第一節

日程（スケジュ－ル）、内容

我々、新日本石油特約店は各エリアごとにジュニア会 （二世会） を組織しており、年に
一度、全国合同研修会を開催している （昨年度は四国・松山大会）。今年の全国研修会は中部
さんしょう

（山 翔会）主管により広島市で開催された。

北海道チニタ会(※)からは小林氏、栗林氏、上参郷氏、木賀氏、荒田氏、高森氏と私、OB
から杉江氏、新日本石油北海道支店から業務 Gr 中垣氏の合計 9 名が参加した。
※チニタとはアイヌ語で「夢」の意味

６月２９日（金）
16:30

広島空港着。（前泊者 5 人、フェリ－で宮島へ）。

６月３０日（土）
13:20

リ－ガロイヤルホテルで全国若手経営者会 幹事会

14:00

全国若手経営者会

14:10

特別講演

15:15

タウンミ－ティング（新日石より渡会長、西尾社長、他 5 名の役員が登壇）

開会

（㈱壱番屋

創業者特別顧問

宗次徳二氏）

質疑応答（当会からの質問者：上参郷氏）
17:30

閉会（連絡事項）

18:30

大ホ－ル（大和の間）にて懇親会

20:10

広島市街地に移動、二次会

７月１日（日）
08:00

広島カンツリ－クラブにてコンペ。表彰式後解散
（ゴルフに参加しないメンバ－は広島市内・呉観光）

17:40

チニタ会は東広島駅からこだま 662 号で倉敷市へ

７月２日（月）
09:00

倉敷美観地区、チボリ公園、SS 見学

14:15

岡山空港発－羽田空港－千歳空港へ（18:30 着）

今年春に東北 （東北みちのく会 ）、関東から （青風会 ）、（ときあさま会 ）、（富士みらい会） が新
たに設立し、これで沖縄を除く全国のブロックでジュニア会が設立されたことになる。
今回の参加人数は 122 名、共催である新日本石油の参加者も入れると総勢 146 名の大規模
研修会になった。
研修会の日程は 6 月 30 日から 7 月 1 日の 2 日間であるが、例によって我々北海道勢はせ
っかくの遠方出張をさらに有意義にするため、今回は倉敷視察をオプションに取り入れた。
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尚、本レポ－トでは 30 日の特別講演とタウンミ－ティングの内容を割愛した。それは
業界においての専門的な内容であることと、各社方針及び機密事項が含まれているため別
しる

添に詳細を記すこととする。
そのため、本レポ－トは広島を紹介する”旅行記”として読んで頂けると幸いである。

第二節

広島到着
つ

ゆ

すがすが

6 月末の北海道は初夏の季節でたいへん過ごしやすい。北海道の夏は梅雨もなく、清々
しい風が吹いている。
ぬ

一転、6 月 29 日 13 時 30 分、小雨降る暑苦しい風が衣服を湿
らし肌にまとわりつく。
広島空港の外に出ると外気は 28 度。
はっきり言おう。言いきってしまおう。
「真夏である」。

小雨交じりで湿度も高い

私は広島には過去 3 度、来たことがある。しかしどういう訳か全てこの時季、真夏のと
きに来ているのだ。
紅葉に染まる宮島は素晴らしいと人は言う。そうだろう、確かに見事に違いない。
しかし、仕方がない。新日本石油の全国会議は株主総会が終わる必ずこの時季なのだ。
「夏に涼しいところを」と北海道人が希望を出したら 、「それより北に行くとしたら北方
領土に行くしかないではないか」と言われることは承知している。
「いや、違う。富士山頂があるではないか」と切り返したらどうなるだろう。
-----------------------------------------------------------前宿者 5 名はリムジンバスに乗り込んだ。ク－ラ－は・・・ない。
リムジンバスで揺られること 50 分。車窓から見える緑が濃い。何もかもが夏の到来を物
語っていた。
今日の予定は、ホテルのチェックインを済ませた後、広島湾の宮島にフェリ－で渡る。
その後、広島市内に戻り、夕食（前宿者懇親会）の予定である。
翌日は午前中に平和記念資料館（原爆資料館 ）、広島城をまわってから、午後の会議に出
席する予定である。
バスが広島市内に着くころ、雨は上がり、幾分涼しい風が吹き始めた。
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第三節

ホテル会場

すっかり雨が上がったころ、ホテル前にバスが着いた。
明日の会議会場でもある「リ－ガロイヤル広島」。
地上 33 階、高さ 150m は中国・四国地方では最大のホテルであり、
館内には室内プール（写真中）を始めジム・フィットネス・サウナ
・エステ等が完備され、レストランやバーなども 10 店舗と充実
した県下一のリゾ－トホテルに 2 泊することになる。
部屋からは広島市内全域、遠くに瀬戸内海を見渡せ、眼下に平和
記念公園、原爆ド－ム、広島城を見下ろすことができる。何と部
屋によっては隣りの広島球場でのゲ－ムをタダで上から観戦することができるのだ（笑）。
※ 広島市民球場：広島東洋カ－プのホ－ムグラウンド

チェックインを済ませ、待ち合わせのロビ－に降りると、今しがた
巨人軍の選手達がホテルから球場に向うところで、黒だかりが出来
ていたという。
これは後でタクシ－の運転手から聞いたことだが、広島球場での
プロ野球は比較的観戦しやすいとのことである。サラリ－マンが仕
事帰りにふらっと立ち寄ることもできるらしい。
これは風呂ではない

広島には地元チ－ム （広島カ－プ） があるので、当然、野球
ファンが多いが、さて巨人戦と阪神戦とではどちらの入場
者が多いかという質問だが、巨人戦では 15,000 人、阪神戦
では 30,000 人とのことである。
※ これがどういう意味で、何を示唆しているのかというこ
とも言っていたが、・・思い出せない。

近々、球場が移転し、人の流れも変わるだろうということ
も言っていた。

今日のゲ－ムは「広島 vs 巨人」

<ホテルの窓から市内を見渡す>

広島平和記念公園

広島城と護国神社（手前はひろしま美術館）
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あ

第四節

き

安芸の宮島

宮 島
広島湾に、太古より神を斎 （いつき） 祭る島、島そのものがご神体として信仰（自然崇
拝）の対象となっていた島がある。
長さ約 9km、幅約 6km の島、ここ宮島は日本三景（※）のひとつであり、広島に来たら一
度は必ず訪れたい観光名所である。

※ 日本三景 ： 宮島、天橋立、松島
※ 安芸は旧安芸郡を指し、広島市の東部にあたる

いつくしま

平成 8 年 12 月、宮島「厳 島神社」がユネスコ世界文化遺産として登録された。
私の宮島渡島は 2 度目となるが、世界遺産登録前のことでもあり、是非もう一度訪れたい
場所でもあった。
広島駅から JR 山陽本線で宮島口に降りる。そこか
ら宮島へは瀬戸内海を JR フェリ－で渡る約 10 分の航
路である。まだ本格的な観光シ－ズンではなかったた
めか、フェリ－ （みやじま丸） にはほとんど乗客がいな
か

き

かった。フェリ－から洋上に牡蠣の養殖場、正面に宮
島が見える。フェリ－は厳島神社の大鳥居をかすめる
様にゆっくりと宮島に近づいて行った。
宮島桟橋フェリ－乗り場
みせん

この島は、太古からその島の姿と、弥山を主峰とす
る山々と、昼なお暗い原始林に覆われた山容に霊気が
感じられたところから、周辺の人々の自然崇拝の対象
となっていた。
宮島の歴史によると、推古元年（593 年）、土地の有力豪
族であった佐伯鞍職が社殿造営の神託を受け、御笠浜
に社殿を創建したとある。
フェリ－から大鳥居が見える

宮島のフェリ－降り場に着いたのは午後 4 時 40 分。
北海道より日没は遅いので、まだ充分に観光時間はあ
る。
十数年前に来たときの記憶では、確かここで鹿にまと
わりつかれた記憶があった。
記憶は間違っていなかった。鹿軍団が、まず歓迎の意
を表してくれた。
しかし、再会を喜んでいる時間はない。
まず最初に目指すは厳島神社である。

おおっ、鹿くん。また会えたね。
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ここから厳島神社までは商店街を通っていくことに
なる。徒歩で 12 分くらいであるが、種々の商店（土産
物屋・旅館など）が軒を並べている。

商店街を歩きながら宮島を若干紹介しよう。
宮島には厳島神社の他、千畳閣・五重塔、歴史民族
みせん

資料館、宮島水族館などがあり、弥山などの原始林散
くうかい

策（ロ－プウェイがある）も楽しめる。空海が立ち寄った

土産物屋・食堂・旅館などが並ぶ

たと言われる紅葉谷公園は、秋には約 200 本のモミ
ジで赤く染まる。
宮島の食べ物では名物に”穴子（アナゴ）”がある。
か

き

たい

瀬戸内で捕れた新鮮なアナゴは、牡蠣、鯛と並んで
かまめし

すし

名産とされ、あなご釜飯、あなごうどん、あなご鮨
などがメニュ－に並んでいる。
宮島の特産に”杓子（しゃくし・しゃもじ）”がある。

あなご釜飯の店も多い

宮島杓子は、寛政のころ（1789 ～ 1800）、宮島の光明
院の修業僧誓真が考案し、島民たちに製作方法を教
えた（ご飯をよそう、盛る）飯杓子が、いわゆる宮島杓
子として広まった。桜や桑を材料に作られた宮島杓
子は日本中に知れわたる宮島一番の特産品である。
食堂のメニュ－板にも使われ （右写真）、土産物屋に
は切手を貼ればそのまま出せる杓子の形のハガキ（当
然、木製）があるのには驚いた。
食堂のメニュ－板にも杓子が使われている
まんじゅう

もうひとつ宮島で有名なものに”もみじ饅 頭”がある。
その昔、Ｂ＆Ｂなるお笑い芸人が”もみじ饅頭”の知名度を全
国区にまで広げたが、その効果であろうか、至るところに”も
みじ饅頭”の店が並んでいる。先に空海のことを書いたが、も
しの

みじに関してはＢ＆Ｂは空海を凌いだとも言える。
しかし、以前来たときにこれほどの”もみじ饅頭”の種類があったであろうか。
まっちゃ

いも

もち

以前からの「こしあん」
「つぶあん」
「クリ－ム」に加え、今や「抹茶」
「栗あん」
「芋 」
「 餅」
「チョコ 」「りんご 」「ア－モンド 」「ピ－チ 」「レ－ズン 」「プロセスチ－ズ 」・・、なん
と「変種」というのまである。宮島もみじは今や何でもありの境地に達したと言える。
※ それにしても変種というのは何であろうか（笑）、誰かお土産に買ってきてもらいたい。
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いつくしま

厳 島神社
商店街を抜け、海岸線を少し歩くと厳島神社の朱塗りの
おおとりい

大鳥居が見えてきた。
国の重要文化財にも指定されているこの大鳥居を間近に見
るとやはり存在感に圧倒される。
また今の時間帯は干潮にあたり、普段は海面のなかに建っ
ている大鳥居まで歩いていくことができる。
※これは是非とも大鳥居の主柱に触ってこなくてはならない。

近づくにつれ、大きさと頑強さが徐々に実感できる。
大きさは奈良の大仏とほぼ同じ 16.8 ｍ、重量は約 60 トン。
は

朱色が空と海の青色に映える。
主柱に触ってみる。

干潮時には歩いて行くことができる

堅い。主柱は樹齢 500 ～ 600 年のクスノキの自然木で作ら
れており、 8 代目にあたる現在の鳥居を建立するにあたっ
ては、巨木探しに 20 年近い歳月を要したという。
たた

ちょっと叩いてみた。コンコンと堅い音がする。
主柱の根元は海底に埋められているわけではなく、松材の
杭を打って地盤を強化し、箱型の島木の中に石を詰めて加
重するなど、先人の知恵と工夫によって鳥居の重みだけで
立っているのだ。さっき叩いてしまったが、もう少し本気

このまま満ち潮までいたら
私は水没するだろう

で叩いていたら倒れてしまったかもしれない。
背後に厳島神社の本殿がある。平安時代、時は久安 2
年 （ 1146） に平清盛が安芸守に任ぜられ、夢枕に立った老
僧から「厳島神社を造営すれば、きっと位階を極めるで
あろう」という示現を受け止め、厳島神社を深く信仰し、
現在の寝殿造りの姿に造営したものである。
複雑な回廊
かいろう

長さは約 275 ｍ（幅 4m）の廻廊は、床板の間に目透しとい
う隙間があり、高潮の時に下から押しあがってくる海水の
圧力を弱め、海水や雨水を海へ流す役目を果たしている。
幾度となく台風や落雷などで損壊したという社殿だが、
都度の修復によりその壮麗さを今もなお我々に魅せ続けて
いるのだ。
※ 物産展に清盛の絵を描いた杓子が売られていた。清盛と杓子は関係ないと思うのだが（笑）。

-6-

少し歩き、小高い丘を登ると千畳閣・五重塔が見えてくる。
千畳閣は豊臣秀吉が九州遠征の際に建立したもので重要文化財
にも指定されている。着工後、秀吉の死去によって天井や壁も
取り付けられていない未完成のままとのことである。
千畳閣の名はその造りが広大（畳を敷けば 857 畳）なことから名
付けられたものらしい。
さえぎ

おろ

ここからは木々によって 遮 られ、厳島神社は見下ろせなかっ
たが、当時は眼下に同系色 （朱色） の厳島神社を望み、さぞかし
荘厳であったであろう。
五重塔（重要文化財）

そろそろ日が暮れてきた。
フェリ－乗り場に戻る途中で大鳥居が見えた。すでに潮
が満ち始め、もう主柱まで歩いて行くことはできない。
波打つほどの早さで潮が満ちてくる。
写真でよくみる海面に浮かぶ厳島神社も実際に見てみた
いが、残念ながら次のスケジュ－ルがある。
文化遺産に匹敵するものではないが、広島での夕食タイム
である。

潮が満ちてきた。
海面最高位は 250cm 位にもなる

1400 年の歴史をもつ厳島神社。日本全国に約 500 社ある厳島神社の総本社である
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りゅうせい

第五節

広島に龍 勢、そして人ありき

我々が広島に来ていることを知った東海林氏が是非ご一緒したいということで、わざわ
ざ東京から駆けつけてくれた。
※ 東海林剛一氏：新日本石油北海道支店業務課に所属時、 2002 年北海道チニタ会の設立から関東第
一支店業務課（現在）に異動する 2004 年 7 月まで、担当事務局として会の運営に尽力頂いた。

東海林氏が推薦するお店は、地元藤井酒造 （広島市中区三川町）
のお酒を飲める落ち着いた雰囲気の郷土料理店であり、店名は
ひとありき

くら

「人有喜－蔵 」。瀬戸内料理とともに藤井酒造の銘酒を頂ける
のれん

くぐ

ということで、喜々として店の暖簾を潜った
ここで少し藤井酒造の紹介をしよう。
藤井酒造は広島県竹原市にある酒蔵で、創業は文久三年（江戸末期）。
今からちょうど 100 年前の 1907 年 （明治 40 年）、日本で最初に行われた
りゅうせい

全国清酒品評会に代表銘柄の『龍 勢』を出品し、最高位優等賞第１位
を受賞している。創業以来、銘酒『龍勢』は全量純米にこだわった少量
生産のこともあり、地元広島でも扱える店は少ない限定流通商品である。
龍勢（山廃）を食前酒とし、数々の瀬戸内料理が目の前に並んだ。瀬戸内
て ん ぷ ら

で捕れた「刺身盛り」を始め、
「こいわし」
「さわら」
「あなごの白焼き・天麩羅」と続く。
途中 、「小松菜のぬた 」「れんこんはさみ揚げ」など山陽の山の幸が並んだ。メインディ
せいきょう

ふくちょう

ッシュは地場の「高宮とりの唐揚げ」「幻霜ポ－ク （※）」。お酒は誠 鏡、富久長など地場
銘酒が並ぶ。
げんそう

※

幻 霜ポーク：中国山地の穏やかな風土に恵まれた
環境で育てられた豚で、筋繊維が細かく低脂肪。
肉色は鮮紅色で小さな霜降りが細かく入っている。

幻霜ポ－ク
せっけん

帰りに東海林氏から龍勢石鹸をお土産に頂いた。
うた

豊富な地酒

さけかす

純米吟醸「龍勢」エキスが配合が謳い文句の酒粕石けんである。
広島在中のうちはこれで顔を洗おう。明日の会議では景気のいい
話しはできないが、血色だけはよくなるだろう。
おおたた

ご

あさってのゴルフでは大叩きしそうだが、青ざめた表情だけは誤
ま

か

魔化せそうだ。

運転前は洗顔できない
↑冗談

安芸の味覚を充分に堪能させてくれた東海林氏に感謝し、我々は次の目的地に向かった。
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第六節

広島の大衆食文化①－広島風お好み焼き

広島の名物と言って思い起こすのが「広島風お好み焼き」。
当然、広島にはお好み焼きの店が非常に多い。有名なのが「お好
み村」である。今やこの「お好み村ビル」は広島の観光名所にま
でなっているのである。
ひし

まさ

30 店のお好み焼きの店が犇めくこのビルは、正に観光客を飲み込
む小麦粉の要塞と言っていいのでないだろうか。
さて、ここの探索は明日に回すとして、今日は地元の人達に人気の

お好み村

店に入るとしよう。
我々が入ったその店とは、知る人ぞ知る創業 60 年、「元祖へんくつや（総本店）」である。
へんくつ

※ 読み違えないでいただきたい。我々が偏 屈なのではない、店の名がへんくつなのである。

さてその前に広島風お好み焼きとは何かを少し書くことにしよう。
「広島風」というからには何か特徴があるはず、関西風とどこがどう違うのか。
皆さんのなかには、タネを最初に全部混ぜるのが関西 （大阪） 風で、混ぜないでタネを重
ねていくのが広島風だと答える人がいるかもしれない。
見事に正解。その後に「どちらも美味しい」がつくと完璧である。
ラ－メン同様、この地では国民的食べ物なので奥が深いことは察しがつく。私の様にお
ぞうけい

うんちく

や

ぼ

好み焼きに造詣が浅いものが間に入って蘊蓄を語るのは野暮というもの。
いや、野暮を通り越して、危険かもしれない。
何ってたって、大阪 vs 広島なのである。

地元での人気店「へんくつや」

とんぺい焼きを食べる。

翌日「お好み村」に行く。広島風の

広島市中区新天地２－８

ソ－スが美味しい。

魅力は「多重構造にある」と 通 は言

土産に 1 本買ってしまった

う。よくわからんが、豚肉が厚い！

つう

野菜の量がスゴイ！その上に豚肉やらうどんなどが「これでもか！」と乗っていく。アメ
スペシャル

キング

バ －ガ －

リカ人なら「Special King Burger ！」と叫ぶだろう。
る。

熱い鉄板が店内をさらに暑くさせ

大阪人と広島人のパワ－の源がお好み焼きのなかに凝縮されている。
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第七節

広島の大衆食文化②－つけ麺

広島風お好み焼きほどではないが、隠れた名物に「（広島風）つけ麺」がある。
我々が思い浮かべる暑い夏に合うさっぱりしたメン類と言えば、冷やしラ－メン、ざるラ
－メン、冷やしたぬきそば、ソ－メンなどではないだろうか。
広島ではかなりの高ランクに「つけ麺」が入るのである。
つけ麺とは何かを書く前に、まずは想像してほしい。
まず「つけ」とは何か。
例えばスナックで会計するときに発する言葉、「つけでお願い！」。
その「つけ」であろうか。
惜しいが、外れている。そもそも飲食店では現金決済が基本である。
麺（めん）はわかるだろう。それを「つける」のである。
麺をどこにつけるか。
ネクタイ代わりに首に付けるのではない。鼻につけるのでも、ましてやイヤリング代わり
に耳につけるのでもない。
そう、タレにつけるのである。
右の写真が正真正銘の「つけ麺」である。
そばにも、たぬきそば、きつねそば、月見そば、
天ぷらそばなど色々な付加価値そばがある。
つけ麺にも色々なバ－ジョンがある。しかしこれ
は 、「のり焼きつけ麺」でも「のりがつおつけ麺」

細麺の上にたっぷり野菜が乗っている

でもない、ただの「つけ麺」である。
※面白いことに「のり焼き」「のりがつお」より、ただの「つけ麺」が値段が高い。
麺は細麺のラ－メンと考えていいだろう。タレはカツオと昆布からしっかりダシを取っ
す

ている。ここまでなら、ざるラ－メンとさほど違いはない。違いはラ－油である （擦りゴ
マ入り）。真っ赤に染まったカプサイシンが背筋をピンと伸ばしてくれる。
からみ

これは美味しい。野菜たっぷりのラ－メンを辛味の利いたタレで食べる。さっぱりしてい
ながらも夏バテの体をしゃきっとさせてくれる逸品である。
※ この店では辛さは 0 から 30 倍まであった。0 ～ 3 倍まではお子様・初心者用、4 ～ 6 倍が辛党、
7 ～ 9 倍が中辛（頑張るね～）、10 ～ 15 倍が大辛（すごいじゃん！）と書いてある。

以下割愛。

かわい

ここで見栄を張って広島の地で撃沈するか。・・・可愛く３倍を頼んだのは言うまでもない。
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第八節

広島の歴史

30 日朝、ホテルから徒歩で広島平和記念公園に向う。
土曜日の早朝であるにもかかわらず、広島の中心部の
人通りは多い。
原爆によって、当時は 70 年間は不毛の地となると言わ
れていたマチを今歩いている。
ここで簡単に広島の歴史を振り返ってみよう。
古代、現在の主要な地域はほとんど海中にあったが、
周辺に縄文時代、弥生時代の遺跡があることから、広

6 本の川が市中を流れ、
「水の都」とも言われている

島の歴史は古く、近畿と北九州の文化圏の接触地帯であったとされている。当時この地区
は「五ケ村」と呼ばれており、中世には太田川の搬出してきた土砂によって砂洲や自然堤
防ができ、次第にデルタ（肥沃な土地、平野）を形成するようになっていった。
もうりてるもと

今から 400 年前（1589 年）、毛利輝元が築城を始め、この地を「廣島（広島）」と命名。
豊臣秀吉の勢力下に入った毛利は中国地方の大半を領有する 112 万石の大名となり、現在
の広島の発展の基礎を築いた。
ながあきら

毛利は関ケ原の戦（1600 年）に敗れるが、その後に入城した福島正則や浅野長 晟など歴
代の藩主も城下町の拡張や干潟の干拓によって次々と築造し、城下の総人口は 7 万人前後
となり、国内 7 番目の大都市（※）になっていった。
※ 人口順では江戸・大坂・京都・名古屋・金沢・広島

1871 年（明治４年）に廃藩置県が行われ、広島区となった後、人口が 8 万人を越えた 1889
年、市制町村制により全国で最初の市の一つとして市制を施行する。昭和に入り、広島港
の修築を皮切りに産業の近代化が進められ、1931 年（昭和 6 年）満州事変から軍都（軍の主
要基地）、そして中国地方における政治・経済・交通の中心都市となっていった。

そして第二次世界大戦末期の 1945 年（昭和 20 年）8 月 6 日、市の中心部に一発の爆弾が
炸裂する。この人類史上最初の原子爆弾投下により、広島市は一瞬にして焦土と化した。
い

か

一面の焼け野原、完全に壊滅した都市が如何にして現在の大都市に復興したのだろうか。
一つは国内最初の特別法（※） の施行であろう。国が国策として復興を下支えしたのだ。
そしてもう一つが広島市民の結束、希望であったのだろう。
※ 1949 年（昭和 24 年）「広島平和記念都市建設法」公布

人口 116 万人を数える大都市広島の中心部を歩く。
あいおいばし

相生橋が見え、その奥に焼けただれた「産業奨励館」が見え
る。現在は「原爆ド－ム」として呼ばれ、1996 年ユネスコの
世界遺産に登録されている。

相生橋：原爆投下の目標
となった
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第九節

平和記念資料館（原爆資料館）

今から 62 年前の 1945 年（昭和 20 年）8 月 6 日午前 8 時 15 分。地上 600 メ－トルの上
空で人類史上初めての原子爆弾が炸裂した。
広島の人達は「熱線」「爆風」「放射能」によって三度殺された。
火球の中心温度は 100 万度。爆心地周辺の地表は 3,000 ～ 4,000 度に達し、爆心地にいた
人はコンクリ－トに影だけを残し、一瞬で蒸発した。次の瞬間、周辺の空気が膨張し、超
高圧の爆風が街の人や建造物をなぎ倒す。放射能は広域四方に拡散し、長期間にわたり生
存者の人体破壊を行った。
平和記念資料館には全てが展示されている。
写真、被爆者の遺品の数々。ここで感じたことを概
略で抜粋列挙することは私はできない。
この資料館は、入館者自身の目に耳に直接訴えるこ
とでその存在意義を後世に伝えているのだ。
今年 2007 年 8 月 6 日。今年もこの場所で平和記念

広島平和記念資料館（原爆資料館）

式典が行われた。今年朗読された「平和宣言」と「平
和への誓い」の前文のみ掲載する。この文をもって、資料館内部を想像してほしい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------秋葉広島市長

「平和宣言（前文）」
あさなぎ

あびきょうかん

8 時 15 分。朝 凪を破る B-29 の爆音。青空に開く落下傘。そして閃光、轟音―静寂―阿鼻叫喚。
ただ

落下傘を見た少女たちの眼(まなこ)は焼かれ顔は 爛 れ、助けを求める人々の皮膚は爪から垂れ下が
つ

つぶ

り、髪は天を衝き、衣服は原形を止めぬほどでした。爆風により 潰 れた家の下敷になり焼け死んだ
うらや

人、目の玉や内臓まで飛び出し息絶えた人――辛うじて生き永らえた人々も、死者を 羨 むほどの
「地獄」でした。14 万人もの方々が年内に亡くなり、死を免れた人々もその後、白血病、甲状腺癌
等、様々な疾病に襲われ、今なお苦しんでいます。

（後略）

こども代表「平和への誓い（前文）」
私たちは、６２年前の８月６日、ヒロシマで起きたことを忘れません。
あの日、街は真っ赤な火の海となり、何もかもが焼かれてなくなりました。川は死者で埋まり、生
き残った人たちは涙も出ないほど、心と体を傷つけられました。目も鼻も口もわからないほどの大
やけど。手足に突き刺さった無数のガラス。あの日、ヒロシマは、怒りや悲しみのとても恐ろしい
街でした。これが原子爆弾です。これが戦争です。これが本当にあったことなのです。（後略）

--------------------------------------------------------------------------------------------------

今年のこども代表、森展哉君と山崎菜緒さん（小学校 6 年）の誓いの最後の言葉。
「私たちは、ヒロシマを遠い昔の話にはしません。世界中の人々の心を平和の灯火で
つなぐことを誓います。」

誓いはこの言葉で締めくくられている。
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第十節

平和記念公園

原爆投下からちょうど 4 年後の 1949 年 8 月 6 日、「広島平和記念都市建設法」が制定さ
れ、そのなかの計画のひとつに平和公園の建設があっ
た。1954 年に完成したこの平和記念公園には、「原爆死
没者慰霊碑 」、「原爆供養塔 」、「平和の鐘 」、「原爆の子
の像」、そして原爆の残り火から分火された「平和の灯」、
南側に「広島平和記念資料館 」、「国際会議場 」、北東に
「原爆ドーム」がある。
ここでは原爆の子の像に触れてみよう。

毎年の平和記念式典には各国からも
多くの人が参列する。

さだこ

当時 2 歳だった佐々木禎子さんは爆心地から 1.7km で被爆し
たが、自宅にいたため無傷だった。その後、不調を訴えること
なく学校ではリレ－の選手で活躍する活発な女の子に成長した。
小学校 6 年生の夏の検査では異常なかったが、11 月頃より突然
首のまわりにシコリができ顔が腫れ上がり始め、余命 1 年の白
血病と診断される。
お

つる

折り鶴を千羽折れば病気が治ると聞いた禎子さんは元気にな
ること祈りながら鶴を折り続けるが、その願いもかなわぬまま 8
カ月後の 1955 年秋、12 歳の短い生涯を終えた。
※闘病生活で折った鶴は夏に 1000 羽を超えていた。同部屋に
入院していた人は「もう 1000 羽折るわ」と聞いている。

原爆の子の像。折り鶴が
まわりを囲む

禎子さんが折った鶴は葬儀の時に 2、3 羽ずつ参列者に配られ、
擱に入れて欲しいと呼びかけられ、そして遺品として参列者に配られた。
この悲しい知らせを聞いた同級生たちが中心となって、禎子さんをはじめ原爆で亡くなっ
た多くの子供達を慰霊し、平和を守るための記念の像をつくろうと呼びかけ、全国各地か
ら集められたお金で 1958 年（昭和 33 年）、原爆の子の像が完成した。
「「 父ちゃん、今日も来てくれたんよね 」、「禎子、何にもしてやれなくてごめん 」。
切なくなると三篠川の川辺に立って、腹一杯の大声で禎子を何度も呼びながら、人目
を忍んで泣いていました。それは、そこが、かって衛生兵だった時、向こう岸の我が
ざんげ

子の名前を呼びながら対話した所でもあり、娘への懺悔の場所にふさわしいと思う理
由でした。一緒に過ごした１２年の短い時間は思い出を、追っても追っても、悲しみ
を追いかけるばかり・・・「父の叫び」より」
この原爆の子の像の下に鐘がある。鐘を鳴らすと公園一帯に悲しい響きがこだました。
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相生橋を渡ったところに原爆ド－ム （当時は産業奨励館） があり、当時の被爆の凄さを物
語っている。
原爆を搭載した B29 エノラ・ゲイの爆撃手は、相生橋を
照準に捉えてスイッチを押した。午前 8 時 15 分だった。
エノラ・ゲイは衝撃波を避けるため 155 度の急旋回をし
て北に飛び去り、その 43 秒後、ド－ム上空 600 メ－トル
で原子爆弾は炸裂した。
※ 建物に焼き付いた熱線の影から正確に測定した調査による
と、爆心地はほぼ近い「 島病院の上空 580m」とされている。
チェコ人の建築家ヤン・レツル氏

今年 7 月末、地元紙に掲載されたコラムを載せる。

※

の設計。（1915 年完成）

読者は最初、何を書いているか気づかないだろう。時の進行とともに広島のあの時と気づく。
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第十一節

公園周辺、そして会議会場へ

広島護国神社
明治元年の戊辰戦争で戦没した浅野藩士をまつる神社
だが、その後原爆で焼失し、昭和 31 年現在の広島城跡に
再建された。昭和 46 年の昭和天皇の御参拝を契機に年々
参拝者が増加し初詣には 50 万人の参拝者を数えるらしい。
しず

日差しが強くなってきた。資料館で高揚した気持ちを鎮
め、記憶を整理するためここでしばし休憩としよう。

護国神社境内

街なかにこのような閑静な場所があると色々な意味で実にありがたい。

広島城
この広島城は 1589 年（天正 17）に毛利輝元が築城したもの
である。築城には川の中州の埋め立てが必要となり大工事で
あったが、築城技術のサポートとして側近の黒田如水を派遣
し、自らも建設中に広島城に滞在したという話も残っている。
関ヶ原の戦い後、輝元は長州藩に減封。広島城は福島正則の
ながあきら

居城となり、後に浅野長 晟が入城する。
1931 年（昭和 6 年）に国宝に指定されたが、原爆により全てが
全壊してしまった。今の広島城は 1958 年に当時のままの外観
で再建されたものである。
天守閣内部は歴史資料館であり、第五層は展望室となって
いるらしい。

鯉城の別称がある広島城

”らしい”と書いたのは、私は城に入らなかったからである。
昨年、松山城に入り、あまりの急な階段で息が上がったことをふと思い出してしまったか
らである。
こ

い

こい

また、この地区は己斐と言われ、広島市を流れる太田川が鯉の産地であることから、広
島城は「鯉城」とも呼ばれている。
さて、賢明な読者はもうお解りだろう。
親会社を持たない市民球団として 1949 年(昭和 24 年)に結成されたという独自の歴史を持
つ「広島東洋カ－プ」。

「カープ」は「鯉」の英語 Carp に由来しているのだ。戦後だっ

たことから滝を登る鯉の姿に広島の復興の想いを込めようという願いも込められている。
「鯉は恋にも通ずる」というのは読者の勝手な想像である。そう思われる方は、是非お時
間を取り、勝手に行っていただきたい。
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中国軍管区司令部の地下通信室跡
皆が広島城の急な階段を登っている間、私は広島城の付
近を散策していた。そこに偶然「中国軍管区司令部・地下
通信室跡」を見つけた。ここは大戦時、半地下式の作戦司
令室・通信室であったらしい。
横にまわると、僅かな窓（空気孔）がある。炎天下のなか、
この様な狭い密室で作戦が練られ、外部との通信がなされ
ていたのだろうか。

窓は唯一ここだけだった

原爆で市内の通信網は全て破壊されたが、かろうじてここの軍事専用電話が唯一破壊を
まぬが

免 れたのだろう。

その日、ここから女学生が広島の破壊を通信した。これが広島の原

爆被災の第一報といわれている。

1945 年 10 月

鉄門で施錠されており、中は見られない

米軍撮影

そろそろ昼近くになってきた。我々一行は昼食メニュ－に広島で静かなブ－ムを呼んで
いる「つけ麺 （※）」を選び、その後、今回渡航の目的である会議会場リ－ガロイヤルホ
テルに戻った。

※ 「つけ麺」に関しては第七節に記載

ユ－ス・ジェネレ－ト・フォ－ラム
新日本石油の渡会長、西尾社長をはじめ、全 7 名の
役員が登壇された絵は正に圧巻である。
今回の新日本石油特約店の全国若手経営者会（ユ－ス・
ジェネレ－ト・フォ－ラム）に参加したメンバ－は 122 名。

我々メンバ－から出される質問に直接メ－カ－のトッ
プ・役員が答える内容である。
1 時間 15 分の熱い質疑応答が交わされた。

間近に見るとさすがの存在感

業界機密事項が多々あるため内容を書けないのが残念
ではあるが、将来のエネルギ－問題、業界構想そして未来像などが丁々発止で語られた。
きずな

ゆる

その後は 絆 を深める懇親会。緊張感が一気に緩む瞬間である。
かたす

ふ

堅過ぎず、かといって緩み過ぎず（笑）、広島の夜はゆっくりと更けていった。
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第十二節

広島カンツリ－クラブ

またしても来てしまった。
おおたた

こ

昨年の松山エリエ－ルで大叩きして懲りているにもかかわらず、またもや名門と呼ばれる
コ－スに来てしまったのだ。
おまけに翌週、プロト－ナメント（WOODONE OPEN Hiroshima） が行われるということで、
むずか

相当 難 しくなっているとのことである。何が難しいのかを理解することすら難しいが、
フェアウェイを外れたラフなんて芝が伸び放題らしい。
「そうか、去年はバンカ－で苦しんだが、今回はラフで苦しめられるのか・・・」。
ん？

ラフ（ lough）で笑う（ laugh）？

しゃれ

これは既に誰かが言った洒落であろうか。我な

がらつまらない洒落を思いついたもんだ。何やら気が楽になってきた。
スコア－など書く気はないので、下の写真で想像して下さい。

ここはジャングルなんだろうか

果てしなく続くバンカ－

やっとグリ－ンに近づいても

はい

当然、ラフなんて入り放題。芝に隠れて球が見えない。芝が重く、思いっきり振っても
たた

球が出ない。堅い芝で球が浮いているため、下を叩くとクラブは球の下をくぐるだけで、
球はその場からほとんど動かない。まるでダルマ落としの様である。
何度か叩いているうちに、球は真上にあがり、何と松の上に乗っかっ
てしまったではないか。右の写真は背の高い同行メンバ－が親切にも
クラブで松の枝を突っついてくれている絵である。
後ろの組からの笑い声が瀬戸内の風に乗って届く。
しかし、一所懸命まわりのメンバ－が木を揺すっている間も悠々と当
の本人が写真など撮っていていいのだろうか。
お～い、出てこ～い

だんだん楽しくなってきた。何が楽しいかと言うと「会話」である。
ゴルフと全く関係ない会話で盛り上がり、珍しいコ－ス景色の写真を撮りまくっていた。
名門といわれるだけあり、キャディさんも上品である。キャデイさんの爽やか笑顔とは対
照的に我がスコア－は爽やかではなくなってきた。
突然、前のパ－ティ－の方角から悲鳴が聞こえた。
何だろう。我々４人はいっせいに丘を駆け上がった。
前のパ－ティ－４人は 11 番ショ－トホ－ルのティ－グランドに立ちつくしていた。
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「まさか・・・。」
中央に両手を挙げたプレ－ヤ－。
取り囲む様に拍手をする同行メンバ－。
そう、その”まさか”の出来事が起こっていた。ホ－ルインワンが出たのである。
かみさんごう

そして両手を挙げているのは、我が北海道チニタ会の上参郷社長ではないか！
素晴らしい快挙である。私も興奮し、思わず駆け寄り堅い握手を交わした。
満面の笑みに広島の陽の光が降り注ぐ。
社長の顔が神に見える。
ホ－ルに向かう上参郷社長の足取りは軽やかで、残した
足跡から蒸気が立ち上がるのが見えた。
その後、我々のパ－ティ－の話題は上参郷社長の快挙の
話で持ちきりとなった。

中央に上参郷社長、後方に新日石
津田副社長

話題は次第にお祝いの話に変わっていき、あろうことかお祝い返しの話に進展していった。
日本古来の風習”厄払い”の意味であろうか、日本でのホ－ルインワンは、出した人が
周りの人にお祝いを出す風習がある。今回のコンペ人数は 73 人。広島会議出席者は全員
で 146 名である。
時計は 15:30 をまわり、いくぶん涼しくなってきた。
ホ－ルアウト近くで見かけた上参郷社長の顔色にいく
ぶん暗い影を感じたのは、おそらく日が落ちてきたせ
いだろう。
表彰式ではもちろん上参郷社長がヒ－ロ－であった。
そしてもうひとつ予期せぬ素晴らしいことが起こった。

おめでとう。Hole in One ！

北海道チニタ会から OB 参加の杉江社長（上写真：左）が
見事個人優勝に輝いたのである。杉江社長の腕は知っている。しかしこの大舞台で全国の
強豪相手に優勝するとは・・。
北海道小樽の両雄が今回のゴルフコンペの花を飾った。
楽しく、ドラマのあった広島会議がこれで終わった。昨日の会議では今回からこの全国
会議をユ－ス・ジェネレ－ト・フォ－ラム（Youth Generate forum）、略してジ－・フォ－
ばんらい

と名付けようと新日本石油の渡会長が提唱され、万雷の拍手で承認された。
誰かが小声で言った。略すならユ－フォ－（UFO）の方がいいのでないか？と（笑）
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終

節

夕暮れ近い午後 4 時 30 分。広島カンツリ－クラブでの表彰式を終え、ジ－フォ－は散
会となった。
全国から集まったメンバ－は来年の再会を願い、広島からそれぞれの帰路につく。
我々、チニタ会のゴルフ班 5 人はこれから観光班 3 人と合流して次の地に向かう。次の
くらしき

地は備中国「倉敷」。
思いがけず、新日本石油執行役員の三宅部長がご好意で倉敷まで同行して頂けることにな
り、なまこ壁や白壁で有名な倉敷美観地区を案内頂けることになった。
三度目の広島。今回も得るものは多かった。
安芸の宮島、平和記念公園、そしてドラマチックなゴルフコンペ。
またしても夏の広島だったが。心頭滅却したので思ったほど暑さを感じなかった。
でもこの次は、・・できれば紅葉の秋に来てみたい。
（倉敷編につづく）

広島城とリ－ガロイヤルホテル

2007 年（平成 19 年）10 月 7 日

澤井石油商事株式会社
常務取締役
原爆の子（禎子さん）の像
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澤井篤司

