４代会長・東谷傳次郎（とうたに・でんじろう）
在任期間：1959（昭和34）年1月〜1969年1月
1894年、安佐郡福木村（ 現広島
市 ）生まれ。会計検査院長、芸備協

会理事長、飯能ゴルフクラブ初代理
事長。就任時は会計検査院院長。
1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席233名

2・15

臨時県人会（赤坂千代新）
*大原博夫知事を招待

7・27

県人会役員会（築地新小松）
*池田勇人、首相就任祝賀会を兼ねる

８・21

池田勇人首相へ記念品贈呈（京人形）

12・12

県人会役員会（広島県東京事務所）
*36年度春季総会について。収支報告。

◆会長：東谷傳次郎
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36

広島県の出来事

６・21

小児マヒ患者1月以来1000人を突破

４・1

広島大学に原爆放射能医学研究所を設置

7・31

日本最古の市電京都北野線の“チンチン電車”

４・25

広島原爆被爆者福祉センター落成

１９６１

廃止

9・15

広島空港（西区観音地区）開港

ベルリンの壁（東ドイツ政府、西ベルリンへの

10・1

国鉄山陽本線、倉敷・三原間が電化

通路を封鎖）

10・7

福山臨海工業地帯建設局設置

第2室戸台風（死者・行方不明202人）

10・16

日本鋼管福山製鉄所立地決定調印

九州、四国、関西各地で豪雨被害（大分市の

12・４

音戸大橋（呉市・倉橋島）開通

電車生埋め事故など死者109人）

◆知事：大原博夫③

８・13
9・16
10・25

◆内閣総理大臣：池田勇人②

〇第40回高校サッカーで修道高

校優勝（2度目）

〇流行歌：君恋し、上を向いて歩こう、ソーラン渡り鳥

昭和
年
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１９６２

６・2

県立体育館開館

５・3 三河島事故（常磐線で列車二重衝突、死者160人）

６・10

山陽本線、三原・広島間が電化

５・17

サリドマイド系睡眠薬、薬禍問題で出荷中止

８・６

広島で原水禁国民大会開催

６・10

日本最長の北陸トンネル開通（1万3869㍍）

9・1

広島テレビ放送開局（日本テレビ放送網系・フ

８・13

堀江謙一ヨットで太平洋単独横断に成功

８・24

三宅島噴火（伊豆七島の三宅島の雄山が大噴火）

10・1

10・22

キューバ危機（ミサイル発射基地建設をめぐる

◆知事：大原博夫③／永野嚴雄

2・1

東京都世界初の1000万都市に

米ソの緊張、核戦争危機）

◆内閣総理大臣：池田勇人②

ジテレビジョン系のクロスネット局として開局）

山陽本線、広島・小郡間が電化
〇全国実業団バレー

ボールリーグで帝人三原初優勝〇東洋工業蹴球部が
国民体育大会優勝、全国実業団優勝

〇流行歌：いつでも夢を、王将、可愛いベイビー

昭和
年
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１９６３

昭和
年
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1・23

北陸地方に豪雪（死者・行方不明84人）

1・─

県北で豪雪被害（死者7人・負傷者22人）

2・28

“昭和の巌窟王”吉田石松に無罪判決

４・1

福山港が重要港湾に指定

５・1 狭山事件（埼玉県狭山市の女子高生が誘拐殺人）

４・1

広島工業大学、エリザベト音楽大学開設

５・9

竹原市で第二回科学者京都会議開催（第2回

６・５

関西電力黒部川第４発電所（黒四ダム）完工

7・15

名神高速道路（尼崎・栗東）開通

11・9

国鉄鶴見事故（電車二重衝突、死者161人）

7・1

大久野島・国民休暇村オープン（県内初）

11・9 三井三池炭鉱爆発事故（死者・重軽傷者1297人）

7・12

備後地区、工業整備特別地域に指定

11・23

ケネディ大統領暗殺

１９６４

9・1

広島・東京間直通航空便就航

◆内閣総理大臣：池田勇人②／池田勇人③

11・14

日本鋼管福山製鉄所起工式

〇流行歌：こんにちは赤ちゃん、高校三年生

◆知事：永野嚴雄

４・1

海外旅行完全自由化（観光旅行いつでもＯＫ）

1・25

財団法人広島県開発公社設立

６・16

新潟地震（Ｍ7.5、死者26人、負傷者447人）

４・1

呉工業高等専門学校開校

８・2

ベトナム戦争始まる（トンキン湾事件）

４・─

第1回広島県身体障害者スポーツ大会開催

9・17

東京モノレール開業（浜松町─羽田間13.1km）

５・26

明王院本堂（福山市）国宝に指定

10・1

東海遣新幹線開業（東京─新大阪）

7・13

県の鳥に「アビ」を指定

10・10

第18回オリンピック東京大会開幕（～10・24）

◆知事：永野嚴雄

11・12

米原潜シードラゴン号佐世保入港反対デモ

〇東京五輪で、中谷雄英（柔道）、

藤本佑子（ バレーボール女子 ） 金メダル、 猫田勝

◆内閣総理大臣：池田勇人③／佐藤栄作①

敏・森山輝久（バレーボール男子）、池田敬子・相原

〇流行歌：愛と死を見つめて、東京五輪音頭、夜明け

俊子（ 体操女子団体 ）銅メダル、木原征治（ ホッケ

のうた
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科学者京都会議声明を発表）

ー）出場〇第15回高校駅伝で盈進高校初優勝

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席320名
来賓：池田勇人首相、大原博夫知事

2・５

県人会常務理事会（築地新小松）
*婦人入会推進について提言

9・30

35年度収支報告（広島空港開所式花輪代、広島
女子郷友会への補助金など）

10・５

県人会役員会（化学工業会館）
*会員数2,915名（9月30日現在）

12・12

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：東谷傳次郎

●東京広島県人会と広島県東京事務所
東京広島県人会の活動拠点がいつ頃から広島県東京事務
所に置かれるようになったかは定かでない。しかし、昭和
28年度版の『在京廣島縣人名簿』には、発行所：千代田
区霞ヶ関3-4広島県東京事務所内・廣島縣人會と印刷され
ていることから、初代会長が選ばれ、「廣島縣人會規約」
が制定された昭和26年頃からと推定される。
以後、東京広島県人会は広島県東京事務所の協力を得な
がら、今日まで活動を続けている。
●広島県東京事務所の変遷
1948（昭和23）年
２月

1・10

＊国立広島総合大学設立事務所と併設。

県人会春季総会（上野精養軒）出席350名
来賓：池田勇人首相、大原博夫知事、灘尾弘
吉厚生大臣
映画「ひろしま」上映

６・20

永野嚴雄広島県知事就任祝（築地新小松）

12・６

県人会役員会（ホテルオークラ）
*会員数2,050名（11月30日現在）

◆会長：東谷傳次郎

東京連絡所を設置。目黒区中目黒３丁目。
中央区日本橋通３丁目２番地山巴ビルに移転。

９月

名称を広島県東京出張所に改称。

11月 事務所を千代田区霞が関 ３−４ 日本化学工業
会館２階に移転。
1950（昭和25）年
１月

名称を広島県東京事務所に改称

1960（昭和35）年
11月 事務所を港区麻布市兵衛町１−３の仮事務所に
移転。＊日本化学工業会館を東京倶楽部ビル
として新築のため。

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席380名

2・18

県人会役員会（東急国際ホテル）
*広島県北部地帯の豪雪被害、お見舞い電報

10・15

県人会役員会（築地新小松）

12・４

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：東谷傳次郎

1964（昭和39）年
10月

事務所を千代田区霞が関３−４ 東京倶楽部
ビル５階に移転。

1967（昭和42）年
４月

国際観光会館にあった広島県物産東京事務所
を廃止し東京事務所に統合。

1990（平成２）年
４月

国際観光会館内の事務室を改装し、東京情報
センターとして使用。

1993（平成５）年
10月
1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席359名
来賓：池田勇人首相、賀屋興宣法相、灘尾弘
吉文相、宮澤喜一経企庁長官、永野嚴雄知事ら

2・7

県人会役員会

６・─

東谷傳次郎会長宛に「平和の灯」建設基金の
要請

６・20

野村秀雄前会長逝去

11・27

県人会役員会
40年度春季総会について

◆会長：東谷傳次郎

事務所を東京倶楽部ビル５階から２階へ移転。

2005（平成17）年
２月

事務所を現在地（港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平
タワー22階）に移転。

●県人会総会のにぎわい
1963（昭和28）年の県人会総会は、前年発足した池田
第2次改造内閣と広島県知事の就任祝い、文化勲章受賞祝
いを兼ねて行われた。来賓：池田勇人首相、重政誠之農林
大臣、重政庸徳参議院副議長、賀屋興宣自民党政調会長、
名川保男国家公安委員、宮澤喜一経済企画庁長官、永野嚴
雄（広島県知事）、平櫛田中（文化勲章受章）
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広島県の出来事

１９６５

1・11

初のスモッグ警報（東京で日本初の警報発令）

2・27

備後地区工業整備特別地域整備基本計画承認

3・６

山陽特殊製鋼倒産、戦後最大の倒産

４・1

広島女子大学開学

５・28

大蔵省・日銀山一証券へ異例の無担保無制限

５・14

太田川放水路（祇園・大芝水門完成）通水

融資を決定

８・13

池田勇人前総理死去（享年65）

６・22

日韓基本条約と関係4協定調印

８・23

池田勇人前総理県民葬（竹原市吉名町）

7・27

静岡県登呂遺跡で弥生時代の水田跡発見

12・12

草戸千軒町遺跡（福山市）の本格発掘調査開始

10・21

朝永振一郎ノーベル物理学賞受賞

◆知事：永野嚴雄

11・19

政府不況対策に国債発行（戦後初の赤字国債）

◆内閣総理大臣：佐藤栄作①

〇第45回サッカー天皇杯で東洋工

業優勝〇第1回ＪＳＬで東洋工業初優勝〇鶴岡一
人、野球殿堂入り

〇流行歌：柔、学生時代、新聞少年、まつのき小唄

昭和
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2・４

全日空ボーイング727羽田沖に墜落

４・─

広島文教女子大学、安田女子大学開設

3・４

カナダ航空DC８羽田空港の防潮堤に衝突炎上

４・1

福山港、国際港として開港

3・５

BOACボーイング707冨士山上空で空中分解

５・1

福山市・松永市が合併し福山市となる（中国

６・30

ザ・ビートルズ来日（エレキブーム最高潮）

８・５ 田中彰治事件（国際興業の小佐野賢治会長を恐喝）

１９６６

11・13

全日空YS11松山空港沖へ墜落（50人全員死亡）

◆内閣総理大臣：佐藤栄作①（自由民主党）

地方初の市同士の合併）

８・26

日本鋼管福山製鉄所操業開始

9・12

県の木に「もみじ」選定

11・15

福山城天守閣・伏見御殿御湯殿・月見櫓の再

〇流行歌：霧氷、悲しい酒、函館の女、バラが咲いた

建完成
12・20

新広島バイパス（海田町大正から観音）開通

◆県知事：永野嚴雄／永野嚴雄② 〇東洋工業JSL優勝

昭和
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１９６７

昭和
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１９６８
94

2・11

初の建国記念日

４・15 東京都知事に美濃部亮吉当選（革新都政誕生）
４・─

４・1

広島経済大学、広島電機大学開校

５・─

マツダ、初のロータリーエンジン搭載車コス

イタイイタイ病・阿賀野川水銀中毒事件の原

モスポーツ発表

因工場廃水

６・1 自動車のナンバープレートに福山ナンバー登場

８・８

米軍タンク車衝突炎上事故（新宿駅構内）

7・８

呉市等沿岸部豪雨災害（死者159人）

9・1

四日市ぜんそく患者初の大気汚染公害訴訟

８・５

原爆ドーム保存工事完工

10・８

第1次羽田闘争（首相の東南アジア訪問阻止闘争）

*太田川放水路完成（山手川拡幅・福島川埋め立て）

11・12

第2次羽田闘争（全学連と警官隊が衝突）

◆県知事：永野嚴雄②

〇第46回高校サッカーで山陽

◆内閣総理大臣：佐藤栄作①／佐藤栄作②

高校初優勝〇第47回サッカー天皇杯・JSL東洋工業が

〇流行歌：ブルーシャトウ、小指の思い出、銀色の道

優勝〇第12回全日本実業団駅伝で電電中国が初優勝

1・19

米原子力空母エンダプライズの入港反対運動

3・４

尾道大橋（尾道市・向島）開通

５・16

十勝沖地震（死者48人、重軽傷者671人）

４・1

広島県史編纂事業開始（昭和59年終了）

６・26

小笠原復帰（小笠原諸島が東京都小笠原村に）

４・20

広島平和記念公園で原爆死没者名簿初公開

８・８

日本初の心臓移植手術（札幌医大の和田教授）

7・16

県章制定

８・18

飛騨川バス転落事故

9・21

広島県立美術館開館

10・17

川端康成ノーベル文学賞受賞

◆知事： 永野嚴雄②

10・21

新宿騒乱事件（全学連学生らが新宿駅に放火）

〇メキシコ五輪で、 猫田勝敏

（ バレーボール男子 ） 銀メダル、 小城得達・ 桑原楽

12・10 三億円事件（ニセ白バイ警官に3億円を奪われる）

之・宮本輝紀・森孝慈・渡辺正（サッカー）銅メダル、

◆内閣総理大臣：佐藤栄作②

石田義久（ ハンマー投 ）、 早稲田昇・田口信教（ 水

〇流行歌：天使の誘惑、星影のワルツ、受験生ブルース

泳）出場〇東洋工業JSL優勝（４連覇、JSL最高記録）

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

県人会総会（上野精養軒）出席281人
（案内状1,648通、出席回答355人）

2・11

県人会役員会（築地新小松）
40年総会の結果報告

●広島県女子郷友会
広島県女子郷友会は、遠く広島県から上京して学ぶ女子
学生の支援を目的に作られた支援団体で、その歴史は古く
明治30年まで溯る。
女子郷友会が総会を開催するにあたり、県人会が支援す
るようになったのは、記録上は昭和35年からである。昭
和42年5月には、女子郷友会代表世話人の大妻コタカ、藤

８・13

池田勇人前首相の逝去に伴い献花

８・23

池田勇人前総理の県民葬へ供花

井とら両氏の要請で、県人会から3万円の賛助金を支出し

10・26

県人会役員会

ている。

11・30 『県人会名簿』発注
12・2

県人会役員会（築地新小松）

また、昭和44年5月には女子郷友会世話人代表内海丁三
氏から例年通りの支援を願う陳述書が届いている。

◆会長：東谷傳次郎
1・10

県人会総会（上野精養軒）出席341人

3・８

県人会役員会（広島県東京事務所）
41年度総会報告ほか

５・20

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
永野嚴雄知事ら出席68人

５・25

広島県女子郷友会を支援

10・26

県人会役員会（築地新小松）

11・2

県人会役員会（築地新小松）
42年度総会の運営と役員改選について

◆会長：東谷傳次郎
1・10

県人会総会（上野精養軒）出席277人

５・1 6

理 事・ 監 事 評 議 員 懇 親 会（ 羽 澤 ガ ー デ ン ）
出席66人
来賓：灘尾文相、宮澤経企庁長官、永野知事ら

５・27 広島県女子郷友会総会に県人会から賛助金支出
11・2

県人会役員会（築地新小松）
*役員会費を常務理事・監事と理事・評議員
の二本立てとすることが決算報告で決定

12・11

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：東谷傳次郎
1・10

●広島県出身の文化勲章受賞者（その１）
受賞年1944年
高楠順次郎（たかくす・じゅんじろう）
東京帝国大学名誉教授

仏教学

インド哲学

出身：御調郡八幡村（現三原市）
受賞年1955年
増本量（ますもと・はかる）
東北大学名誉教授

金属学

出身：安芸郡矢賀村（現広島市東区矢賀町）
受賞年1962年
平櫛田中（ひらくし・でんちゅう）
東京藝大名誉教授

彫刻家

出身：岡山県後月郡（現井原市）
＊平櫛田中は、岡山県後月郡（現井原市）に生まれ、
幼少期に広島県沼隈郡今津村（現福山市今津町）の
平櫛家の養子になった。広島県人会の初期からの会
員であり、文化勲章受章の祝賀も広島県人会で行っ
ていることから、ここに記載した。
受賞年1966年
井伏鱒二（いぶせ・ますじ）
小説家
出身：安那郡賀茂村（現福山市）

県人会総会（上野精養軒）出席者363人
会費一人1400円、年会費300円

3・８

県人会役員会（築地新小松）
総会結果報告など

５・８ 県人会理事監事評議員懇親会（羽澤ガーデン）
会費一人1200円
12・10

県人会役員会（商工会館）
*新会長に永野重雄氏、東谷会長の顧問案決まる
44年度総会について（総会会費一人1500円に）

◆会長：東谷傳次郎
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広島県の出来事

1・18

東大安田講堂の封鎖解除に機動隊導入

1・10

西中国山地、国定公園指定

４・7

連続ピストル事件の容疑者永山則夫を逮捕

1・23

大気汚染で初の緊急警報発令。福山市7か所

５・26

東名高速道路全線開通

６・28

新宿西口地下広場事件

7・21

人類初の月面着陸（米宇宙船アポロ11号）

10・21

国際反戦デー（反共産党系学生のゲリラ活動で

7・27

本郷線（現可部線）加計・三段峡間開通

1,505人逮捕）

10・６

第1回広島県芸術祭（広島青少年センター）

◆内閣総理大臣：佐藤栄作②（自由民主党）

で大気汚染調査
3・1

東広島駅（貨物駅、現広島貨物ターミナル駅）
開業

◆知事：永野嚴雄②

〇第49回サッカー天皇杯で東洋

〇流行歌：いいじゃないの幸せなら、夜明けのスキャ

工業優勝〇第14回全日本実業団駅伝で東洋工業初優

ット、港町ブルース

勝〇田部武雄、野球殿堂入り

１９７０

3・14

日本万国博開幕（77ヵ国参加）

1・４

広島湾の公害調査（汚染度は4年前の10倍）

3・31

日航「よど号」事件（赤軍派がハイジャック）

６・1

公害紛争処理法公布

４・８

大阪市天六の地下鉄工事現場でガス爆発事故

10・1

国勢調査実施、広島県の人口：243万6135人

８・2

歩行者天国（銀座・新宿・池袋・浅草）

10・1

国鉄呉線の電化完成

11・14

東京で初のウーマン・リブ大会

10・11

県立産業館開館

11・25

三島事件（東京市ヶ谷の自衛隊に乱入の三島由

12・1

広島ホームテレビ開局

起夫ら2人割腹自殺）

◆知事：永野嚴雄②／永野嚴雄③

〇第15回全日本実

◆内閣総理大臣：佐藤栄作②／佐藤栄作③

業団駅伝で電電中国優勝（ 2回目 ）〇東洋工業JSL

〇流行歌：今日でお別れ、希望、知床旅情、白い蝶の

優勝（５度目JSL最高優勝回数記録）

サンバ

昭和
年
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１９７１

2・22

成田空港建設工事で第1回強制代執行

４・1

竹原港、貿易港として開港

６・５

東京新宿に京王プラザホテル開業

４・16

昭和天皇・皇后、初の原爆死没者慰霊碑参拝

7・3

東亜国内航YS─11「ばんだい号」墜落事故

４・27 呉市林野火災（346haの焼失、消防士18人死亡）

7・30

岩手県雫石上空で全日空機と自衛隊機が衝突

7・17

9・27

天皇・皇后ヨーロッパ7ヵ国親善訪問の旅へ

８・６ 佐藤栄作首相平和祈念式典参列（歴代首相初）

12・20

ドルショック（初の円切上げ1㌦308円に、円

◆知事：永野嚴雄③

12・24

比婆山山麓に県民の森オープン
〇第16回全日本実業団駅伝で東

の変動相場制へ）

洋工業優勝（2回目）〇東洋工業蹴球部が「東洋工

クリスマス・ツリー爆弾が爆発

業サッカー部」に改称

◆内閣総理大臣：佐藤栄作③
〇流行歌：また逢う日まで、花嫁、わたしの城下町
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2・18

広島大学学長、無期限ストに機動隊導入要請

４・─

沖野島大橋（能美島・沖野島）開通

1・14

元日本兵の横井庄一グアム島で発見

7・9

県北一帯に豪雨（死者35人、全壊家屋349戸）

2・19

浅間山荘事件（連合赤軍5人軽井沢の山荘に人

7・27

高根大橋（生口島・高根島）開通

質と籠城）

9・─

広島交響楽団誕生（県内初のプロ楽団）

3・7

連合赤軍の妙義山中大量リンチ事件発覚

◆知事：永野嚴雄③

3・26

奈良県の高松塚古墳発掘で極彩色の壁画を発見

（ 100m平泳ぎ）、川口孝夫（ 柔道）、猫田勝敏・西本哲雄

５・13

大阪の千日デパートビル火災（118人死亡）

（ バレーボール男子 ）金メダル、田口信教（ 男子200m平

５・15

沖縄施政権返還、沖縄県発足

9・29

日中国交正常化（パンダブーム）

〇ミュンヘン五 輪で田口信 教

泳 ）銅メダル、石田義久（ ハンマー投 ）、友永義治（ 陸上
400m ）、采谷義秋（男子マラソン）出場 〇第3回春高バ

◆内閣総理大臣：佐藤栄作③／田中角栄①／田中角栄②

レーで 崇徳高校初優勝 〇第23回高校駅伝で世羅

〇流行歌：喝采、瀬戸の花嫁、結婚しようよ、岸壁の母

高校優勝（ 21年ぶり3回目）〇石本秀一、野球殿堂入り

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

●第５代会長・永野重雄（ながの・しげお）
在任期間：1969（昭和44）年1月〜1984年５月（逝去）
1900年島根県松江市生まれ。広島

県人会春季総会（ 上野精養軒 ）出席298人

市育ち。富士製鉄社長、日商会頭、

来賓：永野嚴雄知事、福原麟太郎氏ら

日本鉄鋼連盟会長、新日鉄会長。会

新会長人事が承認された
3・６

長就任時は、日本鉄鋼連盟会長。

県人会役員会（広島県東京事務所）

５・８ 県人会理事監事評議員懇親会（羽澤ガーデン）
５・12

広島県女子郷友会から賛助金の要請

◆会長：東谷傳次郎／永野重雄
●初期の『広島県人名簿』
・『昭和二十五年度

廣島縣人名簿』

（発行所：廣島縣東京事務所、昭和25年９月10日発行）
1・10

県人会総会（上野精養軒）出席298名
来賓：熊野逸馬県議会副議長（代理出席）ら

3・10

県人会役員会（築地新小松）
*杉村春子（理事）主演、文学座と俳優座提
携公演「冬の花─ひろしまの心─」の支援

５・15

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）出席58名
来賓：永野嚴雄知事ら

６・20

広島女子郷友会総会に賛助金

11・24

県人会役員会

◆会長：永野重雄

・『昭和二十八年一月

県人会春季総会（上野精養軒）出席306名

廣島縣人名簿』

（発行所：廣島縣人会、昭和28年１月10発行）
・『廣島縣人名簿

昭和三十年版』

（発行所：広島県人会、昭和30年発行）＊奥付欠落
・『昭和三十一年一月

広島県人名簿（追録）』

（発行所：広島県人会、昭和31年１月10日発行
・『廣島縣人名簿

昭和三十二年版』

（発行所：広島県人会、昭和32年１月10日発行）
・『昭和三十三年一月

在京広島県人名簿（追録）』

（発行所：廣島縣人會、昭和33年3月25日発行）
・『廣島縣人名簿

1・10

在京

昭和三十四年版』

（発行所：広島県人会、昭和34年１月10日発行）

「平和記念都市ひろしま」「秋の中国路」上映
６・４

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）

10・27

広島県立図書館長から県人名簿の寄贈要請

12・1

県人会役員会（広島県東京事務所）

来賓：永野嚴雄知事ら

47年度総会運営について
◆会長：永野重雄

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席274名

県人名簿は、会からの連絡や会員間の親睦等に利用された。判型は
全てB6判だが、書名等の表記は一定していなかった。

来賓：永野嚴雄知事、西田修一県議会議長、
森戸辰男氏ら
「四季のひろしま」「みどりゆたかに」上映
５・10
５・30

広島県女子郷友会に賛助金
県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：萩原幸雄副知事ら

11・28

県人会役員会（広島県東京事務所）
48年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

◆会長：永野重雄

広島県人名簿の合本（判型はB6判で、平成６年まで同じ体裁で作
成された。左端は平成７・８年のB6横判）東京広島県人会蔵
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広島県の出来事

1・27

パリでベトナム和平協定調印

2・８

広島大学、統合移転（賀茂郡西条町）決定

7・20

日航機ハイジャック（ 犯人はパレスチナ・ゲ

2・17

広島カキから高濃度カドミウム検出

リラ５人、うち一人は日本人）

3・31

広島県土地開発公社設立

８・８

金大中氏事件（韓国の前大統領候補を拉致）

４・─

広島商科大学、広島修道大学に改称

10・６

第４次中東戦争勃発

7・1

県立吉田少年の家開所

10・23

江崎玲於奈ノーベル物理学賞受賞

10・28

早瀬大橋（江田島・呉市倉橋島）完成
日本鋼管福山に世界一の高炉完成

10・25

オイルショック（約10％の原油供給削減）

11・８

11・29

大洋デパート火災（熊本市でデパート全焼）

◆知事：永野嚴雄③／宮澤弘

〇第55回夏の甲子園で

◆内閣総理大臣：田中角栄②

広島商業優勝〇采谷義秋、第73回ボストンマラソン

〇流行歌：夜空、神田川、心の旅、てんとう虫のサンバ

で優勝

3・10

ルバング島で小野田寛郎元陸軍少尉を救出

４・1

福山グリーンライン（後山道路）全線開通

４・11

春闘史上最大のゼネスト

４・2

国道2号線西広島バイパス開通

８・15 文世光事件（韓国の朴大統領、狙撃され夫人死亡）

４・20

東広島市市制施行

８・30

三菱重工ビル（東京・丸の内）爆破事件

４・─

県内の高校進学率、全国一位に

9・13
10・８
11・26

ハーグ事件（オランダの仏大使館に日本赤軍ら

５・29

広島呉道路（仁保・坂）供用開始

が侵入立て籠もり）

9・1

広島運転免許センター開設

佐藤栄作前首相ノーベル平和賞受賞

10・10

広島センタービル3階に広島バスセンター開業

田中首相金脈問題で辞意表明

◆知事：宮澤弘

○福山市民球場完成〇第25回高校駅

◆内閣総理大臣：田中角栄②／三木武夫

伝で世羅高校優勝（2年ぶり４回目）〇藤村富美男、

〇流行歌：襟裳岬、ひと夏の経験、傷だらけのローラ

野球殿堂入り

１９７５

1・1

青木湖バス転落事故

3・10 山陽新幹線岡山・博多間が開業（広島駅開業）

3・10

新幹線博多まで開通

４・1

福山大学開学

４・30

ベトナム戦争終結（北軍、サイゴン制圧）

５・12

国道54号三次バイパス開通

５・7

エリザベス英女王夫妻来日

６・12

持光寺（尾道市）絹本著色普賢延命像が国宝に

５・16

日本女子登山隊、女性初のエベレスト登項

10・1

テレビ新広島開局

５・19

連続企業爆破事件の容疑者８人一斉逮捕

10・1

国勢調査実施（広島県人口：264万6324人）

7・19

沖縄海洋博覧会開幕

10・15

広島東洋カープ、セリーグ初優勝

８・４

日本赤軍、マレーシア大使館等を占拠

◆知事：宮澤弘

◆内閣総理大臣：三木武夫

〇第６回春高バレーで崇徳高校優勝

（2回目）

〇流行歌：シクラメンのかほり、なごり雪
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1・31

鹿児島で五ツ子誕生

1・23

安浦地区を大規模年金保養基地に指定

2・４

米上院外交委の公聴会でロッキード事件の疑

3・29

賀茂学園都市整備事業、基本計画認可

惑明るみに

3・31 『原爆三十年 ─広島県の戦後史─』『広島県庁

7・27

ロッキード事件、田中角栄前首相逮捕

9・６

ソ連のミグ25函館空港に強行着陸

3・31

県財政2年連続赤字決算（税収の大幅減）

京都地裁の鬼頭史郎判事補の「ニセ電話事

12・17

芦田川河口堰完工

件」発覚

◆知事：宮澤弘

10・22
10・29

酒田大火（1059棟が全焼、3300人が被災）

原爆被災誌』発行

〇モントリオール五輪で藤本俊（体

操団体）金メダル、猫田勝敏・西本哲雄（バレボー

◆内閣総理大臣：三木武夫／福田赳夫

ルー男子）４位〇第48回選抜甲子園で崇徳高校初優

〇流行歌：北の宿から、ペッパー警部、北酒場

勝

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席259名
来賓：西田修一県議会議長ら
「四季の広島」「宮島」上映

６・7

県人会役員会（羽澤ガーデン）
来賓：永野嚴雄知事ら

６・19～24

広島県名士書道墨行展（永野会長出品）

●上野精養軒と広島県人会
上野精養軒は、1876（明治9）年、上野公園開設に伴い、
精養軒（築地）の支店として開業したが、関東大震災で築
地本店が焼失したため、その後は上野が本店となった。
広島県人会が総会の会場としたのは、1951（昭和26）
年４月の春季総会が最初である。この総会で長崎英造氏が
初代会長に就任し、「広島県人会規約」が制定された。
以来、1993（ 平成５ ）年、第７代田部文一郎会長時代

８・21

日本青年団体連合会と懇談

までの42年間、県人会の春季総会の会場として利用され

11・13

県人会役員会（広島県東京事務所）

た。1992（ 平成４ ）年１月の総会では、前年就任したば

49年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

かりの宮澤喜一首相が出席するということで、警察と入念

◆会長：永野重雄

な打ち合わせがされたことが記録に残っている。
県人会総会を上野精養軒で開催するようになった経緯は

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席301名
「広島その変貌」「宮島」上映

６・3

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）

定かでないが、『昭和二十五年度

廣島縣人名簿』には、

上野精養軒専務取締役の三井慶夫氏（旧広島一中出身）の
名前がある。

*宮澤弘知事、県議会会期中のため欠席
11・25

県人会役員会（広島県東京事務所）
50年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など
*文化功労者杉村春子氏、並びに日本芸術院
会員奥田元宋氏へのお祝いを検討

◆会長：永野重雄

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席299名
来賓：宮澤喜一外相、宮澤弘知事、西田修一
県議会議長ら
「ひろしま

その青春譜」上映

４・9

県人会役員会（広島県東京事務所）

６・3

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）

上野精養軒・旧館大宴会場（昭和34年頃まで集会や宴会に使われた）
写真提供：（株）精養軒

来賓：宮澤弘知事、荒木武広島市長ら
11・５

県人会役員会（広島県東京事務所）
51年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

◆会長：永野重雄
1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席306名
来賓：宮澤弘知事、佐藤進県議会副議長ら
「福山 そこに花の心をみた」「潮騒の路」上映

５・27

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：宮澤弘知事ら
*「広島県人昭和会」設立について報告

7・17 「広島県人昭和会」設立総会（原宿南国酒家）
11・５

県人会役員会（広島県東京事務所）
52年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

◆会長：永野重雄
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広島県の出来事

1・４

青酸コーラ事件

3・2

大崎広域農道開通

2・20

青梅マラソンに参加者10万人

５・3

第1回ひろしまフラワーフェステバル開催

５・24

慶大商学部入試問題の漏洩事件

7・21

いこいの村ひろしま戸河内町完成

８・3

原水爆禁止統一世界大会国際会議、広島で開

7・!４ 初の静止気象衛星「ひまわり」米ケープカ

催

ナベラルから打上げ

１９７７

８・7

有珠山が大噴火（住民6400人が避難生活）

9・28

日本赤軍日航機をハイジャック

11・15

新潟市で中学生横田めぐみさん行方不明

◆知事：宮澤弘／宮澤弘②

〇第2回日本ハンドボー

ルリーグ 湧永薬品初優勝

◆内閣総理大臣：福田赳夫
〇流行歌：勝手にしやがれ、津軽海峡冬景色、北国の春

昭和
年

53

1・14

伊豆大島近海で地震（M7、死者25人）

５・20

新東京国際空港（成田）開港

６・12

宮城県沖地震（M7・5、死者28人、負傷者1万

10・28

中国自動車道（北房IC・三次IC）開通

1028人）

11・1

廿日市木材港開港

円急騰、初の1ドル200円突破（199円10銭）

11・3

7・24

１９７８

８・12

日中平和友好条約調印

9・19

埼玉県稲荷山古墳出土の鉄剣から「雄賂天

４・1

県立身体障害者リハビリテーションセンター
開設（東広島市）

ひろしま美術館開館（ 広島銀行百周年記念事
業）

◆知事：宮澤弘②

〇浜崎真二、野球殿堂入り

皇」の名を解読
◆内閣総理大臣：福田赳夫／大平正芳①
〇流行歌：ＵＦＯ、微笑みがえし、青葉城恋歌

昭和
年

54

１９７９

1・13

国公立大学初の共通一次試験

４・28

みよし風土記の丘、歴史民俗資料館開館

1・26

三菱銀行北畠支店、猟銃人質事件

８・15

広島空港（広島・東京）、ジェット便就航

2・11

ホメイニ師指導のイラン革命成立

10・13

蒲刈大橋（上蒲刈島・下蒲刈島）開通

3・28

米スリーマイル島で原子力発電所の事故

10・18

中国自動車道（三次IC・千代田IC）開通

7・11

東名高速日本坂トンネル事故

11・４

広島東洋カープ、初の日本一に

9・８

日本鉄建公団カラ出張で４億円のヤミ給与

◆知事：宮澤弘②

12・４

政界に広がったＫＤＤ事件発覚

三菱重工広島初優勝〇広島東洋カープ・セリーグ優

12・27

ソ連、アフガニスタンに侵攻

勝（2回目）、初の日本一

〇第50回都市対抗野球で広島市・

◆内閣総理大臣：大平正芳①／大平正芳②
〇流行歌：魅せられて、YOUNG MAN、舟歌

昭和
年

55

４・25

東京銀座で1億円の落し物

3・31

５・25

光州事件（韓国で反政府デモに戒厳軍突入）

４・1 広島市が政令指定都市に移行（全国で10番目）

7・3 「イエスの方舟」の集団失跡中の女性保護
８・19

新宿バス放火事件（停車中のバスに放火、死者

４・7

三次家畜市場落成

５・22

ホノルル広島県人会25周年記念行事（知事・

6人、重軽傷者13人）

県議会議長出席）

１９８０

9・22

イラン・イラク戦争勃発（停戦は1988年）

7・18

吾妻帝釈国民休暇村、吾妻山地区オープン

10・1

富士見産婦人科病院乱診事件（医院長逮捕）

10・1

国勢調査実施（広島県人口：273万9161人）

11・20

川治温泉でホテル火災（45人焼死）

11・─

マツダ「ファミリア」第1回日本カー・オブ・

◆内閣総理大臣：大平正芳②／鈴木善幸
〇流行歌：雨の慕情、恋人よ、昴、ランナウェイ

100

三菱重工広島造船所、新造船部門から撤退

ザ・イヤー受賞
◆知事：宮澤弘②

〇広島東洋カープ日本一（2回目）

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席301名
来賓：藤田正明国務大臣、宮澤弘知事、西田
修一県議会議長ら

４・28

賀屋興宣氏（県人会理事）逝去

６・1

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：宮澤弘知事ら

11・11

県人会役員会（広島県東京事務所）
53年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

◆会長：永野重雄

●羽澤ガーデンと広島県人会
広島出身の官僚・政治家、中村是公が、1915（大正4 )
年に港区広尾の丘陵に築いた私邸は、是公の没後、所有者
が変遷し、戦後は羽澤という地名から「羽澤ガーデン」と
いう高級料亭になった。約三千坪の広大な敷地は樹林に囲
まれ、2階建ての本館のほか、離れ、茶室などが配され、
将棋や囲碁の対局の舞台にもなった。
（参照：p75「東京の中の広島県」中村是公と羽澤ガーデン）
広島県人会が利用したのは、1949（昭和24）年６月12
日の春季懇親会が最初である。主賓に池田勇人大蔵大臣を
招き、166名が出席して行われた。1951（昭和26 ）年８
月には、公職追放解除者29名を招いて、公職追放解除の
祝賀会が行われた。

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席288名
来賓：宮澤弘知事、西田修一県議会議長ら
「瀬戸内海の味」「いつくしま合戦」上映

６・1

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：宮澤弘知事ら

11・15

県人会役員会（広島県東京事務所）
54年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

以後、春季総会は上野精養軒、祝賀会や役員懇親会は羽
澤ガーデンと、年度行事の主会場として親しまれた。羽澤
ガーデンの役員懇親会は、1993（平成５）年６月10日が
最後で、翌年から銀座東急ホテルに移された。
その後、羽澤ガーデンは、2005（平成17）年に閉鎖さ
れ、近隣住民や文化人を中心とする保存運動もあったが、
大正時代を代表する建物と共にすべて取り壊された。

◆会長：永野重雄

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席261名
来賓：宮澤弘知事、児玉秀一県議会議長ら
「第二回フラワーフェスティバル」上映

５・31

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：竹下虎之助副知事ら

11・9

県人会役員会（広島県東京事務所）
55年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

◆会長：永野重雄

1・10

羽澤ガーデンの中庭で行われた県人会役員懇親会（昭和49年）

県人会春季総会（上野精養軒）
来賓：宮澤弘知事、児玉秀一県議会議長、荒
木武広島市長、古葉竹識監督、山本浩二選手、
衣笠祥雄選手ら

６・2

広島県人昭和会幹事会（赤坂小洞天）

６・４

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：宮澤弘知事ら

11・14

県人会役員会（広島県東京事務所）
56年度総会、県人会名簿発刊、役員委嘱など

◆会長：永野重雄

役員懇親会に招かれた升田幸三棋士（昭和52年）
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昭和
年

56

１９８１

昭和
年

57

3・2
3・19
６・15
9・５

中国残留日本人孤児初来日

広島県の出来事
2・25 ローマ教皇ヨハネ・パウロⅡ世が広島で、核

神戸ポートピア'８1開会（1610万人が入場）

兵器廃絶を訴えた「平和アピール」を発表

パリ人肉事件（日本人留学生が蘭人女性を殺害、

3・15

県立福山産業会館開館

死体の一部を食べる）

3・29

第一回ひろしま国際平和マラソン開催

三和銀行オンライン詐取事件（茨木支店の女

7・４

集中豪雨で江田島の寺院倒壊（死傷者13人）

子行員が1億3000万円詐取）

7・18

広島県、初の海外事務所をロサンジェルスに

10・16

北炭夕張炭鉱ガス惨事（死者93人）

10・19

福井謙一ノーベル化学賞受賞

設置
◆知事：宮澤弘②／竹下虎之助

〇マツダスポーツク

◆内閣総理大臣：鈴木善幸

ラブ東洋工業サッカー部に名称変更〇岩本義行、野

〇流行歌：ルビーの指輪、お嫁サンバ、風立ちぬ、悪女

球殿堂入り〇森脇保彦、世界柔道選手権で金メダル

2・８

ホテル・ニュージャパン（東京・永田町）火

４・2

尺八奏者島原帆山氏、県内初の人間国宝に

災（死者33人、重軽傷28人）

４・８

広島大学統合移転、最初の工学部が移転

2・9

日航DC─８機が羽田で着陸失敗

８・26

デクエヤル国連事務総長、広島訪問

４・2

フォークランド紛争（ アルゼンチンにイギリ

10・12

県立社会教育センター開所

スが宣戦布告）

11・─

マツダ・フォード「カペラ・テルスター」日

１９８２

６・22

日立製作所、三菱電機の社員ら６人産業スバ
イでFBI逮捕

10・29

本カー・オブ・ザ・イヤー受賞
12・５

方で初の民間ＦＭ局）

岡田茂、前・三越社長を特別背任容疑で逮捕

◆内閣総理大臣：鈴木善幸／中曽根康弘①

広島エフエム放送開局（ 全国7番目、中国地

◆知事：竹下虎之助

〇流行歌：北酒場、赤いスイトピー、待つわ、氷雨

昭和
年

58

１９８３

2・21

蔵王観光ホテル火災（11人が焼死）

3・13

東北大医学部体外受精に成功

４・15

東京ディズニーランド開園

５・26

日本海中部地震（Ｍ7.7、死者・不明104人）

9・1

大韓航空機撃墜事件（ ソ連戦闘機攻撃で日本

3・31

中国自然歩道全通（昭和52年着工から６年目）

人28人を含む269人全員死亡）

６・10

広島県、ふるさと一品運動開始

町田市のCATVに許可第1号（ニューメデイ

7・20

県北豪雨（庄原市・双三郡等、被害総額115億円）

12・４

因島大橋（因島・向島）開通

11・11

ア元年）

◆内閣総理大臣：中曽根康弘①／中曽根康弘②
〇流行歌：矢切の渡し、さざんかの宿、越冬つばめ

昭和
年

59

１９８４
102

3・24

中国自動車道（千代田IC・鹿野IC）開通し全
線開通

3・24

広島浜田線（ 広島北IC・ 広島北JCT・ 千代田
JCT予定地）開通

◆知事：竹下虎之助

〇第８回日本ハンドボールリー

グ、湧永製薬優勝（2回目）

1・18

三井三池鉱業・有明鉱坑内火災（死者83人）

3・11

宮島町林野火災（252ha焼失）

3・18

グリコ森永事件（江崎グリコ社長誘拐事件）

４・15

大型観光キャンペーンSun Sunひろしま開幕

６・30

厚生省世界一長寿国宣言（平均年齢男74.2歳、

６・30

県史編纂事業完了

女79.78歳）

7・22

県立もみのき森林公園（廿日市市）開園

9・14

長野県西部地震（死者29人）

9・17

広島県・中国四川省友好提携調印

11・1

1万円、５千円、千円新札発行

11・15

備後地域地場産業振興センター開所

11・16

東京世田谷で通信ケーブル火災、電話マヒ、

◆知事：竹下虎之助

〇ロサンゼルス五輪で平田倫敏

銀行のオンライン不通

（体操男子団体）銅メダル、新宅雅也（陸上1000m）

◆内閣総理大臣：中曽根康弘②

出場〇第15回春高バレーで崇徳高校優勝（3回目）

〇流行歌：長良川艶歌、涙のリクエスト、桃色吐息

〇広島東洋カープ日本一（3回目）

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・12

●写真で振り返る昭和50年代の県人会総会

県人会春季総会（上野精養軒）出席348名
来賓：宮澤喜一官房長官、宮澤弘知事、大山
広司県議会議長、荒木武広島市長、古葉竹識
監督、山本浩二選手、衣笠祥雄選手ら

６・2

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）出席36名
来賓：竹下虎之助副知事ら

11・20

県人会役員会（広島県東京事務所）出席16名
57年総会運営について

◆会長：永野重雄
上野精養軒新館 県人会総会の会場として会員に親しまれた。
「１月10日・夕刻・上野精養軒」が会員間の合い言葉だった。

1・13

県人会春季総会（上野精養軒）
来賓：宮澤弘参議院議員、竹下虎之助知事、
大山広司県議会議長、荒木武広島市長ら

６・４

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
*永野会長から会費値上げ指示（8000円に）
来賓：竹下虎之助知事ら

11・10

県人会役員会（広島県東京事務所）出席14名
58年度総会、会長・副会長再任について

◆会長：永野重雄
広島県人会総会の式次第（昭和57年県人会総会）

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席294名
来賓：谷川和穂防衛庁長官、竹下虎之助知事、
木曽初行県議会議長、荒木武広島市長ら

６・3

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）出席30名
来賓：田中稔副知事ら

11・9

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：永野重雄

来賓の古葉竹識監督、山本浩二選手、
衣笠祥雄選手（昭和55年総会）

1・10

県人会春季総会（上野精養軒）出席286名
来賓：谷川和穂国務大臣、竹下虎之助知事、
吉川清士県議会議長、荒木武広島市長ら

５・４

永野重雄会長逝去（代行・太田利三郎副会長）

６・８

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）出席30名
来賓：竹下虎之助知事ら
*永野重雄会長、森戸辰男顧問逝去に黙祷

11・21

県人会役員会（広島県東京事務所）出席17名
*60年度総会、新会長に太田利三郎氏推挙

◆会長：永野重雄／太田利三郎代行

会場での懇親風景（昭和53年総会）
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昭和
年

60

１９８５

昭和
年

61

3・16

科学万博（つくば博）開幕

４・1

、日本たばこ産業
日本電信電話会社（NTT）
会社発足

3・26

広島県文化センター開館

６・18

豊田商事永野一男会長刺殺される

４・13

第1回ワールドカップ・マラソン・広島開催

６・19 「投資ジャーナル」中江滋樹元会長ら逮捕

４・20

グリーンピア安浦オープン

日航ジャンボ機墜落事故（520人死亡）

7・15

広島県大雨災害（被害総額353億円）

国鉄同時多発ゲリラ（ 国鉄分割・民営化反対

10・1

国勢調査実施（広島県人口：281万9200人）

スト支援の中核派）

◆知事：竹下虎之助／竹下虎之助②

８・12
11・29

国横断自動車道（広島JCT・広島北IC）開通

〇第10回日本ハ

ンドボールリーグ、湧永製薬優勝（3回目）〇白石

〇流行歌：ミ・アモーレ、恋に落ちて、望郷じょんがら

勝巳、野球殿堂入り

４・1 「男女雇用機会均等法」施行

3・25

ぬくしなバイパス（安芸府中有料道路）開通

４・26

チェルノブイリ原発事故

４・─

新県道整備計画（30分道路網の推進）スタート

５・８

英国のチャールズ皇太子とダイアナ妃が来日

7・13

県民の浜（安芸郡蒲刈町）供用開始

9・６

社会党土井たか子委員長を選出（初の女性党

８・12

備北広域農道（ 三次市西酒屋町・ 庄原市小用

首誕生）

町）開通

１９８６

11・15

伊豆大島の三原山が209年ぶりに噴火

８・20

11・25

現金輸送車3億3000万円強奪事件（三菱銀行

10・８ 第一回ひろしまウッドフェアー開催（廿日市市）

有楽町支店前）

12・22

〇流行歌：DESIRE、天城越え、CHA─CHA─CHA

ひろしま平和大使を国連に派遣
名誉県民の顕彰と県民栄誉賞の授与が決まる

◆知事：竹下虎之助②

〇広島東洋カープ・セリーグ

優勝（5回目）〇マツダサッカークラブに名称変更

昭和
年
１９８７

2・─

霊感商法問題化

1・12

山本浩二氏に県民栄誉賞授与

４・ 1

国鉄分割・ 民営化、 ＪＲスタート（ 旅客６

2・26

山陽自動車道（五日市IC・廿日市JCT）開通

社・貨物1社など11法人に分割民営化）

3・24

山陽自動車道（志和IC・広島東IC）開通

５・3

朝日新聞阪神支局襲撃事件

3・─

長島大橋（大崎上島・長島）開通

9・４

新電々3社長距離電話サービス開始

６・15

衣笠祥雄氏に県民栄誉賞授与

9・22

天皇開腹手術病名は「慢性すい炎」と発表

12・４

中国自動車道山口JCT開通、山陽自動車道と

10・12

利根川進ノーベル生理学・医学賞受賞

10・20

東京株式市場平均株価3836円48銭の急落下

◆内閣総理大臣：中曽根康弘③／竹下登
〇流行歌：愚か者、命くれない、百万本のバラ

昭和
年

63

3・20 山陽自動車道（広島JCT・五日市IC）開通、中

◆内閣総理大臣：中曽根康弘②

◆内閣総理大臣：中曽根康弘②／中曽根康弘③

62

広島県の出来事

接続
12・10

広島岩国道路（廿日市JCT・大野IC）開通

◆知事：竹下虎之助②

〇第12回日本ハンドボールリ

ーグ、湧永製薬優勝（４回目）

3・13

世界最長の青函トンネル（54km）開通

3・13

山陽新幹線、新尾道駅・東広島駅開業

3・24

中国を修学旅行中の高知学芸高生ら列車事故

４・1

廿日市市市制施行

で27人死亡

４・16

大久野島毒ガス資料館開館

瀬戸大橋が開通（児島・坂出ルート開業）

４・─

広島赤十字病院と日本赤十字社広島原爆病院

４・10
7・６

リクルート疑惑（非公開株の政治家譲渡）

を統合し、広島赤十字・原爆病院へ改称

１９８８

7・23 なだしお事故（東京湾で遊漁船と潜水艦が衝突）

10・─

9・19

◆知事：竹下虎之助②

天皇の病状悪化（見舞いの記帳が開始、全国に
自粛ムード）

広島県立図書館新館開館
〇第19回春高バレーで崇徳高

校優勝（４回目）〇第70回夏の甲子園で広島商業優

◆内閣総理大臣：竹下登

勝

〇流行歌：パラダイス銀河、乾杯、人生いろいろ、酒よ

場

〇ソウル五輪に新宅永灯至（男子マラソン）出

＊昭和63年は山陽自動車道の開通相次ぐ。3月、福山東IC・倉敷JCT、広島東IC・広島IC、大竹IC・岩国IC開通。7月西条IC・志和IC、12月広島IC・広島JCTが開通した。
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東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10

●第６代会長・太田利三郎（おおた・りさぶろう）
在任期間：1985（昭和60）年１月〜1991（平成3）年１月
1901年広島市生まれ。日本銀行理

県人会春季総会（上野精養軒）

事、日本開発銀行総裁、鉄道建設公

来賓：宮澤喜一自民党総務会長、増岡博之厚生大

団初代総裁、自動車販売協会連合会

臣、 佐藤守良農水大臣、 竹下虎之助知事、 木山

会長、セントラル総合開発社長を歴

徳郎県議会議長、荒木武広島市長、奥田元宋氏ら
「のびゆく郷土
５・29

任。会長就任時は、セントラル総合

ひろしま」上映

開発社長。

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）出席38名
来賓：田中稔副知事ら
*太田利三郎会長就任祝い

11・13

県人会役員会

◆会長：太田利三郎
1・10

県人会春季総会（上野精養軒）
来賓：宮澤喜一自民党総務会長、増岡博之厚
生大臣、佐藤守良農水大臣、阿南準郎監督、
田中尊ヘッドコーチ、山本浩二選手ら

６・11

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）出席22名
来賓：竹下彪県参与ら

10・13

広島東洋カープ・セリーグ優勝、阿南準郎監
督に祝電

11・19

県人会役員会（広島県東京事務所）出席16名

◆会長：太田利三郎
1・10

県人会総会（上野精養軒）出席279名
来賓：宮澤喜一蔵相、藤田正明参議院議長、
多賀谷眞稔参議院副議長、田中稔副知事、木
山徳郎県議会議長、荒木武広島市長、広島東
洋カープ阿南監督、達川捕手、長富投手ら

2・15

東谷傳次郎元会長逝去

６・3

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）出席27名
来賓：竹下虎之助知事ら

11・17

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：太田利三郎
1・12

県人会総会（上野精養軒）出席301名
来賓：宮澤喜一大蔵大臣、藤田正明参議院議
長、多賀谷眞稔参議院副議長、竹下虎之助知
事、安井耕造県議会議長、荒木武広島市長ら

11・─

文化勲章受賞者（圓鍔勝三氏）へ祝電

11・22

県人会役員会（広島県東京事務所）
*64年度総会について（天皇の御病状に鑑み、
1月予定の総会開催について検討）

12・13

日本学士院会員就任の登張正實氏に祝電

◆会長：太田利三郎

●広島県出身の文化勲章受賞者（その２）
受賞年1984年
奥田元宋（おくだ・げんそう）
日本画家
出身：双三郡八幡村（現三次市吉舎町）
受賞年1987年
岡田善雄（おかだ・よしお）
大阪大学名誉教授

細胞生物学

出身：呉市
受賞年1988年
圓鍔勝三（えんつば・かつぞう）
彫刻家
出身：御調郡河内村（現尾道市御調町）
受賞年1998年
平山郁夫（ひらやま・いくお）
日本画家

日本美術院理事長

東京芸術大学学長

出身：豊田郡瀬戸田町（現尾道市瀬戸田町）
受賞年1999年
阿川弘之（あがわ・ひろゆき）
小説家・ 評論家
出身：広島市白島九軒町生まれ（本籍は山口県美祢市）
受賞年2001年
井口洋夫（いのくち・ひろお）
東京大学名誉教授

有機化学

分子エレクトロニクス

出身：広島市段原（現広島市南区段原）
受賞年2002年
新藤兼人（しんどう・かねと）
映画監督 脚本家
出身：佐伯郡石内村（現広島市佐伯区五日市町）
受賞年2010年
三宅一生（みやけ・いっせい）
ファッションデザイナー
出身：広島市東区
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昭和
平成元年

64

１９８９

平成
年

２

１９９０

平成
年

３

1・7

昭和天皇崩御（87歳）、1・８から平成と改元

3・2

佐賀の吉野ヶ里遺跡発掘
一般消費税スタート（税率3％）

名誉県民の顕彰（井伏鱒二、灘尾弘吉、織田幹
雄、奥田元宋、圓鍔勝三、岡田善雄の６氏）

４・17

県立広島大学開学式・入学式

中国天安門事件（民主化要求運動を軍が制圧）

４・20

広島呉道路（呉市西中央・天応）開通

８・10

幼女連続誘拐殺人の被疑者・宮崎勤を逮捕

7・８

海と島の博覧会・ひろしま開催（～10・29）

11・9

ベルリンの壁崩壊

11・3

広島県立歴史博物館（福山市）開館

11・15

坂本堤弁護士一家行方不明事件

10・４

内海大橋（沼隈町・内海町田島）開通

４・1

11・21 日本労働組合総連合会（連合）が発足

◆知事：竹下虎之助②／竹下虎之助③

〇第14回日本

◆内閣総理大臣：竹下登／宇野宗佑／海部俊樹①

ハンドボールリーグ、湧永製薬優勝（５回目）○猫

〇流行歌：淋しい熱帯魚、川の流れのように

田記念体育館開設（JTサンダーズの本拠地）

1・15

大学入学センター試験スタート

４・16

原爆ドームの第2次保存工事完成

1・18

長崎市長が正気塾幹部に銃撃され重体

５・9

辰の口古墳（神石高原町）が備後地方で最大

４・1

大阪で「花の万博」開幕（～9・30）

7・19

国際興業事件（「光進」の小谷代表逮捕）

9・６

県の魚（さかな）、「カキ」に決定

の前方後円墳と確認

バブル崩壊（日経平均株価が2万円割れ9ヶ月

11・27

広島岩国道路（大野IC・大竹IC）開通

で半値に）

11・30

山陽自動車道（河内IC・西条IC）開通

10・3

統一ドイツ誕生

12・15

尾道福山自動車道開通

11・12

平成天皇の即位の礼

◆知事：竹下虎之助③

10・1

〇第15回日本ハンドボールリ

◆内閣総理大臣：海部俊樹①／海部俊樹②

ーグ、湧永製薬優勝（６回目）〇張本勲、野球殿堂

〇流行歌：恋唄綴り、さよなら人類

入り

１９９１

湾岸戦争勃発（クウェート侵攻のイラクを多国

3・3

ウッドピアみよしオープン

籍軍が攻撃）

3・14

広島市の新交通システム建設現場で落下事故

2・9

美浜原発事故（緊急炉心冷却装置作動事故）

3・20

山陽自動車道（福山東IC・福山西IC）開通

５・14

信楽鉄道で正面衝突事故（死者42人）

7・ ６

エストパルク（ 広島県民文化センターふくやま

５・23

雲仙普賢岳で大火砕流（死者行方不明43人）

６・20

４大証券が巨額の損失補填（ 大口顧客と暴力

9・27

台風19号で嚴島神社が破損

関係者へ損失補填）

12・7

広島浜田線（千代田JCT・旭IC）開通

12・８

生口橋（生口島・因島）開通

1・17

８・24

ソ連崩壊（革命以来の共産党支配に終止符）

〇流行歌：愛は勝つ、SAY YES、どんなときも

平成
年
１９９２
106

3・9

６・４

◆内閣総理大臣：海部俊樹②／宮澤喜一

４

広島県の出来事

等）開館

◆知事：竹下虎之助③ 〇第63回選抜甲子園で広陵高
校優勝〇広島東洋カープ・セリーグ優勝（６回目）

1・13

共和汚職事件（阿部文男元長官に受託収賄罪）

3・20

1・22

脳死臨調が「脳死容認」を答申

４・24 プロサッカークラブ「サンフレッチェ広島」設立

４・1

牛肉・オレンジ輸入自由化

４・27

広島テクノプラザ完成

６・15

PKO協力法成立（自衛隊のPKO参加が可能に）

５・20

広島クリスタルプラザ落成

9・12

日本人初の宇宙飛行士・毛利衛宇宙へ

６・3

広島港、特定重要港湾に昇格

10・14

東京佐川急便事件（自民党金丸議員辞職）

11・30

豊浜大橋（豊島・大崎下島）開通

10・17

ハロウィン射殺事件（ アメリカで日本人留学

◆知事： 竹下虎之助③

生が訪問先を間違えて）

呉ポートピアランドオープン

〇バルセロナ五輪で遠藤愛

（ テニス女子 ）出場〇第17回日本ハンドボールリー

◆内閣総理大臣：宮澤喜一

グ、湧永製薬優勝（7回目）〇廣岡達朗、野球殿堂

〇流行歌：君がいるだけで、白い海峡、晴れたらいいね

入り〇倉本昌弘、永久シード権を獲得

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・６ 1月10日予定の総会延期（昭和天皇崩御のため）
*総会延期の案内状発送
2・16

県人会臨時役員会（広島県東京事務所）

●第７代会長・田部文一郎（たなべ・ぶんいちろう）
在任期間：1991（平成3）年１月〜1994年1月
1907年広島市生まれ。三菱商事社
長、会長、相談役、特別顧問。会長
就任時は、三菱商事相談役。

*総会の開催について協議
2・28

県人会総会の中止を決定（会員に通知）

６・7

県人会役員懇談会（羽澤ガーデン）

11・20

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：太田利三郎

1・10

県人会総会（上野精養軒）
来賓：竹下虎之助知事、末田隆県議会議長、
荒木武広島市長、圓鍔勝三、織田幹雄ら

６・14

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：竹下虎之助知事ら

◆会長：太田利三郎

●総理大臣出席の県人会総会
1992（平成４）年の県人会総会は、来賓に宮澤喜一首相
を迎えて開催された。現職総理大臣の出席は、池田勇人首
相が1961（昭和36）年から４年間、出席されて以来だった。

1・10

県人会総会（上野精養軒）出席286人
来賓：池田行彦防衛庁長官、竹下虎之助知事ら

６・14

県人会役員会懇談会（羽澤ガーデン）

11・21

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：太田利三郎／田部文一郎

1・10

県人会総会（上野精養軒）
来賓：宮澤喜一首相ら
*警備問題で、事前に地元の上野警察署、首
相官邸の警護担当者らと打ち合わせ。
総会当日は取材のメデイア対応も行った。

６・11

県人会役員懇談会（羽澤ガーデン）

11・20

県人会役員会（広島県東京事務所）
会長、副会長の再任を了承

◆会長：田部文一郎
厳重な警護のなか、会場を退出する宮澤喜一首相
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平成
年

５

４・８

広島県の出来事

国連ボランティアの中田厚仁がカンボジア中

４・15

国道2号線西条バイパス全線供用

部で銃撃されて死亡

４・28

県、福山地域を地方拠点都市地域に指定

１９９３

文民警官襲撃（カンボジアで、岡山県警警部補

５・─

県、備後アーバンルネッサンス計画を策定

が死亡、４人が重軽傷）

9・14

岡本綾子氏に県民栄誉賞授与

６・9

皇太子・雅子妃結婚（祝賀パレードに19万人）

10・26

山陽自動車道（福山西IC・河内IC）開通

7・12

北海道南西沖地震（死者・行方不明239人）

10・26

山陽自動車道の県内全通

7・23

ゼネコン汚職で竹内藤男茨城県知事逮捕

10・29

広島空港が開港（本郷町・現三原市）、旧広島

８・9

細川連立内閣成立（55年体制崩壊）

５・４

◆内閣総理大臣：宮澤喜一／細川護煕

空港は広島西飛行場へ名称変更。
◆知事：竹下虎之助③／藤田雄山

〇流行歌：無言坂、島唄、YAH YAH YAH、ロード

平成
年

６

１９９４

平成
年

７

3・８

ゼネコン汚職（中村喜四郎前建設相逮捕）

2・13

県立総合体育館開館

４・26

中華航空機が名古屋で着陸失敗

４・1

福山平成大学、比治山大学開設

６・27

松本サリン事件（死者7人、重軽傷者580人）、

６・2

国道54号祇園新道開通

誤認捜査とマスコミの誤報

7・13 沼田川水系異常渇水（広島県渇水対策本部設置）

村山連立内閣成立

８・20

６・30

広島新交通システム（アストラムライン）、本
通駅・広域公園前駅間で開業

9・４

関西国際空港開港

10・13

大江健三郎ノーベル文学賞受賞

9・9

県、呉地域を地方拠点都市地域に指定

12・28

三陸はるか沖地震（Ｍ7.5、死者3人）

10・2

広島アジア競技大会開催（～16日）

◆内閣総理大臣：細川護煕／羽田孜／村山富市

11・10

北別府学氏に県民栄誉賞授与

〇流行歌：innocent

◆知事：藤田雄山 〇サンフレッチェ広島Jリーグ前期初優勝

world, ロマンスの神様

１９９５

阪神淡路大震災（Ｍ7.2、死者6432人、全半壊

４・1

広島県立保健福祉短期大学（三原市）開学

家屋約51万棟）

４・14

国営備北丘陵公園（庄原市）部分開園

2・28

目黒公証役場事務長拉致事件（オウム事件）

５・21

第46回全国植樹祭開催（本郷町）

3・20

地下鉄サリン事件（死者10人、負傷者5000人）

7・23

パグウォッシュ会議、広島市で開催

3・30

警察庁長官狙撃事件（国松長官狙撃され重傷）

7・27

天皇皇后、戦後50年慰霊のため広島市訪問

５・16

オウム真理教教祖・麻原彰晃逮捕

８・15

戦後50周年広島県戦没者追悼式開催

６・21

全日空機ハイジャック（羽田発函館行き）

８・29

岡村大橋（呉市豊町・今治市関前岡村）開通

12・８

高速増殖炉「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故

◆知事：藤田雄山

1・17

◆内閣総理大臣：村山富市

〇竹原慎二、WBA世界ミドル級

王者となる（防衛0回）

〇流行歌：Overnight Sensation、LOVE LOVE LOVE

平成
年

８

2・10

北海道の国道豊浜トンネルで岩盤が崩落（死

3・14
５・10

１９９６

7・─

咲きんさい！」

字」が加害責任を認めて謝罪

８・30

クレアライン（広島呉道路）全線開通

住宅金融専門会社処理に6850億円が決定

10・６

広島県立美術館新館開館

病原性大腸菌「Ｏ─157」による集団食中毒

12・7

厳島神社と原爆ドームが世界文化遺産に登録

（患者9000人超、死者11人）
12・17

第51回国民体育大会（ ひろしま国体 ） 開催
（～10.17）大会スローガン「いのちいっぱい、

薬害エイズ訴訟で、 製薬会社の「ミドリ十

ペルー日本大使公邸人質事件

◆内閣総理大臣：村山富市／橋本龍太郎①／橋本龍太郎②
〇流行歌：Don’t wanna cry 、田園、愛の言霊
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1・26

者20人）

◆知事：藤田雄山

〇アトランタ五輪で一乗アキ（バ

スケットボール女子 ）
、中重勝（ 男子フリー・ピスト
ル）出場〇衣笠祥雄、野球殿堂入り

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・11

●第８代会長・岡田茂（おかだ・しげる）
在任期間：1994（平成6）年1月〜2008年1月
1 9 2 4 年 加 茂 郡 西 条 町（ 現 東 広 島

県人会総会（上野精養軒）

市 ）生まれ。東映社長、会長、名誉

会長、副会長の人事を正式決定
６・10

会長。会長就任時は、東映会長。

県人会役員懇親会（羽澤ガーデン）
来賓：竹下虎之助知事ら

11・18

県人会役員会（広島県東京事務所）

◆会長：田部文一郎

●東京広島県人会と岡田茂会長
岡田茂第８代会長の就任披露を兼ねた1994（ 平成６ ）
1・11

県人会総会（ホテルニューオータニ）
出席約500名
第８代会長に岡田茂氏就任
来賓：宮澤喜一前首相、藤田雄山知事、檜山
俊宏県議会議長、古橋広之進、阿川弘之、平
山郁夫、サンフレッチェ広島森保一選手、片
野坂知宏選手ら

3・3

県人会第1回幹事会（出席20名）

◆会長：田部文一郎／岡田茂

年の東京広島県人会総会は、従来の総会とはイメージを一
新したものになった。会場も発足以来続いていた上野精養
軒からホテルニューオータニに変わった。
来賓に藤田雄山知事、檜山俊宏県議会議長、古橋広之進
広島アジア競技会組織委員会会長、宮澤喜一前首相、文化
功労者の阿川弘之氏、平山郁夫氏、サンフレッチェ広島の
森保一選手、片野坂知宏選手らを招き、約500名の出席で
盛大に開催された。
舞台では、「西城秀樹オンステージ」が催され、会場に
はアジアコーナーが設置され、秋に広島で開催される「ア
ジア競技大会広島1994」のPRキャストによるPR活動が

1・10

県人会総会（ホテルニューオータニ）出席約1000名

3・7

第1回県人会幹事会（広島県東京事務所）

４・20

第2回県人会幹事会（広島県東京事務所）

６・2

県人会役員懇親会（銀座東急ホテル）

６・12

第3回県人会幹事会（広島県東京事務所）

7・21

第４回県人会幹事会（広島県東京事務所）

10・19

第５回県人会幹事会（広島県東京事務所）

11・2

県人会役員会（広島県東京事務所）

12・06

第６回県人会幹事会（広島県東京事務所）

◆会長：岡田茂

行われた。

●東京広島県人会の活性化策
平成７年になると、岡田会長のもと東京広島県人会の活
性化対策が、頻繁に協議された。この年、６回にもおよぶ
幹事会が開かれ、活性化対策がまとめられ、11月２日の
東京広島県人会役員会で報告・了承された。
主な方策は、東京広島県人会の会員獲得、財政基盤確立
の為の特別会費改定、国内県人会連合組織申し入れにつき
窓口設定、50周年記念事業などである。

1・10 県人会総会（ホテルニューオータニ）出席約1250名
2・14

来賓：衆参議員11名、安芸乃島関、大野豊投手ら
第1回県人会幹事会（広島県東京事務所）

４・18

第1回県人会正副委員長会議（県東京事務所）

６・10

県人会役員懇親会（銀座東急ホテル）

５・30 第2回県人会正副委員長会議（県東京事務所）
８・22 第3回県人会正副委員長会議（県東京事務所）

10・23 第４回県人会正副委員長会議（県東京事務所）
11・20

12・26

第2回県人会幹事会（県東京事務所）
第3回県人会幹事会（県東京事務所）

●大盛況の東京広島県人会
東京広島県人会50周年を翌年に控えた平成８年の県人
会総会は、前年をさらに上回る約1250人の出席で盛大に
行われた。なかでも地元選出の国会議員が多数参加され、
衆議院からは、宮澤喜一、斎藤鉄夫、中川秀直、佐藤守良、
森井忠良、池田行彦、谷川和穂、参議院からは、宮澤弘、
栗原君子、溝手顕正、菅川健二の合計11名の参加があった。

◆会長：岡田茂
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平成
年

９

１９９７

1・2

ロシアタンカー・ナホトカ号、重油流出事故

1・29

オレンジ共済組合の巨額詐欺事件

3・11

茨城県東海村の動燃工場で爆発事故

４・1

消費税５％に引き上げスタート

４・22

ペルーの日本大使公邸人質事件、人質救出

６・28

酒鬼薔薇聖斗事件（神戸小６生殺害事件）

11・８

北朝鮮の日本人妻15人が一時帰国

12・─

地球温暖化防止京都会議

広島県の出来事
9・20

全国都市緑化フェア（ グリーンフェスタひろ
しま'97）開催（～11/24）

山陽自動車道本線（ 神戸 JCT・山口 JCT ）全

12・10

通
◆知事：藤田雄山／藤田雄山②

〇第22回日本ハンド

ボールリーグ、湧永製薬優勝（８回目）

◆内閣総理大臣：橋本龍太郎②
〇流行歌：CAN YOU CELEBRATE?、硝子の少年

平成
年

10

3・５

キトラ古墳の石室に四神図と星宿図（星宿図

3・20

東京新宿に「広島ゆめてらす」オープン

世界最古級）

４・1

福山市、中核市に移行

４・５

明石海峡大橋開通（世界最長3911m）

４・1

広島国際大学開学

６・６

長野県で妻以外の卵子で体外受精し出産

11・６

中の瀬戸大橋開通（ 安芸灘オレンジライン開

7・25

和歌山カレー毒物混入事件（４人死亡、67人

１９９８

12・14

８・31

北朝鮮のミサイル・テポドンが三陸沖に着弾

*広島平和記念資料館が広島国際会議場とともに公共

10・23

日本長期信用銀行が経営破綻、国家管理へ

◆内閣総理大臣：橋本龍太郎②／小渕恵三
〇流行歌：wanna Be A Dreammaker、夜空ノムコウ

平成
年

11

建築百選に指定
◆知事：藤田雄山②

〇長野冬季五輪で大石博暁（ボ

ブスレー4人乗り）出場

初の脳死判定による心臓・肝臓移植

1・11

井原鉄道井原線（神辺・総社）開業

3・23

海上自衛隊、北朝鮮の不審船に警告射撃

４・─

ふくやま文学館開館

7・1

ＮＴＴ分割（3地域通信会社が発足）

５・1

多々羅大橋（生口島・大三島）開通、瀬戸内

８・9

国旗・国歌法成立（ ８・12通信傍受法、改正

しまなみ海道（西瀬戸尾道IC・今治IC間）全通

１９９９

住民基本台帳法成立）

６・29

豪雨災害が起こる。

9・29

下関で通り魔（下関駅構内に乗用車が突入）

12・13

阿川弘之氏を名誉県民に顕彰

9・30

東海村の核燃料工場で国内初の臨界事故

*広島平和記念資料館および平和記念公園、「広島ピ

10・26

桶川女子大生ストーカー殺人事件

〇流行歌：だんご3兄弟、LOVEマシーン

ースセンター」として日本の近代建築20選に指定
◆知事：藤田雄山②

〇広瀬叔功・古葉竹識、野球殿

堂入り

平成

1・18

安芸灘大橋（呉市と下蒲刈島を結ぶ道路橋）開

年
２０００

1・28

新潟で9年間監禁されていた少女を保護

3・31

有珠山が噴火（住民約1万2千人が避難）

４・1

介護保険制度スタート

４・─

県立福祉大学開設

５・3

西鉄バス乗っ取り事件（犯人は17歳の少年）

４・─

日本赤十字広島看護大学開設

7・12

大手百貨店そごうが倒産

11・1

呉市、特例市に指定（2016年中核市移行）

10・６

鳥取県西部地震（震度６強、負傷者110人）

11・2

森下洋子氏に県民栄誉賞授与

10・10

白川英樹ノーベル化学賞受賞

11・3

第15回国民文化祭（ひろしま2000）県内39の

11・８

重信房子・日本赤軍最高幹部を逮捕

◆内閣総理大臣：小渕恵三／森喜朗①／森喜朗②
〇流行歌：TUNAMI、らいおんハート、桜坂
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平山郁夫氏を名誉県民に顕彰

3・1

◆内閣総理大臣：小渕恵三

12

通）

が中毒）

通

*安芸灘諸島連絡架橋事業の一号橋

市町村で開催（～11・12）
◆知事：藤田雄山②

〇シドニー五輪で中重勝（50m

フリーピストル）出場

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・10 県人会50周年記念総会（ホテルニューオータニ）
出席約1,500名
来賓： 衆議院議員（ 宮澤喜一、 池田行彦、 河

●東京広島県人会会報『ひろしまVol.1』（50周年記念創刊
号）創刊にあたって

昭和二十二年戦後の広島県人会が発足して以来、本会の
目的を掲げながら唯一実行されていないのが、会報の発行
であった。
せっかちで実行力抜群の広島県人と

井克行、斎藤鉄夫 ）
、参議院議員（栗原君子、

して、また歴代名会長のもとで五十年

菅川健二 ）
、藤田雄山知事、檜山俊宏県議会

春

議長、安芸乃島関、三村監督、衣笠選手ら

間もどうして実現していなかったのか

県人会役員会

不思議である。
その点についての記録もないし、何

50周年事業として会報創刊号の発行の件

故なのか今日その理由は解明できない

８・─ 『ひろしまVol.
1』
（県人会会報）発行
◆会長：岡田茂

が、平成七年以来の飛躍的会員のご参加を頂き、今や約五
千名を数える会に発展して参りまして、従来通りの年一回

1・28

県人会総会（ホテルニューオータニ）
来賓：藤田雄山知事、檜山俊宏県議会議長、
衆議院議員（宮澤喜一、亀井静香、中川秀直、
池田行彦）
、参議院議員（菅川健二、溝手顕正、
宮澤弘）
、安芸乃島関ら

7・1

東京広島県人会ニュース創刊

８・４ 第1回県人会フォーラム（赤坂プリンスホテル）
８・─

県人会ホームページ開設

11・25

第2回県人会フォーラム

◆会長：岡田茂
1・28

県人会総会（ホテルニューオータニ）
出席約1,500名

7・7

県人会役員懇親会（銀座東急ホテル）
出席約150名
※この頃までは、役員懇親会を例年7月に実施

８・25

第3回県人会フォーラム（広島県東京事務所）

◆会長：岡田茂

の総会開催では、とても会員各位の要望に対応できない状
況になっている。
戦後発足五十年を記念して、幹事会の中に会報発行委員
会を設け約一ヶ年の準備期間を経て、春、秋二回の発行を
予定する運びとなり、誠に時宜を得た計画とボランティア
で担当された関係幹事の労を多としたい。（以下略）
平成九年八月吉日

東京広島県人会会長

岡田茂

●「東京広島県人会ニュース」創刊
県人会ニュースは、東京広島県人会の会員増を目的とし
て創刊された季刊誌（年４回発行）である。創刊号の「巻
頭言」では、その意気込みを以下のように記している。
今年１月の総会で、岡田茂会長は挨拶の中で次のよ
うに述べられた。
「東京に広島出身者が35万人居るので、何とか１割
を目指して日本一の県人会にしたい」 とこのように強
調された。地道な努力が必要だ。そのために編集担当
として、役員と幹事それに県事務所とで意志の疎通を
はかり、会員数の更なる拡充に役立てたいと念願して
いる。今のところ春夏秋冬に各１回の県人会ニュース
の発行を予定。皆様からのニュース、話題を期待！

1・26

県人会総会（赤坂プリンスホテル）
出席約1,200名
平成11年の大水害の見舞金（ 500万円 ）贈呈
（贈呈先:中国新聞社）

3・9

第４回県人会フォーラム（広島県東京事務所）

５・23

県人会役員懇親会（銀座東急ホテル）
*役員懇親会を年2回（5月・10月）開催に変更

10・４

県人会役員懇親会（銀座東急ホテル）

10・27

第５回県人会フォーラム（日比谷三井ビル）

◆会長：岡田茂

●東京広島県人会フォーラム（その１）
県人会フォーラムは、会員向けに時々のテーマを斯界の
第一線で活躍されている方を講師に招き、語って頂いた講
演会である。1998（平成10）年８月から2014（平成26）
年まで計22回行われた。
※講師の肩書きは当時のものです。

第１回 1998年８月４日

岡田茂（東京広島県人会会長）

第２回 1998年11月25日

松尾正洋（NHK解説主幹）

第３回 1999年８月25日

大利隆行（大蔵省医師）

第４回 2000年３月９日

福間年勝（三井物産副社長）

第５回 2000年10月27日

高原誠（弁護士）
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平成
年

13

広島県の出来事

えひめ丸事故（ハワイ沖で漁業実習船が原潜と

3・24

衝突、9人死亡）

3・24

2・9

芸予地震が起こる
尾道松江線（宍道IC・松江玉造IC）開通

２００１

５・８

武富士強盗殺人放火事件（武富士弘前支店）

４・1

尾道大学開校（尾道短期大学が４年制に移行）

６・８

大阪教育大学付属池田小学校に男が乱入殺人

４・11

紙屋町シャレオ（広島初の地下街）開業

7・21

明石市の歩道橋上で花火見物客が圧死事故

12・13

井口洋夫氏を名誉県民に顕彰

9・11

NY世界貿易センタービルに旅客機が激突

◆知事：藤田雄山②／藤田雄山③

（死者約3000人）
10・10

野依良治ノーベル化学賞受賞

〇第50回黒鷲旗バ

レーボール J T サンダースが初優勝〇長谷川良平、
野球殿堂入り

◆内閣総理大臣：森喜朗②／小泉純一郎①
〇流行歌：Dearest、波乗りジョニー、アゲハ蝶

平成
年

14

1・23
５・８
9・17

3・23

JR呉線に新広駅開設

４・─

原爆放射能医学研究所を原爆放射線医科学研
究所に改称

中国瀋陽市の日本総領事館で、中国武装警官
が北朝鮮の男女５人を拘束連行

10・1

呉市市制100周年記念式典開催

日朝首脳会談（小泉首相、北朝鮮を初訪問）

12・12

新藤兼人氏を名誉県民に顕彰

２００２

小柴昌俊、田中耕一にノーベル賞（同じ年に

10・８
10・15

牛肉偽装事件（雪印食品が狂牛病対策の国際牛
買い取り制度を悪用）

◆知事：藤田雄山③

〇ソルトレーク冬季五輪に大石

日本人2人の受賞は初めて）

博暁（ ボブスレー2人乗り ）出場〇湯木博恵、国際

拉致被害者5人が24年ぶりに帰国

バドミントン連盟殿堂入（日本人唯一）〇サンフレ

◆内閣総理大臣：小泉純一郎①

ッチェ広島 J2降格

〇流行歌：Voyage、SAKURAドロップス

平成
年

15

2・1

米スペースシャトル空中分解（全員死亡）

2・3

内海町・新市町が福山市と合併

3・19

米英軍がイラク攻撃開始

3・1

佐伯町・吉和村が廿日市市と合併

福岡一家４人強盗殺人事件（ 犯人は中国人元

４・1

下蒲刈町が呉市と合併、大崎町・東町・木江

６・20

町が合併し大崎上島町に

留学生3人）

２００３

7・26

宮城地震（震度６強、675人が負傷）

10・10

9・26

十勝沖地震（震度６弱、400人以上が負傷）

*「広島ゆめてらす」
（東京新宿）来館者200万人突破

11・29

日本人外交官殺害（ イラク北部で日本の外交

◆知事： 藤田雄山③

官2名が殺害された）

◆内閣総理大臣：小泉純一郎①／小泉純一郎②

地域伝統芸能全国フェスティバルひろしま開催
〇三河ダム（ 三原市久井町小

林）竣工〇第75回選抜高校野球で広陵高校優勝〇松

田耕平、野球殿堂入り〇安芸乃島関引退

〇流行歌：世界に一つだけの花、さくら（独唱）

平成
年

16

1・12

鳥インフルエンザ感染（山口県の採卵養鶏場）

2・3

イラク陸上自衛隊派遣（ 本隊第1陣約90人が

3・ 1

安芸高田市市制（ 吉田町・ 八千代町・ 美上里
町・高宮町・甲田町・向原町合併）

復興支援に出発）

６・17

８・13

沖縄国際大に米軍ヘリ墜落（米兵3人が負傷）

11・1 江田島市市制（江田島・能美・沖美・大柿各町合併）

10・20

新潟中越地震（Ｍ6.8、死者36人、負傷者2404人）

◆知事：藤田雄山③

宮澤喜一氏を名誉県民に顕彰
〇第53回黒鷲旗バレーボールで

２００４

インド洋大津波（スマトラ島沖地震から発生、

、為末
JT優勝〇アテネ五輪に栗原恵（ バレー女子 ）

死者・行方不明者約28万人）

大（ 400mハードル ）、松田亮（ 陸上200m ）、唐見実世

12・26

◆内閣総理大臣：小泉純一郎②

子（自転車ロードレース）、中重勝（10mエアピストル）

〇流行歌：Sign、Jupiter、あなたがいれば、マツケン

出場〇第48回全日本実業団駅伝で中国電力初優勝〇

サンバ

第31回社会人野球日本選手権でJ FE西日本初優勝

＊平成の大合併①平成16年：川尻町が呉市と合併。上下町が府中市と合併。甲奴町・君田村・布野村・作木村・吉舎町・三良坂町・三和町が三次市と合併。
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東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・24

県人会総会（赤坂プリンスホテル）
出席1,200名以上

3・26

芸予地震見舞金贈呈（贈呈先:中国新聞社）

５・28

県人会春季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ
ル）出席約140名

●学郷会の開催状況と講師一覧（その１）
「郷土について学ぶ会」ということで、2001（平成13）
年7月から始まった県人会幹部の勉強会。講師は広島県東
京事務所の担当者で、現在まで継続している。
※第2・4・7回は、記録なし

第１回 2001年７月４日
鳥井原俊治企業誘致担当課長、植田俊彦農林水産課長、
宮本寿夫土木課長

7・４

第1回「学郷会」（広島県東京事務所）

８・31

夏季幹事研修旅行（石和温泉～9・2日）

10・3

県人会秋季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ

木村伸一環境生活課長、德光重雄福祉保健課長、岡本一

ル）出席約200名

哉商工労働課長

◆会長：岡田茂

第３回 2002年３月

第５回 2002年月
德光重雄福祉保健課長、木村伸一環境生活課長

1・23

県人会総会（赤坂プリンスホテル）
出席1,400名以上

５・23

県人会春季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ
ル）出席約170名

８・24

夏季幹事研修会（石和温泉）

9・3

第８回県人会フォーラム（スクワール麹町）

10・2 「県人会ニュース」第13号発行
10・3

県人会秋季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ

第６回 2003年６月
岡本一哉商工労働課長、寺本克彦農林水産課長
第８回 2004年７月
井上栄三文教課長、高橋龍二企業誘致担当課長
第９回 2005年７月
渡辺義文商工労働課長、上田隆博土木課長
第10回 2006年７月
麻田裕二農林水産課長、堀勇樹環境生活課長

ル）出席約180名

◆会長：岡田茂
1・22

県人会総会&新春懇親会（ 赤坂プリンスホテ
ル）出席約1,300名

５・20

県人会春季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ
ル）出席約160名

7・1

第9回県人会フォーラム

８・22

夏季幹事研修会（石和温泉）

10・─

県人会秋季役員懇親会

*この年「県人会ニュース」第14・15・16号発行
◆会長：岡田茂

●東京広島県人会フォーラム（その２）
第６回 2001年６月

生命保険会社会長）

第７回 2001年12月

藤村宏幸（荏原製作所会長）

第８回 2002年９月３日

岩部金吾（文化シャッター会長）

第９回 2003年７月１日

佐藤博史（弁護士）

第10回 2003年10月15日

水野博之（広島県産業科学技術研
究所所長）

第12回 2005年６月22日

村木正顕（ニッポン放送）

第13回 2005年11月16日

杭谷一東（彫刻家）

第14回 2006年７月４日

住川雅洋（東京都民銀行）

第15回 2007年４月16日
1・21

県人会総会&新春懇親会

５・─

県人会春季役員懇親会

10・7

秋季役員懇親会（キャピトル東急ホテル）

*台風第18号被害者支援のための樽募金を実施
10・31

県人会役員・幹事秋の懇親会in宮島

*この年「県人会ニュース」第17・18・19号発行
◆会長：岡田茂

大竹美喜（アメリカンファミリー

松尾雅彦（カルビー取締役相談
役）加藤俊宣（革新企業研究所）

＊第11回は記録なし

●県人会カードのデザイン発表
2003（平成15）年5月20日の県人会春季役員懇親会で
は、県人会カードのデザインが発表された。

加計町・筒賀村・戸河内町が合併し安芸太田町に。甲山町・世羅西町が世羅町と合併。油木町・神石町・豊松村・三和町が合併し、神石高原町に。
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平成
年

17

２００５

平成
年

18

2 ・10

東武鉄道伊勢崎線・竹ノ塚駅付近の踏み切

４・1

県立広島大学開校。県立広島女子大学、広島
県立大学、広島県立保健福祉大学を統合

りで遮断機の誤操作事故（４人死傷）
3 ・25

愛知万博（愛・地球博）開幕（～9・25）

４・23

呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）開館

４ ・9

北京などで大規模な反日デモ

7・9

野村謙二郎氏に県民栄誉賞を授与

４ ・25

JR福知山線の上り快速が尼崎市で脱線事故

11・ ─

マツダ「ロードスター」 日本カー・オブ・

（死者100人超）

ザ・イヤー受賞

9 ・11

郵政民営化の是非を問う総選挙で与党大勝

*福山港国際コンテナターミナル運用開始

10・1

道路公団（４団体）民営化

◆知事：藤田雄山③／藤田雄山④

〇為末大・尾方剛

◆内閣総理大臣：小泉純一郎②／小泉純一郎③

ヘルシンキ世界陸上で銅メダル〇岡本綾子、世界ゴ

〇流行歌：Butterfly、ココロツタエ、青春アミーゴ

ルフ殿堂入り〇村田兆治、野球殿堂入り

1 ・６

ライブドア・ショック（ＩＴ関連株暴落）

1・10

因島市・瀬戸田町が尾道市と合併

3・9

日本銀行、量的緩和策解除（約５年ぶり）

3・1

神辺町が福山市と合併

3・31

民主党ニセメール事件（執行部総退陣）

7・５

広島平和記念資料館と世界平和記念聖堂、重要文

４・26

耐震構造データ偽造事件

化財に指定（指定を機に「西館」は「本館」と改称）

２００６

北朝鮮がミサイル発射（ 15日国連安保理、北

9月

朝鮮決議案を）

10・1 広島地区でNHKテレビ地上デジタル放送開始

7・５

村上世彰・村上ファンド代表逮捕

10・16

広島高速1号線開通

10・9

北朝鮮、地下核実験を実施

12・12

西瀬戸自動車道（しまなみ海道）全通

６・５

◆内閣総理大臣：小泉純一郎③／/安倍晋三①
〇流行歌：一剣、三日月、恋愛写真、熊野古道

平成
年

19

広島県の出来事

3・25
7・16

台風13号で被害

◆知事：藤田雄山④

〇第57回高校駅伝で世羅高校優

勝（32年ぶり５回目）

能登半島地震（Ｍ6.9・震度６強、死傷者356人、

４・1

広島県立文化芸術ホール運営開始

全半壊家屋2万7千戸）

9・12

前田智徳氏に県民栄誉賞を授与

新潟県中越沖地震（Ｍ6.8・震度６強、死傷者

11・26

新広島市民球場（現マツダスタジアム）起工式

2千人、柏崎刈羽原発3号機火災）

◆知事：藤田雄山④

〇第51回全日本実業団駅伝で中

２００７

7・16

参議院議員選挙で自民党、歴史的大敗

国電力が優勝（3年ぶり2回目）〇坂田健史、WBA

9・12

安倍首相が突然内閣総理大臣辞任を表明

世界フライ級王者になる（防衛４回）〇第89回夏の

10・1

郵政民営化スタート（ 日本郵政公社が日本郵

甲子園で広陵高校準優勝（優勝佐賀北高校）

便・JPに）

◆内閣総理大臣：安倍晋三①／福田康夫
〇流行歌：蕾、千の風になって、吾亦紅、おしりかじり虫

平成
年

20

1・30

中国製の冷凍餃子で食中毒（外交問題に発展）

1・30

福山市がオムニバスタウンに指定

５・12

四川大地震（Ｍ8.0、死者約7万人）

11・─

豊島大橋（アビ大橋）供用開始。これにより

7・7 洞爺湖サミット（ 第34回主要国首脳会議 ）開
10・7

呉市とその南東に位置する安芸灘諸島の島々

催（～7月9日）

を結ぶ８つの橋梁・安芸灘諸島連絡架橋（安

日本人科学者４名がノーベル物理学賞・化学

芸灘とびしま海道、総延長：約 5,300 m）のう

２００８

賞を同時受賞（ 物理学賞： 南部陽一郎・ 小林
誠・益川敏英、化学賞：下村脩）

10・14 世界金融危機（米国のサブプライムローン破綻）

ち7橋が完成。
◆知事：藤田雄山④

〇第87回高校サッカーで皆実高

校初優勝〇山本浩二、野球殿堂入り

◆内閣総理大臣：福田康夫／麻生太郎
〇流行歌：Ti Amo、キセキ、そばにいるね
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＊平成の大合併②平成17年：沼隈町が福山市と合併。芸北町・大朝町・千代田町・豊平町が合併し、北広島町に。黒瀬町・福富町・豊栄町・河内町・安芸津
町が東広島市と合併。音戸町・倉橋町・蒲刈町・安浦町・豊浜町・豊町が呉市と合併。大和町・本郷町・久井町が三原市と合併。御調町・向島町が尾道市と合

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・26 県人会総会&新春懇親会（赤坂プリンスホテル）
５・17

県人会春季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ
ル）出席約208名

６・22

第12回県人会フォーラム

８・26

夏季幹事研修会（熱海）

10・６

県人会秋季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ
ル）参加者約200名

11・16

●東京広島県人会フォーラム（その３）
第16回 2008年６月11日

林有厚（東京広島県人会会長）

第17回 2009年６月11日

大島賢二（前国連大使・国際協力
機構副理事長）

第18回 2010年６月25日

石井泰行（賀茂鶴酒造会長）

第19回 2011年６月28日 村上處直（防災都市計画研究所所長）
第20回 2012年６月14日 古田陽久（世界遺産総合研究所所長）
第21回 2013年６月28日

大竹美喜（東京広島県人会会長）

第22回 2014年６月27日

舛本直文（首都大学東京教授・日
本オリンピックアカデミー理事）

第13回県人会フォーラム（広島大学東京オフィス）

*この年「県人会ニュース」20号・21号・22号発行
◆会長：岡田茂

●広島県人会ニュース
東京広島県人会では、1997年に当時の岡田茂会長のも

1・25

県人会総会&新春懇親会（ 赤坂プリンスホテ
ル）出席約1,400名

５・25

県人会春季役員懇親会（ キャピトル東急ホテ
ル）出席約240名

7・４

第14回県人会フォーラム（広大東京オフィス）

８・25

夏季幹事研修会（箱根）

10・10

県人会秋季役員懇親会（キャピトル東急ホテル）

*この年「県人会ニュース」23号・24号・25号発行
◆会長：岡田茂

と、50周年を記念して会報「ひろしまVol.1」を発行した。
また翌年の1998年１月の総会で、岡田会長が「日本一の
県人会を目指す」と挨拶された。
これを受けて会員数のいっそうの拡充に向けて「東京広
島県人会ニュース」が、この年の７月１日付けで創刊され
た。東京広島県人会の新春懇親パーティなどのイベントや
広島県にかかわる様々な情報を掲載しながら、2016年５
月の54号まで発行された。
その後、「東京広島県人会70周年記念誌」の編集・発行
に全力を傾注するためニュースの発行を中断した。記念誌
発行後はニュースの発行（ ウエブサイトでの発行 ）を再開

1・24 県人会総会&新春懇親会（赤坂プリンスホテル）
４・16
５・22

する予定である。

第15回県人会フォーラム（広大東京オフィス）
県人会春季役員懇親会（ グランドプリンスホ
テル赤坂）

9・7

夏季幹事研修会（那須塩原）

10・15

県人会秋季役員懇親会（ グランドプリンスホ
テル赤坂）出席約220名

*この年「県人会ニュース」26号・27号・28号発行
◆会長：岡田茂

1・23

県人会総会&新春懇親会（ 赤坂プリンスホテ
ル）出席約1,200名

*第9代会長に林有厚氏就任
５・22

県人会春季役員懇親会（東京ドームホテル）

６・11

第16回県人会フォーラム（東京ドームホテル）

9・５

夏季幹事研修会（伊豆）

10・15

県人会秋季役員懇親会（東京ドームホテル）

●第9代会長・林有厚（はやし・ゆうこう）
在任期間：2008（平成20）年1月〜2013年1月
1930年広島市生まれ。東京ドーム
社長、会長、相談役。
会長就任時は、東京ドーム社長。

出席約230名
*この年「県人会ニュース」29号・30号・31号発行
◆会長：岡田茂／林有厚
併。総領町・西城町・東城町・口和町・高野町・比和町が庄原市と合併。湯来町が広島市と合併。大野町・宮島町が廿日市市と合併。
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世界と日本の出来事

平成
年

21

広島県の出来事

1・20

バラク・オバマ、米国第44代大統領に就任

3・28

新広島市民球場（マツダスタジアム）完成

５・─

世界的流行の新型インフルエンザ日本でも発病

４・─

広島都市学園大学開設

５・21 「裁判員制度」スタート

５・1

瀬戸内しまなみ海道開通10周年

５・25 北朝鮮、2度目の核実験実施（前回は2006年）

６・10

こうの史代『この世界の片隅に』完成記念展
開催（大和ミュージアム）

２００９

7・31

若田光一飛行士、長期宇宙滞在から帰還

８・30

第45回衆院選で民主党30８議席の圧勝（9月

10・─

16日鳩山内閣発足）

◆知事：藤田雄山④／湯﨑英彦 〇第60回高校駅伝で

11・27

円急騰（約14年ぶり1ドル＝84円台）

福富ダム（東広島市福富町久芳）竣工式

世羅高校優勝（3年ぶり６回目）

◆内閣総理大臣：麻生太郎／鳩山由起夫
〇流行歌：Someday、YELL、また君に恋している

平成
年

22

２０１０

平成
年

23

４・2

タイで政権退陣デモ激化

６・４

鳩山内閣総辞職（沖縄基地問題の公約果たせず。
社民党連立離脱）

3・14

山陽自動車道、高屋JCT・IC開通により東
広島呉自動車道及び東広島高田道路と接続

４・26

広島高速2号線開通。広島高速3号線（広島

６・13

小惑星探査機「はやぶさ」7年ぶりに帰還

7・11

第22回参議院議員選挙で民主党惨敗

６・30

広島ゆめてらす閉鎖

9・7

尖閣諸島沖で中国漁船が日本の巡視船に衝突

9・1

旧広島市民球場閉場（その後、解体）

南道路）吉島出入口まで開通

10・7

鈴木章、根岸英一、ノーベル化学賞受賞

11・27

山陽自動車道、尾道自動車道と接続

12・４

東北新幹線が新青森まで開通

11・27

尾道松江線（尾道JCT・世羅IC）開通

◆内閣総理大臣：鳩山由起夫／管直人①

12・16

三宅一生氏を名誉県民に顕彰

〇流行歌：I Wish For You、ありがとう、トイレの神様

◆知事：湯﨑英彦

2・22

ニュージーランド南島で大地震（M6.3）

４・─ 福山市立大学開学（福山市立女子短期大学廃学）

3・11

東日本大震災発生（M9.0、死傷者・行方不明

11・27

者24,882人）

壬生の花田植（北広島町）がユネスコの無形
文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代

２０１１

3・11

福島第一原子力発電所事故

3・12

九州新幹線鹿児島ルート全線開業

7・24

地上デジタルテレビ放送へ全面移行（被災3

第2バース運用開始〇第62回高校駅伝で世羅高校優

県を除く）

勝（ 2年ぶり7回目 ）〇下田昭文、WBA世界スー

北朝鮮の指導者金正日総書記が死去（70歳）

パーバンタム級王者になる（防衛0回）

12・17

表的な一覧表」に記載される
◆知事：湯﨑英彦

○福山港国際コンテナターミナル

◆内閣総理大臣：菅直人①／菅直人②／野田佳彦①
〇流行歌：フライングゲット、それでも信じてる

平成
年

24

東京スカイツリー竣工（高さ634m自立式鉄塔

４・1

尾道大学、尾道市立大学に改称

世界一）

7・─

広島ブランドショップ TAUオープン

４・11

金正恩、北朝鮮労働党第一書記に就任

10・─ マツダ「CX5」日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞

８・10

韓国の李明博大統領が竹島を訪問

11・15

８・10

消費税法の改正案が参議院で可決成立

◆知事：湯﨑英彦

2・29

〇サンフレッチェ広島初のJリー

２０１２

9.10

尖閣諸島国有化を閣議決定（中国で反日デモ）

グ年間王者に〇ロンドン五輪で平岡拓晃（柔道男子

10・８

山中伸弥、ノーベル生理学・医学賞受賞

60キロ級）銀メダル、山縣亮太（100m）
、菊地栄樹

12・16

第46回衆議院議員選挙で自由民主党大勝

（ アーチェリー男子団体 ）、 木村文子（ 100mハード

◆内閣総理大臣：野田佳彦①／野田佳彦②／安倍晋三②
〇流行歌：真夏のSounds good !、ワイルドアットハート
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広島西飛行場の供用廃止（広島ヘリポートへ）

ル）出場〇北別府学・津田恒実、野球殿堂入り

東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・29

県人会総会&新春懇親会（東京ドームホテル）
出席約1,300名

５・20

県人会春季役員懇親会（東京ドームホテル）
出席約240名

６・11

第17回県人会フォーラム

9・─

夏季幹事研修会（福島県二本松）

10・14

県人会秋季役員懇親会（東京ドームホテル）

●学郷会の開催状況と講師一覧（その２）
第11回 2007年６月27日
小松俊二企画課長、和田徹企業誘致担当課長
第12回 2008年７月９日
平尾智士健康福祉課長、亀本健介観光物産担当課長
第13回 2009年春
小林寿幸商工労働課長、長田和久土木課長
第14回 2009年11月24日
寺田一之農林水産課長、升田英治環境県民課長
第15回 2010年９月14日

出席約230名
*この年「県人会ニュース」32号・33号・34号発行

瀧口公照企画課長、矢野真治企業誘致担当（兼）観光物

◆会長：林有厚

産担当課長
第16回 2011年７月26日

1・28

県人会総会&新春懇親会（ 東京ドームホテ
ル）出席約1,200名

５・20

県人会春季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）
出席約250名

６・25

第18回県人会フォーラム（広大学東京オフィス）

9・─

夏季幹事研修会（北茨城）

10・25

県人会秋季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）
出席約220名

*この年「県人会ニュース」35号・36号・37号発行

田中健也政策課長、平井幸政策課長、下隠俊作政策課長
第17回 2012年９月26日
奥信知彦政策課長、松﨑博幸政策課長、岡田裕子政策課長
第18回 2013年７月24日
石丸剛史政策課長、岡田浩実政策課長、岡峯美智子政策
課長
第19回 2014年７月24日
福冨裕之政策課長、大山利恵政策課長
第20回 2015年７月21日
小谷美紀政策課長、荻野正博政策課長

◆会長：林有厚

第21回 2016年７月14日
1・27

県人会総会&新春懇親会（ 東京ドームホテ
ル）出席約1,100名

５・19 「がんばろう日本

県人会の集い」（東京ドー

ムホテル）参加者約225名

６・28 第19回県人会フォーラム（広島大学東京オフィス）
9・2

夏季幹事研修会（福島県など）

10・12

県人会秋季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）
出席約170名

*この年「県人会ニュース」38号・39号・40号発行
◆会長：林有厚
1・26

県人会総会&新春懇親会（東京ドームホテル）
出席約1,200名

５・21

県人会春季役員懇親会（東京ドームホテル）
出席約200名

６・14

第20回県人会フォーラム（広大東京オフィス）

9・7

夏季幹事研修会（埼玉県秩父）

10・17

県人会秋季役員懇親会（東京ドームホテル）

森田谷智昭政策課長、畝本孝彦政策課長、大坪慶彦主任
第22回 2017年７月12日
大園哲也政策課長、前田克明政策課長、原田大輔主任
●東京広島県人会の名簿
東京広島県人会の戦後初めての名簿は1950（昭和25）年
にB６判で発行され、以後同じ形式で名簿の発行が続いた。
その後、会員が大幅に増加して活動が充実していくなか
で、 会員のアイデアでモミジ（ 広島県の木 ） とイチョウ
（ 東京都の木 ）をデザインした、東京広島県人会のシンボ
ルマークが誕生した。
この新しいシンボルマークを表紙に配置して、会員の情報
を充実させたＡ４判の新しい名簿が1998年に製作され、
2014年まで会員に配布されていた。しかし、その後は個人
情報保護意識の高まりなどを受けて製作を取りやめている。

出席約170名
*この年「県人会ニュース」41号・42号・43号発行
◆会長：林有厚
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平成
年

25

広島県の出来事

２０１３

2・25

韓国大統領就任式（朴槿恵が大統領に）

3・５

中国で第12期全国人民代表大会開催、習近
平・李克強体制がスタート

3・14

江田島中国人研修生８人殺傷事件

６・22

富士山が世界文化遺産に登録

3・24

福山競馬場開催廃止

3・27

第二音戸大橋（日招き大橋）開通

東京に決定

3・30

松江自動車道全線開通

11・23

中国が尖閣諸島を含む上空を防衛識別圏に設定

４・19

全国菓子大博覧会・ひろしま菓子博2013開催

12・８

北朝鮮で政変（張成沢、更迭処刑）

◆知事：湯﨑英彦／湯﨑英彦② 〇サンフレッチェ広島J1

9・7

2020年夏季オリンピック・パラリンピックが

◆内閣総理大臣：安倍晋三②

2・─

瀬戸内しまなみ海道がミシュランガイド（観
光地）日本編で「1つ星」に選定される

リーグ年間優勝〇外木場義郎・大野豊、野球殿堂入り

〇流行歌：恋するフォーチュンクッキー、EXILE PRIDE

平成
年

26

3・18

ロシア、クリミア自治共和国を武力編入

3・20

宮島町で「平清盛銅像」除幕式

４・1

消費税８％スタート

3・23

広島高速3号線（広島南道路）全線開通

４・16

韓国珍島沖で旅客船「セウォル号」 が沈没

7・12

けん玉ワールドカップ開催（廿日市市）

7・19

瀬戸内しまなみ海道、自転車の通行料無料化

（修学旅行高生ら306人死亡）

２０１４

６・21

富岡製糸場（群馬県）が世界文化遺産に登録

８・20 集中豪雨により大規模土砂災害発生（広島市）

7・1

安倍内閣、集団的自衛権の行使容認を閣議決定

10・13 マツダ「デミオ」日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞

10・7

赤崎勇・天野浩・中村修二の３氏がノーベル

◆知事：湯﨑英彦②

物理学賞受賞

◆内閣総理大臣：安倍晋三②／安倍晋三③

〇第65回高校駅伝で世羅高校優

勝（ 3年ぶり８回目 ） 〇ソチ冬期五輪で竹内智香
（女子パラレル大回転）銀メダル

〇流行歌：R.Y.U.S.E.I.、Let It Go ありのままで

平成
年

27

２０１５

平成
年

28

3・14

北陸新幹線の長野・金沢間が開業

7・５

明治日本の産業改革遺産（製鉄・造船等）が
世界文化遺産登録

８・15

太平洋戦争終結70年

9・19

安全保障関連法案可決

10・６

大村智、ノーベル生理学・医学賞受賞、梶田
隆章、同物理学賞受賞

10・23

TPP大筋合意（参加12カ国）

3・1 4

J R 西 日 本 と ア ス ト ラ ム ラ イ ン の「 新 白 島
駅」が開業

3・22

東広島・呉自動車道、尾道松江線（中国やま
なみ街道）開通

10・─

マツダ「ロードスター」 日本カー・オブ・
ザ・イヤー受賞

◆知事：湯﨑英彦②

〇第66回高校駅伝で世羅高校優

勝（2年連続9回目）、女子第27回高校駅伝で世羅高校

◆内閣総理大臣：安倍晋三③

が初優勝〇サンフレッチェ広島 J リーグ年間優勝（ 後

〇流行歌：Unfair World、Dragon Night、お岩木山

期も優勝）
〇JTサンダース、男子プレミアリーグ初優勝

1・1

マイナンバー運用開始

４・10

G7外相会合が広島市で開催

２０１６

3・26

北海道新幹線（新青森・新函館）開業

４・─ （一社）せとうち観光推進機構設立

５・28

G7伊勢志摩サミット開催

５・27

オバマ大統領、広島訪問（現職大統領初）

６・23

イギリスが国民投票でＥＵ離脱決定

9・22

黒田博樹氏・新井貴浩氏に県民栄誉賞を授与

10・５

大隈良典、ノーベル生理学・医学賞受賞

11・20

金藤理絵氏に県民栄誉賞を授与

11・８

アメリカ合衆国大統領選挙トランプ氏当選

◆知事：湯﨑英彦②

12・9

韓国国会で朴槿恵大統領の弾劾訴追案可決

会で J T サンダース優勝〇広島東洋カープ・セリー

12・15

日ロ首脳会談開催（山口県長門市）

グ優勝（25年ぶり7回目）〇リオデジャネイロ五輪

◆内閣総理大臣：安倍晋三③
〇流行歌：あなたの好きなところ、海の声

〇第65回黒鷲旗バレーボール大

で金藤理絵（ 女子200m平泳 ）金メダル、山縣亮太
（男子400mリレー）銀メダル
＊2017年９月18日 広島東洋カープ・セリーグ優勝（8回目、連覇は37年ぶり）
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東京広島県人会70年のあゆみ

東京広島県人会の活動
1・31

県人会総会&新春懇親会（東京ドームホテル）

５・16

県人会春季役員懇親会（東京ドームホテル）

６・28

第21回県人会フォーラム（ 神戸大学東京六甲

●第10代会長・大竹美喜（おおたけ・よしき）
在任期間：2013（平成25）年1月〜
1939年庄原市生まれ。アフラック
社長、会長、最高顧問を歴任（現在、
創業者）
。総理直轄教育再生実行会議

有識者委員、国際科学振興財団会長、

クラブ）

10・16

県立広島大学経営審議会委員。会長

県人会秋季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）

就任時は、アフラック日本社最高顧問。

出席約200名
*この年「県人会ニュース」44号・45号・46号発行
◆会長：林有厚／大竹美善

1・30

県人会総会&新春懇親会（東京ドームホテル）

５・23

県人会春季役員懇親会（東京ドームホテル）

６・27

第22回県人会フォーラム（広大東京オフィス）

10・15

県人会秋季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）
出席約200名

11・29

第2回全国広島県人会幹事長会議（広島ブラ
ンドショップTAU）

●全国広島県人会幹事長会議
全国に９つある広島県人会の幹事長が一堂に会し、共有
する悩みや広島応援団としての協力行動について話し合う
場。大竹会長と豊松近畿広島県人会会長（当時）の提唱に
よりスタートした。2013（平成25）年に第１回を大阪で
開催。その後、東京、札幌で開催し、2016（平成28）年
12月に第４回会合を再び東京で開催した。

*この年「県人会ニュース」47号・48号・49号発行
◆会長：大竹美善

1・─

一般社団法人 東京広島県人会発足

1・29

県人会総会&新春懇親会（ 東京ドームホテ
ル）出席約1,200名

５・27

県人会春季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）
出席約200名

10・14

県人会秋季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）

●一般社団法人化
財務や組織運営の透明性を高め、会員の参画意識を強め
ることを企図して、2015（平成27）年１月、東京広島県
人会は、従来の任意団体から一般社団法人となった。それ
に伴い、会員総会を新春懇親パーティから独立させ、別途
２月に改めて開催することとした。

出席約200名
*この年「県人会ニュース」50号・51号・52号発行
◆会長：大竹美善

1・27

県人会総会&新春懇親会（ 品川プリンスホテ
ル）出席約1,000名

５・18

県人会春季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）
出席約130名

10・12

県人会秋季役員懇親会（ 東京ドームホテル ）
出席約140名

11・29

第1回学生応援セミナー（広島県東京事務所）

12・3

第４回全国広島県人会幹事長会議

●第１回学生応援セミナー
広島県出身で首都圏の大学に学んでいる学生を対象に、
経済界や官界の先輩が講演するもの。大学の教官とは違っ
た切り口で、就職や結婚といった人生の節目においてどの
ように考え、どう行動したかを失敗例も含め披歴していた
だく。
第１回は大竹会長を講師に、2016（平成28）年11月実
施。

*この年「県人会ニュース」53号・54号発行
◆会長：大竹美善
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東京広島県人会
2017（平成29）年の活動実績
１月
リオ・オリンピックメダリスト金藤理恵選手、山縣亮太

1月24日

選手、加藤健志コーチ、村上恭和卓球日本女子代表監督

理事会

70周年記念新春懇親パーティー
品川プリンスホテル

25年ぶりにセリーグ優勝を果たした広島東洋カープ緒方孝市監督

大竹会長挨拶

戦時下の呉が舞台の『この世界の片隅に』の
片渕須直監督と主人公の声を担当したのんさん、
真木太郎プロデューサー（左から）
湯﨑県知事からの祝辞

２月
2月24日

講演会及び会員総会

2月24日

理事会

４月
４月４日
岸田外務大臣からの祝辞
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副会長懇談会

東京広島県人会 2017
（平成29）
年の活動実績

５月
５月19日

70周年記念懇親会 in 広島

リーガロイヤルホテル広島

東京広島県人会の懇親会を、一度広島で開催して

７月
７月12日
学郷会

７月21日

副会長懇談会

10月

ほしいという広島経済界の声にこたえ、７0周年記
念事業の柱の一つとして広島で開催した。

10月11日

秋季役員懇親会

10月11日
理事会

11月
11月

７0周年記念誌発刊

12月
12月
大竹会長挨拶

副会長懇談会（予定）

＊この間、各部会（総務・企画・広報）及び部長会
は毎月開催。７0周年誌編纂委員会も毎月開催。

●一般社団法人 東京広島県人会
理事・監事一覧

（2017 年２月 24 日）

◇代表理事・会長
大竹美喜（アメリカンファミリー生命保険会社 創業者）
◇理事・副会長
博（〈公財〉資本市場振興財団 顧問）

保田
広島交響楽団による弦楽四重奏

児玉幸治（〈一財〉機械システム振興協会 会長）
惺（日本電信電話株式会社 取締役会長）

三浦

松尾康二（カルビー株式会社 相談役）
勲（株式会社広島銀行 代表取締役会長）

⻆廣

金井誠太（マツダ株式会社 代表取締役会長）
山本治朗（株式会社中国新聞社 社主・代表取締役会長）
山根昌久（株式会社山根 東京本社 代表取締役社長）
小丸成洋（福山通運株式会社 代表取締役社長）
◇理事・幹事長
住川雅洋（株式会社千雅 上席顧問）
◇監事
安芸高田市の伝統芸能「神楽」の上演

森信茂樹（中央大学法科大学院教授）
林

浩美（森・濱田松本法律事務所 弁護士）
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2030年、広島 の未来社会
一般財団法人ひろぎん経済研究所

「2050年春、東京へ出張する。彼にとっては35
年ぶりの東京だ。全日本航空機でワシントンＤＣを

✢「しごと」

飛び立って２時間半、快適な空の旅も終わろうとし

2016（平成28）年の広島県における有効求人倍

ている。
」
『近未来シミュレーション2050日本復

率は全国を大きく上回っており、人手不足が深刻な

活』
（ ク ラ イ ド・ ブ レ ス ト ウ ィッ ツ 著 ） の 第 １ 章

状況になっています。しかし、2030年にはＡＩロ

「2050年東京」の冒頭で、今から30年あまりのち

ボットやＩＴの進展で、サービス業などのオフィス

2050年の世界が描かれています。続きに、これを

では、ＰＣすら姿を消して、多くの人は自宅など自

実現するのが米国企業を買収した日本の企業が開発

分に適した場所で働いていることでしょう。また、

したものとあるところが目をひきます。

中山間地域を中心とした農業も、広島県の特徴でも

これまでも私たちは、技術の進歩、例えばインタ

ある狭く傾斜のある農地をものともせず、無人のト

ーネットの世界的な普及と飛躍的な発展など、想像

ラクターがあらかじめプログラムされた農地を走り

していた「モノ」や「サービス」がいつの間にか現

回り、ロボット草刈り機が農地を周回して、斜面の

実になってきた経験をしてきました。これからの世

草刈りをして戻ってきます。

の中も、さらなる技術革新により、そのスピードは

製造業も、個人ベースで開発・製造・販売するビ

早まり、今は想像できない世界も現実のものとして

ジネスが広がり、個人の活動が拡大するでしょう。

目の前に現れることでしょう。

例えば、広島市内の企業A社に勤める未来さんは、

一方、広島県に目を向けますと、ご承知のとおり、

「中山間地域の自宅で仕事をしながら、無人の農機

古くから現在に至るまで自動車や造船、鉄鋼、機械

具を操って農作業、さらに自宅の離れに作った部屋

などをはじめとした製造業が多く存在しています。

で３Dプリンターを使って機械部品を製造・販売す

冒頭の旅客機にみられるように日本の製造業がさら

る」といった、複数の「しごと」を持って働いてい

に強く大きくなり、世界を席巻している姿に広島県

るかもしれません。

の企業が一翼を担っているかもしれません。
ＩｏＴやＡＩなどのキーワードにもありますよう

✢「ひと」

に、現在の社会はさまざまな分野で技術革新に支え

メガネや腕時計など、身につけて使うコンピュー

られて進展を続けていますが、こうした進展によっ

タであるウェアラブルデバイスを通じて健康管理が

てどのような社会が実現しているのか、広島県の

行われた結果、県民の健康寿命が延び、健康に暮ら

2050年より少し近い10余年後の2030年の未来を、

す人が増えます。また、家庭に普及したロボットが、

「しごと」
「ひと」「まち」の観点から想像してみま
しょう。
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家事や介護など暮らしを支える大きな力となって活
躍します。宮島などの土産物店では、翻訳機能を通

2030年、
広島の未来社会

0

0

0

じて店主が流暢な日本語で外国人と楽しく話をする

に進化を遂げて、ウェアラブルデバイスにより本人

姿が見られるでしょう。もちろん広島弁もOKです。

の希望に応じて自動運転機能の自家用車が迎えにく

このように多言語コミュニケーションが可能とな

るようになります。流川でみられる「そろそろ車を

り、訪日観光客とのコミュニケーションも活発にな

呼ぼうか…」といった会話もなくなるでしょう。

ります。

いろいろと想像してきましたが、最近の技術の進
展スピードをみると、未来社会は確実に近づいてく

✢「まち」

ると強く感じます。一方で、便利で忙しい社会のな

ＩｏＴやＡＩの進展は、交通システムや物流シス
テムなど、
「まち」を支えるインフラを大きく変貌

かで、人はさらに心の豊かさを求めるようになるで
しょう。

させるかもしれません。なかでも自動運転機能を備

当研究所が2016年に実施した「移住に関するア

えた車が実用化され、渋滞や事故から解放され、安

ンケート調査」によると、広島県への移住に関心を

全に目的地にまで移動できるようになり、運転の必

もつ人は、「自然豊かな環境で生活したい」という

要がないため、移動中もオフィスや休憩場所として

意見がもっとも多くなっています。

車が使われます。

都市部でも自然に恵まれているこの広島県が、海

また、広島県は都市部や鉄道沿線の地域以外、バ

と山に近いすばらしい「ふるさと」として、この未

スや自家用車がおもな交通手段ですが、ウーバーに

来社会の予測以上にさらに発展することを願ってい

みられるスマートフォンを使ったサービスからさら

ます。

広島の未来社会予想図

（資料）一般財団法人ひろぎん経済研究所作成
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国内の広島県人会（８団体）＊東京を除く
◆北海道広島県人会（設立：2011 年 7 月）
代表：小林 仁
札幌市中央区南四条西 12 丁目 1304-4 メソﾞ
ンロワール 412
1F-B アビサル・ジャパン内 〒 064-0804
TEL011-530-6500 FAX011-530-6501
https://hokkaido-hiroshima.jimdo.com/

◆みやぎ広島県人会（設立：1983 年 1 月）
代表：悦木敏行
宮城県黒川郡富谷町富谷字湯船沢 28
（有）サンシャイン宮城内 〒 983-3311
TEL022-779-1651 FAX022-348-8951
https://www.facebook.com/miyagihiroshima/

◆中部広島県人会（設立：1934 年 3 月）
代表：増田卓司
名古屋市中区上前津 2-7-4
幸栄ビル 3 階 〒 460-0013
TEL052-321-8281（FAX 同）
http://www.chubuhiroshima.com/

◆京都広島県人会（設立：1918 年 1 月）
代表：向井博一
京都市伏見区深草西浦町 4-62
㈱アースワーク内 〒 612-0029
TEL075-646-3888 FAX075-646-3335
http://www.kyoto-hiroshima.com/

◆近畿広島県人会（設立：1883 年）
代表：立岩文夫
大阪市北区梅田 1-3-1-800
広島県大阪情報センター内 〒 530-0001
TEL06-6345-6081 FAX06-6450-8778
http://www.k-hiroken.com/

◆姫路広島県人会（設立：1962 年 12 月）

海外の広島県人会（28 団体）
＜ハワイ諸島＞

◆ホノルル広島県人会（設立：1955 年）
Honolulu Hiroshima Kenjin Kai （HHKK）
代表：ミヤオ会長（英語）
活動地域：オアフ島（ホノルル）
https://www.facebook.com/
HonoluluHiroshimaKenjinkai/

◆東ハワイ広島県人会（設立：1967 年 4 月）
East Hawaii Hiroshima Kenjin Kai
代表：ゴーヤ会長（英語）
活動地域：ハワイ島（ヒロ）

◆コナ広島県人会（設立：1967 年）
Kona Hiroshima Kenjin Kai
代表：チャン会長（英語）
活動地域：ハワイ島（コナ）

◆ワヒアワ・ワイアルア広島県人会（設立：1955 年）
Wahiawa-Waialua Hiroshima Kenji Kai（WWHKK）
代表：永井会長（英語）
活動地域：オアフ島（北部）
＜北米＞

◆シアトル広島クラブ（設立：1901 年 1 月）
Seattle Hiroshima Club
代表：ナメカタ会長（英語）
活動地域：ワシントン州（シアトル市）
http://seahiro.org/about/timeline/

◆オレゴン広島クラブ（設立：1918 年 1 月）
Oregon Hiroshima Club
代表：カワゾエ会長（英語）
活動地域：オレゴン州（ポートランド市）

◆サクラメント広島日系人会（設立：1906 年）

代表：齊藤淳泰
姫路市錦町 128
広島銀行姫路支店内 〒 670-0921
TEL0792-81-3366 FAX0792-24-3020

Sacramento Hiroshima Nikkeijin Kai
代表：ムラモト会長（英語）
活動地域：カリフォルニア州（サクラメント市）

◆ふくおか広島県人会（設立：終戦後）

◆スタンクトン広島同志会（設立：1917 年 8 月）

代表：井上雄介
〒 810-8629
福岡市博多区中州 2-6-10
㈱ふくや 網の目コミュニケーション室内
TEL092-291-3578 FAX092-282-5117
m.ishida@fukuya.co.jp（メールアドレス）

Stockton Hiroshima Doshi Kai
代表：オカモト会長
活動地域：カリフォルニア州（スタンクトン市）

◆沖縄広島県人会（設立：2000 年 11 月）
代表：迫幸治
沖縄県那覇市樋川 2-4-1 農連中央市場
事業協同組合事務所１階七屋内 〒 900-0003
TEL098-963-6367 FAX098-963-6368
http://hiroshimanchu.com/
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◆湾東広島日系人会（設立：1950 年 10 月）
Wanto Hiroshima Nikkeijin Kai
代表：カチュウ会長（日本語ＯＫ）
活動地域：カリフォルニア州（バークレー市）

◆桑港広島日系人会（設立：1898 年 1 月）
San Francisco Hiroshima Nikkeijin Kai
代表：フジモト会長（日本語ＯＫ）
活動地域：カリフォルニア州（サンフランシスコ市）

国内広島県人会と海外の広島県人会一覧

◆サウスベイエリア広島日系人会（設立：1917 年 1 月）

◆ペルー広島県人会（設立：1955 年 3 月）

South Bay Area Hiroshima Nikkeijin Kai
活動地域：カリフォルニア州（サラトガ市）
代表：オオニシ会長

Peru Hiroshima Kenjinkai
代表：土師会長（英語）
活動地域：ペルー（リマ市）

◆南加広島県人会（設立：1910 年）

◆ボリビア広島県人会（設立：1962 年、1999 年 6 月再結成）

Hiroshima Kenjin Kai of So. Calif. Inc.
代表：モリオカ会長（日本語ＯＫ）
活動地域：カリフォルニア州（ロサンゼルス市）

Bolivia Hiroshima Kenjin Kai
代表：塔野会長（日本語ＯＫ）
活動地域：ボリビア（サンタ・クルス市、ラ・パス市）
bolivia_hiroshima@yahoo.co.jp

◆中加広島県人会（設立：1990 年 3 月）
Chuka Hiroshima Kenjinkai
代表：オオタニ会長（英語）
活動地域：カリフォルニア州（フレズノ市）

◆塩湖広島県人会（設立：1957 年）
Salt Lake Hiroshima Kenjin-kai
代表：ミツナガ会長（英語）
活動地域：ユタ州

◆コロラド広島県人会（設立：1975 年）
Colorado Hiroshima Kenjin Kai
代表：コニシ会長（英語）
活動地域：コロラド州

◆シカゴ広島県人会（設立：1956 年 5 月）
Chicago Hiroshima Kenjinkai
代表：ヨシダ会長（英語）
活動地域：イリノイ州（シカゴ）

◆バンクーバー広島倶楽部（設立：1902 年 8 月）
Vancouver Hiroshima Club
活動地域：ブリティッシュ・コロンビア州
代表：クボタニ会長（日本語ＯＫ）
備考：旧・芸備同志会

◆オンタリオ広島県人会（設立：1906 年 4 月）
Hiroshima Kenjin Kai Ontario
代表：タカハシ会長（英語）
活動地域：オンタリオ州
＜中南米＞

◆メキシコ広島県人会（設立：1960 年）
Mexico Hiroshima Kenjin Kai
代表：平田会長（日本語ＯＫ）
活動地域：メキシコ（メキシコ・シティ）
momiji.mexico@yahoo.com

◆ドミニカ共和国広島県人会（設立：1959 年 8 月）
Dominica Hiroshima Kenjin Kai
代表：矢島会長（日本語ＯＫ）
活動地域：ドミニカ共和国（サントドミンゴ）

◆在アルゼンチン広島県人会（設立：1951 年 6 月）
Hiroshima Kenjinkai en la Argentina
代表：井上会長（日本語ＯＫ）
活動地域：アルゼンチン（ブエノスアイレス市）

◆ガルアぺー広島県人会（設立：1960 年 1 月）
Garuhape Hiroshima Kenjin Kai
代表：山田会長（日本語ＯＫ）
活動地域：アルゼンチン北東部（ガルアペー移住地、プエルト・
リコ町）

◆在パラグアイ広島県人会（設立：1960 年 4 月）
Paraguay Hiroshima Kenjin Kai
代表：河野会長
活動地域：パラグアイ（ラ・パス移住地、エンカルナシオン市）

◆アマンバイ広島県人会（設立：1987 年）
Amambay Hiroshima Kenjin Kai
代表：大原会長
活動地域：パラグアイ北東部（アマンバイ市）

◆ブラジル広島文化センター（設立：1955年7月、1995年組織名改称）
Centro Cultural Hiroshima do Brasil
通称：ブラジル広島県人会
Brasil Hiroshima Kenjinkai
代表：平崎会長
活動地域：ブラジル南部（サンパウロ市）
備考：県人会館／広島文化センター
Centro Cultural Hiroshima do Brasil
Rua Tamandare，800−Liberdade,
São Pau ｌ o, CEP 01525-000 BRASIL
事務局長：次山千枝子（Tieko Tsuguiama）
県人会館常勤スタッフ（日本語ＯＫ）
TEL55-11-3207-5476 FAX55-11-3208-8501
http://www.hiroshima.org.br/ja/

◆北伯広島県人会（設立：1988 年 12 月）
Hokuhaku Hiroshima Kenjinkai
代表：越智恭子
活動地域：ブラジル北部（パラ州ベレン市、トメアス市）
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一般社団法人

東京広島県人会
第1代

歴代会長一覧

な が さ き え い ぞ う

長崎英造

第4代

と う た に で ん

じ

ろ う

東谷傳次郎

（1894〜1987年、享年92）

（1881〜1953年、
享年71）

1959（昭和34）年１月

1951
（昭和26）
年４月

第４代会長に就任

初代会長に就任

1969（昭和44）年１月退任

1953
（昭和28）
年４月急逝
＊永野重雄副会長が代行
1881 年、広島市堺町生まれ。広島一中、第一高等学校、東

1894年安佐郡福木村（現広島市）生まれ。東京帝国大学法学

京帝国大学法科大学卒業後、大蔵省、台湾銀行を経て鈴木

部卒業。1922年会計検査院書記に採用され、1954年会計検

商店入社。日本火薬製造（現・日本化薬）創業。広島大学設

査院院長となる。1960年飯能ゴルフクラブ初代理事長。同年接

立委員長、吉田内閣経済顧問、（財）日本証券投資協会会長、

収貴金属処理審議会会長。

日経連顧問、経団連日米経済提携懇談会会長、経済協力懇談
会会長などを歴任し、日本経済の復興と躍進の基盤作りに尽力
した。著書に『独蘇の経済理念と我が経済新体制』、翻訳書に
『米国は何故に繁栄するか』、『歴史は繰返すか』がある。

第5代

な が

の

し げ

お

永野重雄

（1900〜1984年、享年83）

第2代

ま る や ま つ る き ち

丸山鶴吉

（1883〜1956年、
享年72）

1969（昭和44）年１月
第５代会長に就任
1984（昭和59）年５月逝去

1954
（昭和29）
年１月

＊太田利三郎副会長が代行

第２代会長就任
1956
（昭和31）
年２月急逝
＊永野重雄副会長が代行
1883年、沼隈郡松永村（現福山市松永町）生まれ。県立福山中
学、第一高等学校、東京帝国大学法科大学卒業。1909年内務
省入省。1929年警視総監。東京市会議員、大政翼賛会事務総
長、宮城県知事を経て東北地方総監。公職追放後、1951年武
蔵野美術大学学長。

1900年島根県松江市生まれ。広島市で育ち、広島高師付属
小・中、第六高等学校を経て東京帝国大学法学部卒業。1924
年浅野物産に入社。翌年、倒産会社の富士製鉄支配人となり同
社を再建。1934年同社は日本製鉄に統合される。1947年片山
内閣の経済安定本部副長官。1950年新発足の富士製鉄社長。
1959年日商・東商会頭。1963年日本鉄鋼連盟会長に就任。
1970年八幡製鉄との合併により新日鉄会長に就任。経済同友
会代表幹事、
日本商工会議所会頭などを歴任。

第3代

の

む ら ひ で

お

野村秀雄

（1888〜1964年、
享年76）

第6代

お お

た

り

さ ぶ ろ う

太田利三郎

（1901〜1992年、享年91）
1957
（昭和32）
年１月
第３代会長就任

1985（昭和60）年１月

1959
（昭和34）
年１月退任

第６代会長に就任
1991（平成3）年１月退任

1888年、双三郡原村（現三次市）生まれ。
旧制三次高校、早稲田
大学法科卒業。中央新聞、國民新聞を経て朝日新聞社入社、

1901年広島市生まれ。1925年東京帝国大学経済学部卒業、
日

1940年取締役編集局長。1945年10月、終戦時の役員総辞職で、

本銀行入行。1947年日銀理事、1951年日本開発銀行副総裁、

朝日新聞社代表取締役として事後処理に当たり、5ヶ月後退任。

同行総裁を経て、1964年日本鉄道建設公団初代総裁1967年日

1948年から約3年間、熊本日日新聞社社長。第8代NHK会長。

本自動車販売協会連合会会長。1977年セントラル総合開発社長。
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東京広島県人会・歴代会長一覧

第7代

た

な べ ぶ ん い ち ろ う

田部文一郎

（1907〜2002年、
享年94）

第10代
（1939〜）

お お た け よ し

き

大竹美喜

1991
（平成3）
年１月

2013（平成25）年１月

第７代会長に就任

第10代会長に就任

1994
（平成６）
年１月退任

1907年広島市生まれ。広島一中、東京商科大学予科を経て、

1939年庄原市生まれ。庄原実業高校、広島農業短期大学（現

東京商科大学（現一橋大学）卒業後、1930年三菱商事入社。

県立広島大学）卒業。1971年アメリカンファミリー生命保険東

太平洋戦争開戦時はニューヨーク勤務で、
５ヶ月間の収容所生

京事務所代表。1974年、
アメリカンファミリー生命保険日本社

活を経験。終戦時は満州勤務、1946年秋帰国。1974年三菱商

設立。1986年同社社長、米AFLAC本社取締役を兼任。1995年

事社長就任。1980年会長、1986年相談役、1998年特別顧問。

同社会長、2003年最高顧問。2015年最高顧問退任。
ジョージ
ア州コロンバス市名誉市民。2013年教育再生実行会議委員。

第8代

お か

だ

しげる

岡田

茂

（1924〜2011年、
享年87）
1994
（平成６）
年１月
第８代会長に就任
2008
（平成20）
年１月退任

平和へのメッセージ
今年、広島は被爆から 72 年目の夏を迎えた。
昨年は、プロ野 球の広島カープだけでなく、
被爆地広島からの平和のメッセージという意味

1924年加茂郡西条町（現東広島市）生まれ。広島一中、旧制広
島高校を経て、東京帝国大学経済学部卒業、1947年東横映画
入社。1949年東横映画・東京映画配給・太泉映画が合併し東
映となる。1971年東映社長就任。1993年会長、2006年名誉会
長。東映中興の祖。

でも、広島が注目を集めた年であった。
2016 年５月に伊勢志摩で開催された第 42
回先進国首脳会議（伊勢志摩サミット）の外相
会議は岸田外務大臣（当時）をホストに広島で
開催された。またサミット後に、オバマ大統領
は米国の現職大統領として初めて広島を訪れ
た。広島を訪ね、平和記念資料館で被爆時

第9代

はやし

ゆ う こ う

林 有厚

（1930〜2017年、
享年87）
2008
（平成20）
年１月
第９代会長に就任
2013
（平成25）
年１月退任

の広島の惨状、そこで罪もないのに苦しみも
がいている市民の姿を見た。人であれば誰しも、
このような惨状をもたらす核兵器の廃絶、さら
には愚かな戦争をこの世から無くしていこうと
願う気持ちが強くなる。
各国首脳には是非、広島を訪れ、広島平和
資料館を見学してもらい、被爆直後の惨状を
目に焼き付けてほしい。まず、
「隗より始めよ」

1930年広島市生まれ。旧制修道中学校、新制修道高校を経て、

で、日本の首相は就任するとすぐ広島、長崎

1955年慶應義塾大学法学部卒業、後楽園スタヂアム入社。常

の資料館を見学していただきたい。被爆市民

務、専務、副社長を経て、1996年東京ドーム社長に就任。2009
年会長、2012年相談役。1996年から2015年まで日本ボクシン

の気持ちを忘れないためにも。

グコミッションのコミッショナーを務め、2008年には東洋太平洋
ボクシング連盟会長に就任。
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編集後記

一般社団法人 東京広島県人会

編 集

一般社団法人 東京広島県人会7０周年記念誌を、2017年
11月15日付で発行の運びとなりました。本記念誌は、創立70周
年を迎えた東京広島県人会の活動の現況を克明に記し、併せ
て、広島県、日本、世界の様相と関わりをまとめました。社会、
政治、経済、歴史、文化、芸術、スポーツ、娯楽など幅広くカ

70周年記念誌編纂委員会
委員長

山下靖典

副委員長

緒方 徹

委 員

日谷潔（広報部副部長）、宮田俊範 、宮本隆之
（50音順）
緒方静子（広報部長）

バーすることを心がけました。広島ゆかりの皆さんの郷土に寄せ

委員会事務局

る熱い気持ちも記していただきました。

広島県東京事務所総務課長

また東京広島県人会の歴史を掘り起こし、これを軸に年表
を組み立てました。県人会の発足以来の歩みを理解するのに

広報部

熊本正巳、中村 洋、原田 泉、藤原直樹 、

部 員

藤本 崇、山根知之（50音順）

資するかと思います。年表作成の過程で、新たなる発見もあり
ました。これまで第２代会長は野村秀雄氏であるとされていま

東京広島県人会事務局

したが、 実は丸山鶴吉氏が第２代会長を務めていたことが資

制

料により判明しました。

装丁・本文デザインレイアウト

いわゆる東京裁判での有罪判決を受け、東京・巣鴨プリズン

翻

ました。また、首都圏で学ぶ県出身の女子学生の支援を目的と

上原友子

矢熊 晃 （出窓社）

作

辻 聡

水口 毅（ ホノルル広島県人会とハワイ・コナ

訳

に服役していた賀屋興宣元大蔵大臣ら広島県出身者に県人会幹
部が差し入れなどの慰問を行なっていた様子もより詳しく判明し

増井博文

広島県人会からの文章 ）
資料提供

月刊経営者、公益社団法人広島交響楽協会、
参議院議員宮沢洋一事務所、 衆議院議員

した広島県女子郷友会の歴史、活動も明らかとなりました。これ

寺田稔事務所、上下歴史文化資料館、

らは本記念誌に記録されています。

精養軒、田山花袋記念文学館、築地本願寺、

県人会誌の発行は、20年前の50年誌以来です。

出窓社、日本近代文学館、広島県東京事務所、

皆様が東京広島県人会と広島県をより深くご理解いただく道し
るべとなり、さらに将来においてこの県人会活動の展開、発展に
役立つ事を願っております。
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本記念誌には、内外の会員、全国あるいは海外の他の広島
県人会、自治体、経済界、文化関係団体などの皆様から多くの
ご寄稿を頂きました。ここにあつく御礼申し上げます。
本記念誌は総文字数が約24万4000字、 掲載写真総数約
100枚という膨大なものとなりました。
最大の特徴は、発行形式に、インターネット版と印刷本を初
めて併用した事です。これは日谷潔編纂委員の提案を受けて採

一般社団法人

東京広島県人会７０周年記念誌
2017年11月15日初版発行

用されました。世の中がネット社会に大きく移行する中での決断
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です。利点として ① 発行コストの抑制 ② 編集作業がやりやすく
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なる ③ 文字の拡大化で弱視者、高齢者にも読みやすくなる ④ ど
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編纂作業に関わったメンバーは次に掲載しました。
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このほか、当県人会の住川雅洋幹事長、金森貴哉幹事長代
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理の皆さんにはきめ細かく支えて頂きました。2016年4月から
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2017年10月時点で合計19回の編纂会議を県東京事務所で開き
ました。皆様のご協力に感謝申し上げます。
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