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三 田 会 長 巻 頭 挨 拶 

１日毎に寒さが増してきているのを実

感しているところです。台風による甚大

な被害に遭われている方々に心からお

見舞い申し上げますと共に早期復旧復

興をお祈りしています 

１０月も終わりに近づき、盛岡の山々

にも紅葉が進み色鮮やかになってまい

りました。冬に近づいてきたなと感じて 

三田会長      おります。 

盛岡では初めてのフルマラソンの大会「もりおかシティーマラ

ソン」が行われました。約９０００名のランナーが参加。賑わった

ようです。ランナーとしてもりおかワイズメンズクラブの一員であ

ります。千葉メンが８．８ｋｍの部に参加し完走したようです。多く

の皆さんが盛岡に来ていただいた事に感激いたしました。人が

集まるっていいですね。 

毎回書いていますが、会員増強は苦戦をしています。宅話を

利用して、もっともっと周知していかなければと、思っております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主題」 

「よりよい明日のために今日を築く」 

 

「アクション」 

「勇気ある改革、愛ある行動」 

「われら北東部、世界のワイスメンと共に前へ進もう」 

「土台を固め未来への扉を開こう！！」 

副題 「明るい未来へ Let’s Go」 

 

 

 

 

         １１月定例会のご案内 

日時  令和元年１１月８日 （第１土曜日） １８時３０分 

     場所   盛岡北ホテル   会費  ２、０００円   

      

第二例会、１１月１６日（第３金曜日）  

       じょ居 会費、各自 

 

 

今後とも、様々な対策をねり頑張って参りたいと思っております。

もりおかクラブは元気あるクラブ賑やかなクラブを目指して行き

たいとおもっております。 

 

１０月定例会の報告 

 令和元年１０月５日（土） 盛岡、北ホテルにて開催、 参加者、

三田会長、大関、長岡、濱塚、井上、井上優子、山口、魚住、千

葉、浅沼（敬称略）。 ゲスト、小林星輝さん（よこずなリーダー）、

以上１１名の参加で開催されました。  

 今月のゲストはリーダー会長のビリケンにリクエストして、小林

君、よこずなを派遣してもらい、大関さんと初

対面をはたしました。大関さんは、よこずなを

見上げその大きさにびっくり、相撲は大関が

一番強くて、横綱は飾りだと常々言っており

ましたが、この子は冗談で相撲をとっても片

手で相手をひねり出すようです。弁当を２つ

たいらげて今晩の夕食は完了のようです。 

小林星輝、よこずな君  盛岡 YMCAのリーダー会は個性豊かな新人

が多数残り、とても覚えきれるものではありません。歳のせいか



顔と名前が一致しなく、顔を覚えていても、名前がもい出せない。

名前をうろ覚えで２度め、３度目の面会でも「初めてだよね」なん

て声をかけて、３度目ですよなんて言われて。謝ったり。大変で

す。長老方は、私以上に覚えられていないようです。濱塚さんは、

全員覚えているだろうと思っていたら、１年生はほとんど覚えて

いませんでした。すこし安心。よこずな君、これから長いお付き

合いになります。よろしくお願いいたします。 

 今宵も順調にメニューをこなし、１０月１４日、長岡の誕生日を

祝って今宵は終了です。皆様、ご苦労さまでした。卓話のゲスト 

 

盛岡 YMCAユース委員会、秋季キャンプ終了 

 盛岡 YMCA にユース委員会は発足して３年になります。中高

生を対象にした悩みや問題を抱えている子どもたちに「君で良

いんだよ。」という、盛岡 YMCA の理念を実践しています。長岡

は発足当時から委員長を務めています。 

 今年も３回目の秋季キャンプが終了しました。参加は小学校６

年生、中学３年、高校生の４人でした。スタッフ、リーダーを合わ

せて８名のキャンプでした。参加人数が少ないような気がしまし

たが、問題を抱えている子どもたちを対象としているので、４名

でも少ないわけでもありませんでした。 

 一番気になっていた子は、友達から口が変だと言われ、マスク

を絶対取らなくなった男の子でした。盛岡 YMCA の学童出身で

高校生になっています。周りの些細な言葉に傷つき、心を痛め

ています。彼がマスクを外さなくなったのは、学童を卒業した後

ということでした。その話を聞いた時は、私も心を痛めました。多

くの人はそんな一部の人間の心無い言葉など気にせず、気の合

う友人と付き合っていくのですが、一旦心が病むと自分でできる

ことで対応してしまいます。それが口を隠すマスクだったとは、

気の毒でしかたありません。 

 キャンプは１泊２日で、係を決め、食事のメニューを決め、買い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビーワールドカップで感じたイギリスという国 

 イギリスという国に対しての知識は、４つの連邦国家である事、

イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズです。そ

の４つ国（地域）のイギリスが１９世紀の産業革命後、世界を席

巻していた事、香港をつい最近、中国に返還した事それくらいで 

がそろそろ欲しいような気がします。誰か呼びましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

   大関さんは思いっきりつま先立ちしていたそうな、足つらなかった？ 

 

出しを行い、火を起こし、調理します。日常では行わない生きる 

ための作業をすべて行いながら２日間生活しました。マスクの彼

は写真撮影の担当でした。 

                       彼が撮った集合写真です。

逆光の写真ですが、顔が暗

くならず、はっきり写ってい

ます。また左上から差し込

む光が素晴らしいアクセント

になっています。この写真を 

   並の才能ではない、芸術だ。       撮るときみんなをならべて、

自分の立ち位置を決めて差し込む光と光量を加減し、出来上が

りをイメージしながら撮影したとの事です。こんな才能を持ってい

る子供が、心を痛めているなんて。 写真は参加した子どもたち

の顔がはっきりわからないように小さく編集しました。 

 キャンプ報告でこの話を聞いたとき、ユース委員会を運営して

いて良かったと心から思いました。こちらも勇気と自信が湧いて

きました。 

次は、２月のピンクシャツディに行う、タグラグビーです。共同

作業の素晴らしさを伝える行事で過去２回の開催ではこちらも感

動に包まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。もちろんラグビーの発祥の地、世界のラグビーをけん引し

ていることは知っていました。 国旗ですが、ウェールズを除い

た３カ国の国旗を重ね合わせたデザインであることも知っていま

した。 

 １０月２７日、南アフリカとウェールズが準決勝で対戦、１６対９ 

もりおかクラブの状況報告 
   

   
     

10月の出席率 8/14 61 % ゲスト 3名 
 

ビジター 0名 メネット  2 名 
   

メーキャップ 1 名 
   

10月切手        10 ｇ 累計   383 ｇ 

10月のにこにこ   11,000 円 累計 
 

円 焼きそば     12,000 円 累計 42,000 円 

10月   石鹸     1,800 円 累計         0 円 りんご 0 円 累計      0 円 

10月    献金        0 円 
 

          
 

ファンド合計     30,000 円 
 

   
 

会費の納入をお願いいたします。岩手銀行 松園支店（店番号 ０８２）普通口座 ２１４５６７４ 

もりおかワイズメンズクラブ   会計 大関  靖二 

９月のハッピーバースディ    １０月１４日  長岡 正彦メン    誕生日おめでとうございます。 



で南アフリカが勝ちましたが、真っ赤なジャージーのレッドドラゴ

ンズ（ウェールズ）の闘士溢れる戦いぶりにまたまた感動した次

第です。ウェールズの旗は白と緑の地に真っ赤な龍をあしらった

ものです。この旗のデザインがイギリスの国旗に含まれていま

せん。これはなぜ？という疑問がわきました。 

 ウェールズは１３世紀頃からイングランドに併合され、他の２国

より深くイングランドと共に歩んで来たからと言うことですが、こ

れはちょっと、いう言い回しでしか表現できません。 

  

 

 

 

 

 

 

                            レッドドラゴン 

                            ウェールズの国旗です 

一般にイギリスと呼ぶ国の正式国名は the United ingdom of 

Great Britain and Northern Ireland、日本語でグレートブリテン及

び北アイルランド連合王国といいます。 略称は UK、United 

Kingdomもしくは Great Britainです。イギリス（UK）は連合国家も

しくは連合王国です。4つの国から構成され、それぞれの国が首 

 

東日本大震災アーカイブス、２０１４年２月掲載 

東日本大震災からもうすぐ３年。 

 東日本大震災から間もなく３年になります。直後の絶望的な状

況から随分復興してきたように見えますが、現在でも悲惨な状

況をさらしているのは、陸前高田市、大槌町、山田町です。山田 

   町、釜石市は役場が

被災から逃れました

が、街中心部が全滅

したため今だに復興

と呼べる状態ではあ

りません。陸前高田

市と大槌町は役所ご

と被災しましたので、 

被災直後の大船渡市内          まったく復興にはほど

遠い状態です。各地域とも、瓦礫の処理がほぼ終わりこれから

どのように街を再建していくかが本番を迎える状況です。政府は、

震災の悲惨さを後世に伝えるために、震災遺構を各自治体１つ

保存する経費を支給するとしましたが、震災遺構を保存する必

要があるかはおおいに疑問です。映像記録が充分ありますから、

津波に対する教育はできるはずですし、観光客相手であれば大

船渡の津波伝承館のような施設を各地につくったほうがいいと

思います。 ある被災者が言っていました。「忘れてはいけない

事がある。同じくらい、忘れてしまいたい事がある。」と。重い言

葉です。家族や親戚、友人、知人を亡くしたり、行方不明になっ

ている方々の思いを考えれば震災遺構なんて無くてもいいので

はないでしょうか。被災者にとって、つらい現実をいやでも思い

だしてしまう震災遺構、みなさんはどう思いますか。 

都や国旗、独自の文化を持っています。よく混同されるイングラ 

ンドもイギリス(UK)を構成する国の１つです。 では、なぜ日本は

イギリスと呼んでいるのでしょうか？その答えは１６００年代まで

さかのぼります。当時、通訳や主な通商の相手だったポルトガ

ル人のポルトガル語「 inglez(イングレス )」やオランダ語 

Engelsch」からエゲレスという言葉になり、それが後々変化したと

いわれています。イギリスと読んでいるのは日本だけで、世界的

には通用しません。 

サッカーやラグビーでは４つの国が独立して出場します。これ

は FIFA やワールドラグビーが世界の競技を統括する以前から

競技を行っていたためで、あとから意見されるのを頑なに拒んで

きたからです。歴史の重みを感じるとともに、イギリスらしいと思

います。もしイギリスが４カ国で１チームを編成したらどれだけ強

いのだろうと思います。 

 イギリスの国旗を自国の国旗にデザインしている国は、オース

トラリア、ニュージーランドが有名ですが南太平洋を中心に多く

存在しています。ほとんどが王様はエリザベス女王になっていま

す。これはすごいとしか言いようがありません。いまだに世界の

中心に存在しています。 

 １１月２日のラグビーワールドカップの決勝戦は、イングランド

VS 南アフリカです。ぜひこの機会ですから、イングランドに優勝

して欲しいものです。 

 

海は、多くの恩恵を人間に与えてくれています。震災前も今で

もやはり変わりありません。時に津波という形で一回返してもら 

おうと人間を襲います。 

今回の津波ではっきり解った事があります。自然の海岸線は

津波では何も変わっていないのです。人間が作った物だけが壊

滅的な被害を受けました、陸前高田の高田松原も、人間が植樹

した人工林だったのです。堤防や防波堤はほぼ全滅、堤防が守

ってくれるはずだった住宅街も全滅。海からの恩恵を楽に享受し

ようと海岸に近く暮らしていた方々は例外なく被災しました。しか

し三陸海岸の景勝地は北三陸の「鵜の巣断崖」田老の「三王岩 

」、宮古の「浄土が浜」、大船渡の「風

通し岩」、どこも地震と津波ではなん

の被害もありませんでした。観光資源

は残っていますからおおいに活用して

いけます。人間は知能があります。さ

んざん痛め付けられた津波の被害を

後世まで語り継ぎ、対処を伝承してい

きましょう。何回も書きましたが。「津

波てんでんこ」です。これは、今まで 

軌跡の一本松とユースホステル 津波の被害が無かった地域の人たち

にも有効に知識として教えてあげたいものです。全国の学校の

先生が知識を吸収して、子供たちに伝えてほしいものです。海

洋国の日本は。いつかはまたどこかで地震と津波が襲ってくる

でしょう。忌々しい東日本大震災でしたが、教訓や対処のノウハ

ウが次世代の命を守る事ができればいいな、と本当に思いま

す。 

 最後に、全世界の人々の善意による支援を受けた事に感謝し、



恩返しは復興した三陸地域を皆さんにお見せする事だと思って

おります。ぜひ三陸復興国立公園に遊びにきてください。おいし

いウニ、アワビ、牡蠣、海の海産物でお迎えいたします。 

 

盛 岡 旧 町 名 を 探 索 第 ２ 話  

 ホットライン肴町のアーケードを北側に外れて、国道の反対側

にあるのが「葺手町」（ふくでちょう）です。ここは盛岡の昔ながら

の佇まいを現代にそっくり残しています。老舗そばや「東屋」、盛

岡りんごの販売所、さかなやさん、レトロ感あふれる長屋風の建

物。 何しろ、この通りから横につながるのは「愛染横丁」なんと

もおもむきがあるではありませんか。現在の町名は中の橋町。 

 

 

 

 

 

 

   老舗そばや「東屋」                     愛染明王院 

葺手町は，屋根葺職人が住む町であったことに由来します。

初め屋根葺町と呼ばれていましたが、明暦元年(１６５５年)に 

 

編集後記 

 「あの猛暑はなんだったのだろう。」と思えます。寒くなってきま

した。日も短くなり、午後４時をすぎるともう夕方になります。毎年

この時期になると、歩行者の交通事故死が増えます。普通に生

活している時間帯に夜になってしまうからでしょう。気をつけたい

ものです。 

 リーダーの横綱と大関メンを合わせて、いじりたおすのは目標

達成ですので一段落ですね。会員をターゲットにおもしろい話題

を書くのは楽しくてしかたありません、次は誰にしようかな。 

 今週土曜日、ラグビーワールドカップは決勝戦を迎えます。絶

対王者と思われた、ニュージーランドのオールブラックスが敗れ

る大波乱？、これはイングランドに失礼ですね。オールブラック

スの大ファンの長岡は、勝ったイングランドに優勝して欲しいと

思っています。ん、待てよ。日本は南アフリカに負けましたね、な 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒い朝、日向ぼっこですか？同じ鳥です。               草刈りの後に 

 

 

 

 

 

白の洋風長屋       奥の喫茶て店、猫の散歩   新しい店も 

震災から３年後の記事でした。 復興には若い力が必要です。

津波てんでんこで助かった、子どもたちが次代のパワーです。

子供たちを私達が応援しなければなりません。 

 

葺手町と改められました。その後，葛(くず)右衛門町や吹手町と

も呼ばれました。葛右衛門とは藩の屋根葺棟梁で，盛岡では茅

葺き屋根を葛屋根と呼んでいました。なお、藩が町家に初めて

瓦葺を許可したのは，寛保元年(１７４１年)であったそうです。葺

手町の東裏にある外堀、通り堀の向かいには藩庁の走り使いを

する小者の住む小人町(こびとちょう)がありました。 

葺手町と紺屋町との間に斗米山(とっこべやま)という大石があ

り、古くはこの辺りを斗米といいました。紺屋町から当町へ出る

横町を愛染(あいぜん)横町と呼びました。町人や牛馬曳きは現

岩手銀行中ノ橋支店前にあった高札場「札(ふだ)の辻(つじ)」を

敬遠してここを通ったということです。 愛染横町は、地内に愛染

明王像を有する宝林山愛染院に由来する名前で、明王像は後

に愛染院が廃寺となってから斗米山(とまいさん)長福院に移され

ました。古謡に「斗米寅子(とっこべとらこ)に，馬場松子(ばばま

つこ)，石間亀子(いしあいかめこ)に騙されな」と詠われ、宮沢賢

治作品『とっこべとら子』の舞台になっています。 

 

らば南アフリカにも優勝して貰いたい。とにかくわくわく感がたま

りません。ちなみに、長岡はラグビー経験者であり、にわかファ

ンではありません。 

台風１９号から続いた、気象災害で被災した方々に心よりお

見舞い申し上げます。復旧作業が困難を極めていると思います

なんとか乗り切ってください。そして今後の防災の教訓を生かし

てください。とにかく安全な場所に移動して命を守る事です。生き

ていれば、立ち上がれます。私達は、東日本大震災から立ち上

がりました、神戸もそうです。力を合わせていきましょう。 

 先月から始めた「盛岡旧町名を探索」はわれながら良いところ

に目をつけたと思います。来月は「一三日町」（じゅうさんにち）に

します。お楽しみに。 

 今月はさらに、スペースが残りましたので。撮りためていた写

真を掲載してお別れしましょう。では、また来月。 長岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

草の実を食す          人恋しい、一三夜 

       まずは、キジバトの３枚。寒い朝に電線で日向ぼっこ 

      のよです。首が無くなっている？羽を手入れしていまし

た。栗拾いのために草刈りをしました。草の実が落ち

て、キジバト登場です。 下の三枚は愛染横丁のお店、

喫茶店と食材のお店です。ハロウィンのかぼちゃと、猫 

レトロ風   が散歩していました。  


