
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の聖句   エレミヤ書 ２９章１１節より 
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会   長          長 岡   正 彦 

副 会 長          山 口   貴 伸 

書    記          濱 塚   有 史 

会    計          大 関   靖 二 

担当主事     宮 澤    秋彦(シュリンプ） 

メネット     井 上  優 子 

 

        

   会 長 巻 頭 挨 拶 

            みなさまこんにちは、ブリテン発行時期

の関係で、新年の挨拶が遅くなってしま

います。明けましておめでとうございま

す。今年こそいい年でありますようにと

思っておりましたが、なんと新型コロナ

のさらに新型のオミクロン株が蔓延して

しまいました。会長任期満了を半年後に 

長岡会長        迎えます、このままではほとんど何も出 

来ないで終わってしまいそうです。なんともやりきれない、釈然と

しません。 

１月１３日、もりおかクラブ会員であった、古澤 伸さんがお亡く

なりになりました。５９歳でした。ご冥福をお祈りいたします。２０

１１年７月から２年間会長を務めて頂き、東日本区大会時はホス

トクラブの会長として見事に大会成功をやってのけました。最優

秀クラブの受賞や再優秀ブリテン賞の受賞での晴れ晴れしい姿

を思い出します。会員の人数も少なくなってしまい、会長就任が 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「主題」 

「世界とともにワイズメン」 

「１００年を越えて変革しよう」 

「変化をたのしもう！」 

「変化を楽しみながら新生北東部を創ろう！」 

 

「再起動、新生もりおかクラブ」 

 

 

 

       令和４年２月例会 

日時、場所   

       オミクロン株拡大により岩手県非常事態発令中。 

       開催を中止します。    

 

 

 

 

二巡目にはいり、古澤さんの再登板も近いと思っていた折、病

魔に襲われ、治療に専念するという事で退会したのが１年前で

した。一生懸命病気と闘ってきたのですが、力尽きてしまいまし

た。古澤さんの無念を思うと胸が締め付けられます。どうぞ、安

らかにお眠りください。もう苦しい思いをしなくてもいいのですか

ら。 

 

１月新年例会のご報告 

 １月８日、１８時３０分～２０時３０分、アイーナ団体活動室３ 出

席者、長岡、大関、濱塚、加藤、井上、細越、宮澤（敬称略）。 

ゲスト、菊池 円さん（せせり）、佐藤 桃華さん（まめふく）、斎藤 

七穂さん（おむすび）、以上１０名の参加で開催いたしました。 

 ２０２２年新年例会を無事に開催できました。参加者は少ない

ですが、続けて行くことが大切です。絶対に、元のように楽しくワ

イズの活動が出来るようになると信じて、今はコロナに気を付け

て生活していきましょう。 



 今月の誕生日は、濱塚メン、

中原メンです。ハッピーバー

スディを歌って祝いました。 

また、新年という事で今年の

抱負を発表していただきまし  

「せせり」さんと「まめふく」さん     た。各員のお話はこの後特

集しています。お楽しみに、また、ゲストの「せせり」と「まめふく」

は例会初登場でした。「せせり」は焼き鳥に使う鳥の首の部位、

「まめふく」は豆大福の短縮なのだそうです。貰っても嬉しくない 

 

新 年 例 会 で 今 年 の 抱 負 を 語 る。 

大関メン：今年の目標は、ワイズの例会を皆勤します。ゴルフを

４０回します。ボーリングを５０回します。さらに毎日の

散歩は８０００歩、歩く。達成には健康が一番ですが、

脊椎狭窄症が治るかが気がかりです。無理をすると腰

が痛くなります。しかしゴルフとボーリングは痛くなりま

せん。皆さんも元気に一年を過ごしてください。 

濱塚メン：今、世界史を勉強しています。近現代史です。高校の

標準世界史という本を使っています。面白いです。１日

１ページ進んで、終わったらメソポタミア文明の頃に戻

ることを予定しています。 

シュリンプ：今年は、濱塚総主事に怒られたいです。見放されな

いように。趣味の釣りで、昨年は４９ｃｍのイナダをつり

ましたので、ことしは８０ｃｍのぶりを釣り上げて皆さん

に、おふるまいできたらなと思っております。 

ここで、豆知識。大関メンより。川と海の境目の定義。「川の下流

最後の橋までが川、そこから海になります。」一同、「ほう！」さす

が、大関さん。 

井上メン：昨年は交通事故を３回おこしました。貰い事故２件、自 

    分の不注意でした。今年以降、事故は２度としない。安 

 全運転を心がけます。仕事は現役を続行していきま 

す。 

おむすび：４月から小学校の先生になります。それに向けて知識 

      を上積みしておこうと思っています。体を十分に休める 

      事.。姉に子供が生まれます。おばになるのですが、お 

ねえちゃん.と呼ばれるよう若くして居たいです。 

長岡メン：エクセルのマクロを使いこなしせるよう、勉強します。 

また YMCAの子供の送迎では事故などは絶対に起こ 

さないよう気合を入れて運転します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようなリーダー名が最近多い中、なかなか個性的でかわいいリ

ーダー名をもらったな、と言う感想です。久々に、漆の細越さん

が出席して嬉しかったです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

例会出席率をどんどん増やしていきましょう、ご苦労さまでした。 

 

せせり：せせりは、鶏の首の部分になります。大好きなのでせせ

りというリーダー名をもらいました。自立して生きる目

標をたてました。親に頼らず、アルバイトをして収入を

確保し、運転免許も取りたいと思っています。大学には

必ず出席をして遅刻は１０回以内にとどめます。 

加藤メン：昨年末から年明けにかけて、乾いた大豆の収穫作業 

      を行ってきました。残りわずかです、選別して販売開始 

です。本業の保険業、新設の会社、雫石の農業グルー 

プの有機認証システムを広げるためにパンフレットを 

作成中です。全国１８６７の自治体に DMを送付して事 

業の拡大を狙っています。こんな状況で目標や豊富を 

掲げるとつぶれてしまいそうです。今は豆の脱穀に精 

をだしています。 

まめふく：勉学にいそしむことを前提に、YMCA の活動を楽しみ

たいと思っています。行事が終わった時、子供たちが

笑顔で楽しかったといってもらえるよう、頑張って行き

ます。岩手大学の教育学部で小学校の教師を目指し

ています。頑張ります。 

細越メン：毎日自宅の仏壇を拝み、神棚に世界中の人々が無事

に暮らせますようにと拝み、さらにお金が儲かりますよ

うにとお願いしています。ルーティンですね。あそこに

豆屋がいますが、私は漆屋です。リーダーたちは良い

経験になるという事で力を目いっぱい借りて、漆の植

樹を行っていただいております。子供向けの漆教材を

作っています。漆の製品開発にも取り組んでいます。

今は漆塗りのワイングラスを試作しています。また漆

の木を木材として提供するための施策にも取り組んで

います。漆かぶれは嫌ですが、無害になった木を提供

していきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もりおかクラブの状況報告 
   

   
     

１月の出席率 7/14 50 % ゲスト３ 名 ビジター0名 メネット  0 名 
   

メーキャップ 0 名 
   

1月の切手        10 ｇ 累計   508 ｇ 

1月のにこにこ        0 円 累計 
 

円 焼きそば    52,000 円 累計 52,000 円 

1月の石鹸 1,000 円 累計        0    円 りんご 0 円 累計      0 円 

1月の献金        0 円 
 

          
 

ファンド合計          0 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 

１月のハッピーバースディ  １／３ 中原 眞澄メン、 １／３ 濱塚 有史メン  お誕生日おめでとうございます。  

 

 



古澤 伸さん、追悼特集 

 もりおかクラブの会員で、初めてお

亡くなりになった古澤さんを偲んで特

集記事を書きます。仏事、神事、キリ

スト教まで、人間の心の支えになる、

宗教について独特の感性で考え方を

確立していた古澤さん、彼の残した思

考の一端をご紹介します。 

 

 ２０１１年７月、会長職就任後、初のブリテン巻頭挨拶から。 

２０１１～２０１２年度の会長として最初の月がスタートしました。

今年は当初から自身の廻りで色々なことが有り、ふと気がつい

た時には夏になっていたという感じがします。思い起こせば冬は

例年に無くひたすら雪かきをし、１月末には父が突然亡くなり（正

月に我が家に遊びに来たばかりでした）、母の七回忌と父の四

十九日の法要を３月６日に済ませた５日後にあの大震災が起こ

りました。実は、３月１１日の震災の日に私は、大船渡市と釜石

市にお客様より依頼された申請書類を持参、提出の予定でした。

しかし、午前中にガソリンを満タンにして準備をしていたのです

が申告の期限も近いためか雑務に追われているうちに午後２時

を過ぎてしまいました。半端になってしまったので来週にしようと

思い直し会社に戻ってまもなくの出来事でした。不思議なことに

会社にはいつも営業活動中の仲間が皆そろっていました。そし

てあの激しい揺れが襲ってきました。それから停電が復旧する

までの２日間は家族の絆、仲間の絆の大切さを改めて考えさせ

られる機会となりました。そして私はご先祖様に守られたことを

確信しました。今、日本は、そして日本人は経済発展のなかで失

われてしまった人を慈しむ心を、自然に対する畏敬の念を取り

戻さずに本当の復興は成し得ないと強く思うこの頃です。さて、

多少身の上話が長くなりましたが先日の例会では重茂漁協の女

性部長であられる盛合様ご夫妻の出席を賜り、貴重なお話を頂

戴しました。本当に有難うございました。一日も早い復興をご祈

念いたします。９月には北東部会、２０１３年には東日本区大会

の開催決定と、少数精鋭のもりおかクラブにとっては大きな行事

が控えております。ワイズなるものを未だ理解不充分な私にとっ

てはクラブの皆様の多大なるご協力無しには何も出来ません。

逆に開き直って大船に乗ったつもりで皆様と楽しみながら進める

ことができればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

今年度のテーマとしましては、「ワイズを楽しみ、仲間と共に失

われた日本人の心を復興させよう」で行きたいと思います。皆様

と仲間になれた喜びを改めて噛みしめながら共に前に進んでい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２０１１年７月、北東部会終了～東日本区大会の標語 

皆さん、こんにちは。先日は北東部会を無事盛会に導き終了

させることができました。これも井上北東部長、大関実行委員長

をはじめとするもりおかワイズの皆様のご協力の賜物です。ほ

んとうにお疲れさまでした。勢いだけ見れば再来年の東日本区

大会がもはや成功裏に終ってしまったという感じですね。こちら

の方も実行委員会の活動がすでに始まっております。気を引き

締めて頑張りましょう。また、去る２１日には西日本区理事の浅

岡様、事務局長の安田様、次期理事の成瀬様、仙台の清水様

が来県し被災地の視察をされました。お疲れさまでした。そして

今後の息の長い復興支援を心よりお願い申し上げます。２３日

には外山の体験農園にて蕎麦刈りとイモ掘りをしました。参加し

た皆様、お疲れさまでした。今月はもりおかワイズとしては大変

忙しい月になりました。「ワイズを楽しみ、仲間と共に失われた日

本人の心を是非にも復興させよう」のモットーが存分に発揮され

た気がいたします。それから、東日本区大会のテーマですが「３．

１１～忘れまい、あのときの絆を」とさせていただきました。ご報

告申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊東で開催された東日本区大会出席 

第１６回東日本区大会にはホストクラブ会長でした。 

 

 

 

 

 

    最優秀クラブ賞受賞            最優秀ブリテン賞受賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

         芦屋クラブの皆様と、慰労懇親会 

皆さんこんにちは。もりおかクラブ会長の古澤でございます。 

先日開催されました「第１６回東日本区大会」は、東日本区の皆

様、西日本区の皆様をはじめ多くの皆様にお集まりいただき大

盛会となりました。心より感謝致しますとともに厚く、厚く御礼申

し上げます。なにぶんにも少数クラブゆえ、行き届かぬ点も多々

あったかと思いますがどうかご容赦ください。ご参加いただいた

クラブの皆様からメッセージを多数頂戴し感極まる次第です。ワ

イズの皆様の熱き心と絆はひとつとなり、被災地へと繋がってい

くであろうことを改めて実感致しました。 

いたらぬことだらけの不良会長でしたが、二年に渡り当クラブ

の会員の皆様に支えられ任期を終えることが出来ましたこと、そ

して今大会の実行委員長をはじめ仙台三クラブの皆様、理事、

役員の皆様に深く感謝申し上げます。 

終わってみれば充実した２年間でした、有難うございました。 



おきざりにした悲しみは 

                            作詞 岡本おさみ 

  生きて行くのは ああ みっともないさ 

 あいつが死んだ時も、おいらはのんだくれてた。 

  そうさ、おいらも罪人のひとりさ ああ また あの悲しみを 

 おきざりにしたまま。 

まつりごとなど もう問わないさ 気になると言えば 

今をどうするかだ。 そうさ、あいつとうまくやらなければ 

ああ またあの悲しみを おきざりにしたまま。 

 

おまえだけは もう裏切らないさ 悲しみが色あせても 

やさしさだけ抱きしめて そうさお前は女だからね 

ああ またあの悲しみを おきざりにしたまま。 

 

  がんばれ～～、花巻東高校。 センバツ出場 

 第９４回選抜高校野球大会へ、秋の東北大会王者「わが、花巻

東高校」が選ばれました。４年ぶり４回目の出場です。ここ２年、

ライバルの盛岡大付属高校に負け続けて、甲子園への道が閉

ざされていましたが、見事に復活。ライバルを蹴散らしての出場

です。花巻東の子供たちは、ほとんど岩手県の出身者です。盛

岡出身の子は４人位います。（正式には分りません） 県外出身

の子は、一般入試で入学してきますので拒めません。ここが盛 

 

雪の女王、エルサが遊びまわっています。 

 ディズニー映画「アナと雪の女王」で、アナの姉で雪の「女王エ

ルサ」が登場して、魔法ですべての物を凍らせるシーンが出て

行きますが、そのエルサが盛岡にやってきて、街を凍らせてしま

ったような、そんな冬を迎えています。雪

が少しずつ積もり、溶けないままに、次

の雪が降り屋根の雪は地層のように

段々になっています。雪が溶けないので

１２段の層になっています。 つららができません。今時期は屋根から

見事なつららが垂れ下がっているものですが、とにかく寒い。 

 

 編集後記 

 近い家族の中で、祖父母、父親と姉を亡くしています。家族が

亡くなるとき、歳の順に亡くなるのは自然な事。当てはまらない

のはかなり悲しくて苦しい。現在、母親が９１歳で健在。９１歳ま

で生きると逆に、亡くなった時はお祝いだな、なって感じます。変

でしょうか？私にとっては自然な感覚だと思うのですが。 

 吉田拓郎が歌う、「おきざりにした悲しみは」。３５歳の時友人

が水の事故で死んでしまいました。具体的に友人の死に直面し

たとき、この歌を歌っていました。生きていれば、楽しい事がいっ

ぱいあったろうに、なぜ俺たちを残して先に逝く。そのうち俺たち 

 

 

 

 

 

 

おきざりにした あの悲しみは 葬るところ どこにもないさ 

ああ おきざりにした あの生き様は 夜の寝床に抱いて 

いくさ。 

  

 

亡くなった、親友とこれからも生きて行く２人が思いを込めて歌っ

ている歌だと思います。 

古澤さん。安らかにお眠りください。あなたを覚えている私た

ちの肉体が滅びるまで、あなたは私たちの中で生き続けて行き

ます。長い闘病生活ごくろうさまでした。 

 人間の「死」を改めて考えさせられました。私はまだ生きている

いつまで生きられるかは、神様だけがご存知。４５年たばこを吸

っていますが、私の「死」はもうちょっと先のようです。 

 

 

岡大付属との違いです。失礼ながら、盛岡大付属では、心の底

から応援できません。我が子が花巻東に進学したこともあり、応

援に力が入ってしまいます。野球という競技は、強いチームが絶

対勝つという事はありません。しかし、今年のチームであれば初

戦を突破できれば一気に優勝も期待できるチームです。コロナ

で暗くなっている日本中に、明るい話題をもたらしてくれる事を祈

っています。頑張れ花巻東高校。 

 

つららができるのは、もう少し先でしょうか？ でももうすぐ２月に

なります。春の香りがする時期なのですが天気予報では厳しい

冷え込みがあと１週間は続くと言っています。この間に節分がや

ってきて、暦の上では春を迎えます。エルサちゃんもう雪のお城

に帰ってもいいよ。岩手山にいる冬将軍と一緒にどっか行け～。 

 

 

 

 

屋根から垂れた雪凍ってそのまま    市内、中の橋のつらら、４本あります。 

 

も行くから、お酒を準備して待ってろよ。俺たちがこっちで楽しい

事をいっぱいやるから、お前は記憶の中で生きていろ。そんな

感じです。古澤さんもそうです。 

今年の冬は、終わりがまだ見えません。湿った重い雪が降れ

ば春の予感ですが、降る雪は乾いた軽い雪。気温も真冬日が続

いたり、とても春近しとは思えません。温暖化？寒冷化が進んで

いるような気がします。トンガの火山噴火で待機中の粉塵が増

えて、寒い夏が来ると予想されています。人間の営みをあざ笑う

ように地球の自然は折り合いをつけているのでしょうか。冷害が

気になります。 

  

 

 

 

 

 


