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しばらくです

在︑自分の夢として︑野球で甲子

たりの運動を継続しています︹▼現

ためプールに通い︑泳いだり歩い

道路等の落葉は朝早くから︑掃除

が多く暖かい︒公園もあり静か︑

でスタート︒ロンドンは秋︒青空

ロンドン1日目は︑﹁雨の歓迎﹂

日中は広場や街中で︑大道芸人

園に出ることを息子から孫に話し

次の会員リレーは︑NTT及び

やミュージシャンが芸を演じて観

をしており︑きれいです︒

協力会杜で公私ともにお世話に

光客を集めてます︒

応援しているところです︒

なった︑五ッ橋クラブの結城澄雄

が︑まさか自分に声がかかると

鑑賞無料で芸術が気軽に楽しめる

また博物館︑美術館等の多くは

今回登場された会員からバトン

は夢にも思っていませんでした︒

さんにお願いします︒

を渡された会員の皆さんは次回の

福原

雄︵平10︶
からのバトン

私達は︑地下鉄で旅行バックが

重く階段等苦労している時︑通る

人が普通に手伝い運んで貰った事

が何度もあり︑大変親切な人が多

く︑そのような行為が身に付いて

いる︒感謝︒

たり61才の時︑大病を息いました︒

した︒しかし︑長年の不摂生がた

でも65才まで勤めることができま

僚に恵まれ︑なんとかこんな自分

しく︒

と長いつきあい︑これからもよろ

うございます︒現役・第2の職場

吉野勝美さんより指名ありがと

まみ片手の鑑賞︑お客も一杯で楽

ス・コンサート﹂シャンパンとつ

﹁ゲイ・コーラスによるクリスマ

五ッ♯クラブ 川又 則勝さんへ

です︒何度も︑何カ所も鑑賞︒

環境で︑生活に浸透している感じ

みっちゃん〝 に感謝です︒

昭和昭年4月会津若松局に入社︑

詰所とよばれる線路に配属︒徒弟

制度真っ只の中︑親方から酒とビ
ンタの指導を受け︑理不尽と思い

ながら数年過ごし︑その後︑紆余

曲折を経て通信局施設部施設課へ

ロンドンの日月はクリスマス

それから出不精になり︑今では︑

月末から日月中旬迄の糾日間の長

リ3日間︵エッフェル塔での絶

転勤︒ここで良い上司と先輩︑同

五ッ♯クラブ

このような機会を与えてくれた

編集委員会

掲載になりますのでよろしくお願

いいたします︒

東北電友会会報
※氏名の後の ︵ ︶ は退職年を示す︒

欄■地区t友会

佐野 敬時︵平26︶
からのバトン

電電公社と大和電設工業︵株︶

政治に対する不満等を地元新開の

女宅 ︵帰国済︶ にロンドン・ホー

景︑ルーブル美術等︶︒ベルギー・

モード︒デパート・リバティでは

への入社が一緒の鈴木さんから電

読者欄に投稿しストレス解消を

ムステイ生活で感じた事を記した

ブリュッセル3日間

五ッ♯クラブ 結城 澄雄さんへ

話があり︑久しぶりに声を聞き一

図っています︒また︑健康の大切

いと思います︒

︵王宮︑EU

さらに︑ユーロスターにて︑パ

しめた︒

瞬何事かと思いました︒会員リ

さを身に染みて感じ︑健康維持の

今回︑妻とともに︑平成29年9

レーコーナーはよく見ていました
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︵4日

本部︑ガラクタ市やマーケットめ
ぐり︶︒イタリア・ローマ

間︶は2時間半のフライトで︒︵バ

チカン美術館︑サンピエトロ聖堂︒

映画ローマの休日のスペイン階段
や真実の口︒コロッセオ遺跡︑フォ

ロロマーノ︶小旅行を楽しみ︒ヨー

笹鮎
いちのせきt東金

久子︵平21︶

からのバトン

英世さんへ

ぬか床熱が再燃したのが3ケ月前
のこと︒友人のぬか床をおすそ分
けして頂いて︑もっぱら育ててい

る︒放っておくとへそを曲げるし

かといって手をかければ良い子に
育つわけでもないから難しい︒最

近はちょっといい感じで乳酸菌が

高瀬

洋︵平9︶ニ

幸雄さんへ

五ッ楕クラブ

五ッ構クラブ

横山信夫さんからバトンの指名

海藤

がやわらいできたころ︑地域の小

を頂き︑誌上に紹介する程の活動

書城クラブ

いつも元気で行動力のある鈴木

さな文化祭があり︑下手な習字や

を全く実施していない私が︒との

元気に活動し始めたよう︒陽ざし

今回のロンドン︑大英帝国奥深
幸子さんからバトンを受けとりま

毛糸の帽子と手袋などを展示した

ロッパ体験です︒

い所や豊かさが街の中に感じられ

した︒いきいきと前進していらっ

善施策遂行で苦楽を共にした仲間

た日々でした︒

次のバトンは海藤英世さんです︒

からの指名なので︑断り切れず引

戸惑いが有りましたが︑﹁楷ケ同

母と2人暮しになって2年︒ジ

支社業務参加研修で共に厳しくも

き受けたものの︑何を報告しよう

り︒自然と歩調を合わせてゆっく

ムに行く代わりに夏は環境整備を

楽しい時間を過ごしました︒現在

かと思案した結果︑自分自身の近

しゃるご様子︒すぼらしいなと思

次のバトンは︑第2の職場・五ッ

兼ねて草刈りをしてたくさん汗を

は陶芸・洋裁に励んでいるとのこ

支店勤務時代﹂ に激動する経営改

橋で御世話いただいた川又則勝さ
んにお願いします︒

かいています︒草を刈っていると

況生活を報告しながら︑私と同じ

ょうな環境下で生活している方々

と︒よろしくお願いします︒

が逃げまどい︑さながら怪獣がビ

い気分や嫌悪感に浸る事が出来る

に蘇り一瞬若がえったような楽し

読すると︑当時の時代状況が鮮明

同僚︑上司の方々の活動記事を拝

何故かと言うと記事の中に後輩︑

を心待ちにしている愛読者です︒

私は︑東北電友会会報が届くの

書くことにしました︒

の励みになればと思い拙い記事を

屋さんで美味しいぬか溝を食べて

イブームはぬか潰︒友人とやき鳥

グに参加して来ました︒最近のマ

通い︑9月には錦秋湖ウオーキン

しています︒地域の健康クラブに

遭遇します︒冬は雪かきに精を出

たまに天然記念物のカモシカと

ながら草刈機でブィーン︒

ルをなぎ倒していくようだと思い

こおろぎやバッタ︑カマキリなど

り歩いていけたらと思います︒

草刈横でブィーン

います︒

ヨーロッパ体験の1コマ
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たりしております︒

深さに感心したり驚いたり懐悔し

方々もおり︑人間の潜在能力の奥

も出来ないような活動をしている

からです︒また現役時代には想像

掛け淡淡と生活しております︒

内に出来る事を遂行するように心

ピンピンコロリを目標に︑出来る

く思う事無く天命として受け入れ

恨む事無く︑他人の生活を羨まし

触れ︑旧友との時間を共有したい

おり︑生まれ育った故郷の自然に

時代の同級生で︑首都圏に住んで

然電話があった︒Yさんは小学校

平成29年暮れに︑Yさんから突

出会いに︑名前と顔を確かめ︑手

のホテルに集合する︒60年ぶりの

性9名︑女性目名の20名が南三陸

圏をはじめ隣県岩手︑宮城から男

天候にも恵まれた当日は︑首都

可能ではないかと思っております

る意味で正義感がなければ持続不

ためには︑健康で強い意志と︑あ

生を悔いなく送りたいものですね︒

持ちで無理せず頑張って残りの人

出来る内に出来る事を遂行する気

幸が降りかかるかもしれません︒

生徒300名程で︑周りは田畑に

︵現在の登米市︶ にあって︑全校

入学した︒小学校は宮城県の北部

私たちは昭和26年に︑小学校に

ら ﹁久しぶりに皆さんに会って︑

がら再会を誓う︒後日︑Yさんか

を合唱し︑流れる時間を惜しみな

た︒締め括りは︑唱歌﹁ふるさと﹂

を取り合って歓喜の輪ができる︒

が︒第2の職場を退職後︑3カ月

次のバトンは︑仙台無線通信部

囲まれのどかな環境にあった︒物

涙が流れた﹂と︑感謝を添えた手

思いが募ったのである︒その熱意

経過後から妻の入院手術や︑その

NTT仙台支店で同僚の︑目標に

資が少ない時代で︑どの家庭も恵

紙が届いた︒他にも﹁楽しかった︑

皆様もいつ何時︑突然病気や不

後2年間の自宅介護生活経過後︑

向かって努力した結果︑自宅に行

まれた生活ではなかったが︑クラ

感激した﹂など︑多くの声が寄せ

これらの諸活動を継続遂行する

死亡と慌ただしく時間が経過しま

政書士事務所を開設し活躍してい

ス40名の誰もがいじけることもな

られ︑半年間の疲労が一気に吹き

宴会は︑弥が上にも盛り上がり︑

した︒妻死亡後1人暮らしの生活

る高瀬幸雄さんにお願いしたいと

く︑むしろ自分たちで遊びを工夫

に強く背中を押された︒

が始まり︑今度こそ自分の時間を

思います︒

2次会のカラオケで最高潮に達し

見つけてと思った矢先に突然軽度

飛び︑達成感と共に喜びを感じた︒

育男さんへ

先ず地元に残る同級生に︑﹁同級
会開催﹂ の賛同を得る︒肝心の同

級生の所在確認は︑地元の人に委
ね︑旅行会社との折衝など細部は
スケジュール化し︑一つひとつ消

化していった︵︑ただ悔やまれるの
は︑目名が鬼籍に入られたことを
知る︒長寿時代に余りにも早すぎ
︒
る

んにバトンを渡します︒

秋田にいる友人の︑千田育男さ

するなど︑好奇心に満ちた日々を

千田

小学校の同級会の世話役を担い

の脳梗塞発症︑脊柱管狭窄症重症

五ッ構クラブ

過ごした︒

し
た
︒

稲田学さんからバトンを受けま

千秋クラブ

からのバトン

水沼 静寿︵平11︶

化︑左手指根幹狭窄症手術︑左足
変形性膝関節症発症︑右足半月板
手術︑両目白内障手術︑喉頭腫瘍
手術と年齢を追いかけるように疾

病を発症し現在に至っております︒
完治は望めなくとも生活に支障が

無い程度に回復すれば︑良しとの
考えで病気と向き合い日々闘って
おります︒現在の症状からボラン

ティア活動や趣味の活動など程遠
い状況ですが︑降りかかる病気を
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■こい 五ッ■クラブ

田端瑠美子︵昭封︶

菅原

良子さんへ

からのバトン

盛岡t友会

バトンタッチに当り田端からで

会で優勝︑その頃からヨ本古来の
ています︒

心豊かに過ごしていきたいと思っ

吟剣詩舞は楽しい哉︑吾が人生

文化に興味を覚えました︒現在詩

吟道総伝︒剣舞錬士六段︒刀法五

進しています︒武士の専用技術も

傘寿の記念に杖道初段を取得し精

もお世話になった方です︒よろし

す︒岩手通信部施設課で家族共ど

次のバトンは︑菅原良子さんで

の師友なり︒

今は身心の鍛錬手段や修業道とし

くお願いいたします︒

段︒居合道四段︒弓道三段︒齢︑

て行い日常生活に役立たせてこそ

の﹁心技体一致﹂ の教えは︑道深

青森地区t友会

堀川 賢二平8︶

冨樫

団和さんへ

からのバトン

千秋クラブ

阿部昌さんからバトンを渡され

仕事を全うする事は厳しい﹂と云

ました︒﹁家族の支えが無ければ

生活の頃︑夫は郡山へ転勤となり

労厚課衛生管理者としても充実

当り︑現在に至っております︒特

の間に2つの教場を開設︒指導に

を吟詠したり舞で表現します︒そ

景︑詩文解釈等をふまえ︑詩の心

しながら作者の人生観︑時代の背

してこれ迄修得して来た事を糧に

指導者研修会の講師︑審査員と

鈴鹿学園転勤が決まる︒そんなこ

ところ︑何とそこで阿部昌さんの

島唯一の赤電話から連絡をとった

急伝達が入り︑10円をかき集め︑

課内レク中︑通信局施設部から緊

び︑よく仕事もした︒伊豆大島で

しくやろう！をモットーによく遊

械設計課時代︑どうせやるなら楽

ました︒彼とは45年程前︑宮通機

われ夫の事︑自身の将来の事で悩

に小高校生には礼儀作法等も含め

ともあって親しくしている︒

く︑生涯の学習です︒

んだ末︑上司や奈良一政局長へ相

て文化継承の為にも楽しく学び続

私は趣味としてボランティアに

躊躇しましたが︑八戸時代の皆様

談しました︒﹁辞める事は無い﹂

けられるよう配意している所です︒

明け暮れている︒NTTOB青森

へ元気でいる証を︑と思い直して

との事でした︒やがて子供の教育︑

伊達政宗公生誕451年祭の昨

長女は日本航空︑長男は松下電器

歳月と思わずにはいられません︒

発表して皆様から喜ばれておりま

は20数年に亘り︑剣詩舞︑詩吟を

露したり︑地域の新春祝賀会等で

ペンを執りました︒

家庭を考えた末の決断でした︒顧

本社︑次男は大林組へ就職し︑5

す︒今春の依頼も頂いており有難
これからも楽しく研錆を重ねて

く思っています︒

人の孫に恵まれました︒

私は高校時代インターハィ弓道

個人優勝しており︑社会人東北大

アの美しきに魅せられ︑心の洗濯

青森洋蘭会会員に入会︒カトレ

間と楽しく過ごしている︒

康高齢者になると信じ︑多くの仲

碁はボケ防止︑ゴルフと囲碁が健

プレーが健康の源だ︒週3回の囲

県ゴルフ会会長を続け︑月4回の

年︑青葉城本丸に於いて剣舞を披

活動の−コマ

みれば皆様から暖かく支えられた

二⊥J
≡≡三・・二二＿＿一
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になっている︒

高校の同窓会会長として︑会員
との親睦を図り︑母校の発展︑下

北地域の発展に微力ながら頑張っ
ている︒

春は山菜採り︑ウドから始まり
スドケ︑アイコ︑アザミ︑竹の子

は冬期間の毒消しになる有難い食

材です︒秋のキノコ探りは胸が高
まる︒サクラシメジ︑ブナダケ︑

やっぱり舞茸が最高だ︒ともかく

山歩きは健康によい︒
久須志神社責任役員に指名され

神社経営に携わり︑収入増施策に

悩みながら︑例大祭︑歳担祭等の

準備︑境内の美化は大変ですが︑
地域の氏神様が崇敬者の心の拠り
所にしたいと︑ボランティア活動

に精を出している︒

次のバトンは再就職先で知り

合って︑秋田・青森と離れていな
がら今もゴルフや囲碁の好敵手と
して︑気心の知れた冨樫囲和さん
にお願いします︒
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句

丈為網
俳
弘前地区電友会

福島地区電友会
加藤

良栄

紫陽花の吾れに呼ばれていたりけり

妻病みて木葉木菟また鳴きだせり
どう生きる右足あげて茅の輪かな

泉 アヤ子

山の里陽当たり軒の吊るし柿

ペダル踏む我が影帰る月夜かな

の

星

斎 仁一郎

一泉散り掃かずに惜しむ冬紅葉

門火焚く一番星は妻

雛の間に笑顔三代勢ぞろい

の 果 の 大花 野

佐々木栄一

友 つ れ て 一 年 生 の 下 校 か な

川

柳

瞭

薫風やビルの谷間にジャズピアノ

青山 誠一

会員作品抄

泣きたくば借りかかれよと一冬樹

佐々木敦子

秋潮のしぶきに触れて年思ふ

五橋川柳会

邦夫

一水に秋気の満ちる瀬音かな

雪形やはや動き出す緋∵転機

夜長し 八 十 の 夜を保 つ 胸

の

雲の峰仁王のごとく立ち上がる

胡桃割り胡桃の中で楽しめり

デート中親に会っても知らん顔

赤木

転 勤 を 妻 と 数 え て 粟 を 剥 く

富樫

沙 頼

朝

武

殊 杖

新しさ筆均しをり冬

関戸

皇 候

椀ぎ取りを終えし畑の冬めきて

証モ■て

老いの身の尻を叩くやどんどの火

菊池 つる

練 待 丘

文鎮を斜めに置きて春立つ日

未 陽ひ砂

末 枯 の 山 頂 風 の 吹 く ば か り

凍滝 に み の り占 ふ 母 の 里

み

華

ち

の

の

の

に

五ッ橋クラブ俳句同好会

世っ温 海

八戸地区電友会

硯一四 北
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会友コーナー 文芸

弁当のお菜はい

つも味琳乾し

合格にいっぽん増やし欄をつけ

金滞 克人
インターネット覗いて散る異空間

戊辰戦争の英霊の御霊を鎮め︑二度
と在所において戦火の無いようにとの

英霊を鋲めんと︑乗越に戦死墓を建て

丁重に死者を弔いました︒

その後明治政府の許可を得て︑会津

藩遺志が英霊・御霊を鋲めんと︑慰霊

願いを後世に引き継ぐ為︑

漢詩 八嶋 渓風 先生

碑が建てられた以降︒

■ ．∴︑・

詩吟 関戸 龍秦 先生の指導によ

二度と戦火の無いようにとの願いなが

新町の有志の子孫が︑子々孫々まで

戊辰戦争︵自河口︶ で最も激しい戦

ら︑今も香華を手向けている情景を詩

り作吟致しました︒

いが︑慶応4年5月1日︵陽暦6月20

吟に放しました︒

コ揺らす花嵐

日︶ 西軍︵長州藩・大垣藩︶ は白坂宿

ン

小柳 芳雄

から夜陰にまざれ進軍し早朝6時から

廃校のブラ

糸柳 風 で 水 面 に 走 り 書き

7時頃︑小雨の中︑小丸山の西軍陣地

弾が着弾し︑戦闘が開始され︑東軍銃

アートミュウジツク

マトリックス健康発声学院学院長

麗らかな春の音譜に酔い疲れる

て話題に事欠かず

口を揃えて応戦するも︑稲荷山陣地及

平成30年10月15日

病歴があっ

から︑東軍︵会津藩︶陣地稲荷山に砲

斎藤 弘一

び七・九番町の民家に戦死者を残し退

棒乗越英霊

あれやこれつくづく老いを思い知る

ブランコが微かに揺れて誰を待つ

却しました︒

幸男

高橋氏が︑見るに見かね︑戦災で焼失

に暮れ立ちすくんでいると︑九番町の

情景に︑言黄もなく只々落涙し︑途方

居に死体が放置されている酷たらしい

恐る自宅に戻ってみると︑稲荷山や各

戦火が静まった後︑避難地から恐る

方途杜絶枕曳鞭

時非利兵作朝敵

銃口一斉砲弾前

東軍占守稲荷山

砲撃努霧欲衝天

五月朔風卯上刻

布陣西軍小九結

新町里人涙潜然

した乗越の自宅の提供を申し出て︑新

戦火が収まり︑埋葬地向かい側に西

頻属英霊鎮魂処

累屍七百有鎗命

軍墓地が建てられた後︑新町の有志が

町住民が協力し遺体を埋葬しました︒

風雲急迫慶應年

漢詩指導 八嶋 渓風

吟工会顧問

蓮の葉の露をこぼして鐘が鳴る

河崎

カーテンの隙間に夜明け知らされる

持⁚吟
白河地区電友会

乗越の英霊に捧ぐ
詩意
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会友コーナー 文芸

東西不揮弔前縁
併願児孫無戦火

今猶莫絶香華煙

つ

り

レ一レ一た

人レJ

あ

日本吟道学院

白河支部長

公益法人

公認 松仙道会
関戸 龍秦

ー

iこ

よ

とさ

いなりやま

王し

＼いち上−てさ

士▲′㌧・り

いのL

■九いれいちんこん

い

んわ

ん

とtLj

な

二・′け

∴八

り．∵′一丁

詩吟偏詩

河崎 幸男

せいノ︑んこ王るや王

けいおう

作詞

乗越の英霊に棒ぐ

わーっんさゆ1はノ︑

・Jしん

臥雲急迫す慶応の年

さっささ一・でノ﹁．：一う

布陣す西軍小丸巌
は′せい与り

五月朔風卯上の刻
とう⁚人せん㌧lぅ

っ

へん

砲声霧を努き天を衝かんと欲す
しゅうニーいりせい㍑うだん

東軍占守せんと稲荷帖
レ一ヽ▼

銃口一斉砲弾の前
よ

時に利非らず兵朝敵と作る

るい㌧∴与たこゾウ・＼止∵

り．一人なみださんせん

し⊥ィ︑

ところ

方途杜絶えて盟を枕して鞭す
しん壬ち

累屍七百有余の命
しさ

新町の里人涙潜然
し一つヤし︼′し

頻りに属す英霊鎮魂の処
東西択ばず前縁を弔う

い手工ナお十

併せて願う児孫の戦火無きを

今猶絶ゆることなし香華煙

79

会友コーナー 随想

組

隠

百の頂を目指して

弘前地区t友全 寮良問 任巳

私の趣味は登山旅行です︒登山を始めてか

7月上旬の登山道は︑想像以上でした︒30

イベント状況等を投稿していますので︑挽い

なお︑﹁gOOブログ﹂ で︑登山や近隣の

考えています︒

種類もの花達に出会い︑夢中でカメラに収め

て見て頂ければ幸いです︒﹁gO Oブログ

気軽さもありました︒

ました︒なだらかな場所で花畑を作る花達や

じいじ・スナフキンの気まま日記﹂

で検索し

岩や砂礫の過酷な環境下で咲く花達を見ると

て見て下さい︒

この登山から始まり︑東北の日本百名山と

そのさきの世界へ

和知

政光

勤めに専念する ︵？︶ ために100年以上

白河地区t友会

元気や感動を貰え︑少し優しい気持ちにもな
れます︒そして何よりも︑山頂に立った時の
達成感は︑言葉になりません︒ここまで登っ

て来た人でなければ︑見られない光景が広
がっています︒日本と言う︑自然豊かな国に

住んでいる事に︑喜びと感動を覚えた瞬間で

きっかけは︑﹁高山植物﹂ の写真に魅了さ

日本二百名山の登山を経て︑日本アルプスへ

もありました︒

れたことからです︒NTTグループ会社を退

と拡がり︑仕事から耽れた今は︑野望？が大

ら︑9年日になります︒

職した後︑関連協力会社に再就職をしたので

きく膨らんで︑日本百名山の全廃登頂を目指

60歳近くになってから始めた登山ですから

すが︑勤務地が地元の青森県ではなく︑隣り

を︑﹁健康で有意義に過ごす方法﹂ は無いも

筋力も体力もありません︒山では︑他の登山

しています︒

のかと︑丁度考えていた時期でもありました︒

者に次々と追い抜かれていきます︒まるで︑

の秋田県になりました︒単身赴任生活の休日

地元で暮らしていたら︑登山を趣味にする事

苦行の様ですが︑花々や絶景に巡り会える事
を楽しみに︑これからも登り続けたいと思い

は無かったのではないかと思います︒

1番最初に登った山は︑日本二百名山に数

平成30年9月末現在で︑58唾の日本百名山

ま
す
︒

王と言われる﹁コマクサ﹂を︑実際に見て見

に登りました︒やっと半数を超えた所ですが

えられる︑秋田駒ヶ岳でした︒高山植物の女

たいと思ったからです︒1600メートルそ

出来れば︑70歳までには目標を達成したいと

盈

こそこの山で︑8合目まで車で行けると言う
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2015年9月18日劇岳にて

会友コーナー 随想
組むことになりました︒と︑言っても私がし

は︑ひょんなことから30年ぶりに稲作に取り

クラブ︶愛好会に入会し︑週3〜5回汗を流

︵水曜会クラブ︶・グラウンドゴルフ ︵五十鈴

退職後は健康のためにと思い︑ボウリング

出来ます︒当時のプラットホームを煙の出る

に乗って︑それこそ今でも目に浮かべる事が

いわき市いわき駅 ︵当時は平駅︶ を常磐線

科へ入所するため昭和26年3月その仙台学園

たのは田植え前の準備と畔の草取りや雑草防

しながら練習に励みつつ交流を深め︑夜は仲

汽車に乗って生まれて初めて仙台へ旅立つの

月日の過ぎろのが早いと感じられます︒

除︑水の管理のみでした︒田植えや刈り取り

間と一緒にスナック等で飲んで歌ってその日

です︒その頃︑私は父と2人暮らしだったの

続いた家業に幕を引いたはずでしたが︑今年

等は地元の友人にお願いしました︒半年経っ

1日を楽しく過ごしておりました︒

れているのではないかと思い︑第一線から退

同様なことが他のすべての産業分野でも行わ

した︒そして︑農業分野に於ける技術革新と

個投げ入れるだけの除草剤等︑驚きの連続で

進歩です︒時間差で効く肥料や︑田んぼに数

張っていきたいと思います︒

どありませんので︑無理をしないように頑

懸命やるだけと決めていますが︑体力も昔ほ

ありましたが︑これからは出来ることを一生

で見守りながらの日々で自分の時間に制約も

平成22年から介護﹁5﹂ の義母を自宅介護

のです︒そして︑のり巻寿司の折り詰めを1

がプラットホームに見送りにきていただいた

たが或る女子高校の0さんという女子高校生

ば立派な教育を受けたと考えられるときでし

たのです︒それがあの頃は高校まで卒業すれ

で誰もホームで見送ってくれる人はいなかっ

に赴任した時のエピソードです︒

て感じるのは︑農機具類も含めた稲作技術の

いた身ではありますが︑もう少しだけ長生き

利男

激︑気持ちは他のひとには分かってはくれな

いだろうなと思うほどで︑ひとり自分の胸に

しまっておきました︒

回想は誰にも迷惑をかけない︑お金もかか

と思いますが︑高齢になると厭世的になって

かったこともあり又苦しかったこともあるか

ひとつのことを回想すると言うことは楽し

らない孤独を楽しむ人生は決して捨てた物で

いわきt友会

ほのぼのとした回想

つ父が作ってくれたものですと言って私に手

諸構

してその先の世界の生活がどのように変わる

国光

渡してくれたのです︒その時の私の驚きと感

棒失

のか確かめてみたい︑という思いがこみ上げ
ております︒

t友あさか金

思います︒その時︑私は楽しかったことのみ

生きているのがいやだなと思う時があるかと
今を去ること60有余年前︒うそかまことか

を思い出して回想することにしています︒﹁こ

はありません︒
この度は喜寿を迎え大変感激しております一し

本当の話しを回想しながらお話しをしてみた

ことでしょう︒如何でしたか私のこのた

これも私を支えてくれた諸先輩を始め皆様

る﹂

の回想が人間不信と自己嫌悪をいやしてくれ

私が電気通信職員訓練所仙台学園普通電信

いと思います︒

のお蔭と感謝申し上げます︒

NTTを退職してけ年が経ち高齢になる程

会友コーナー 随想

交換確が導入され︑昭和38年仙台電報局

がこのネットワークに組み入れられたの

の通知書です

当時の任官前の雇員︵通信事務員︶ 時代は

びのほのぼのとした回想これで終りです︒

︵お詫び︶ 文中︑作家五木寛之さんの﹁孤

を最後に束北のモールス通信は姿を消す

写真の電鍵と音響機は︑昨年︑佐藤金

日給制でしたが︑任官すると月給制です︒日

ら特に日数の少ない2月分は収入減ですから

市郎さんから寄贈されたものです︒いま

独のすすめ−人生後半の生き方﹂から言葉を

いやでした︒毎月31日であって欲しいと思っ

務局へどうぞ︒

お試しになりたい方は東北地方本部事

音が響きます︒

だ健在で電鍵を打つとあの﹁カナカナ﹂

辞令書をみてはいろいろと憎いだします︒辛

時々アルバムを開いて昇給︑昇進︑転勤の

たものです︒

ことになります︒

金市郎

給制は公休︵今の週休︶ 日は無給です︒だか

佐藤

引用させて頂きました︒

わたしの辞令書

五ッ■クラブ

楽しかったこと二杯あります︶永さにわたっ

かったこと ︵あまり無い︶ 嬉しかったこと︑

昭和12年に当時の三等郵便局 ︵いまの特定

て良き先輩︑同僚に恵まれて良い現役時代で

いま︑ああすれば良かった︑こうしてあげ

局︶ に採用され︑後に一等局 ︵いまの中央郵

てきて︑採用から第2の職場退職するまで凡

ればよかったと想うことが一杯あります︒総

し
た
︒

そ60年間に頂いた辞令書全部をアルバムに貼

じて恵まれ良い現役時代だったとつくづく思

佐藤金市郎さんから寄贈されたt鍵と音響機

便局︶ に出向し︑一貫して通信事業に従事し

り保存しています︒1番重々しいのは昭和17

います︒

在でした︒昭和30年から順次︑電報中継

主役でキーをたたく電信マンは花形の存

されて以来︑モールス通信が電気通信の

明治7年︑東北で初めて電信線が架設

〝トン・ツー″の背きを覚えていますか

思っています︒

1枚だけ訂正された辞令書があり珍しいと

年︵刀歳︶ 判任官に任
官したときの辞令書で

す︒表彰状のような立

派なもので額縁に入れ
て飾りたいくらいです︒

当時の逓信省から任官

辞令書︵任通信書記
補︶︑﹁秋田郵便局在勤
を命ず﹂と逓信省から

発令の通知があった旨
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逓信省からの任官辞令書
仙台逓信局からの沌知●

会友コーナー 随想
要南最深部の梅里雪山への思い出
を期待し夜明けを待ちましたが︑主峰カワカ

前に梅里雪山の主峰カワカブの峰の雄大な姿

かった▲ 6時に展望′討ちしき所に到着﹂ 目の

峠する地に立つ飛来寺には1991年1月に

ランソウ江 ︵メコン川︶ を問に梅里雪山と対

ドの説明がありました■し ︵それで﹁飛来寺﹂か一

が梅里雪山︵6746m︶ で遭難した慰霊碑

京都大学学士山岳会と︑日中合同登山隊17名

雲が晴れる事を祈り皆で2時間ぐらい待ち

がある事を事前に調べていたので︑ガイドに

ブは姿を見せませんでした︒

ましたが︑晴れず残念でした︒︵翌日再度挑

聞いたが︑場所を知らないと云われたので周

福島地区王墓︻ 清野 和正

戦しましたが︑雲多く時々主峰カワカブの頭

中国は広いので︑何回旅しても新しい発見

があります︒中でも再度訪ねたいところが︑

道もなく整備されていない所に慰霊碑を発

りを探し始めたが︑身の丈位の雑草を掻き分

午後トーチンの市場を見学し驚きました︹一

見し︑さらに驚いた事に︑日本人隊員ら12名

だけ見えただけ︒この時又機会があれば来た

生活必要品が揃っていました︒特に野菜︑果

の名前が傷つけられ︑判読出来ない状態に

平成17年9月に行った﹁雲南西北シャングリ

﹁失われた地平線﹂ に描かれた理想郷シャン

物が豊富に有り︑市場の奥には動物の解体場

なっていました︒

けてようやく見つけました︒

グリ二フに由来すると言われて中国政府が地

所が有り︑内臓等全てそのまま販売していま

慰霊碑は1991年5月︑同山岳会が中国

いと思いました︶

名にした︶ 標高3300m・人口33万人︑チ

した︒豚の頭はそのまま展示されていて各部

登山協会等と合同で梅里雪山を望む基幹道路

ラ ︵中国名・香格里拉こ の旅です︒

ベット︑リス︑ィ︑ウイグル︑ペー族と︑漢

分を切り売りしていました︒羊の皮・牛の皮

脇に建立したが︑現在の道路は別なルートに

香格里拉は ︵ジェームズ・ヒルトンの小説

民族など13民族が生活している地域です︒

は綺麗にはがして干し︑なめしていました︒

9月12日︑5日日の日程の中で朝4時に起

高さ1m位の石製で︑はめこんだ銅板に︑日

作られたため︑旧道は荒地になった様です︒
午後3時にチベット仏教の寺︑飛来寺を

峰ありて気高き人がいて﹂と

本人目名・中国人6名の名前と︑﹁大地あり

うつくしき

の特徴をよく表している珍しい寺と︑ガ

及び儒教の3つの宗教を融合させた﹁三程合

ているのは︑日本人全員とチベット人1人︑

銅板が傷つけられ名前が判読出来なくなっ

慰霊の言葉を刻んであった︒

こ

馬鹿な事して何になるのか︑哀れさ

を感じ涙が出た︒見学道の整備などして頂き

るが？

中国人5名は傷なし︑犯人は中国人と思われ

インドから活仏が飛来して寺を建てたとガイ

現在僧侶は不在で管理人が居る︒伝説では

イドの説明がありましたU

子孫殿︑関聖殿︑海潮殿からなり仏教︑道教

︵1614年︶ 斜面を生かし階段状に建て︑

見学︒飛来寺の創建は︑明代の万暦42年

全て無駄なく利用されて要る事に感心した︒

き︑暗い道をバスに揺られて︑朝日に輝く梅
里雪山の雄大な姿を望むビューポイントへ向

チベット族自治区地図
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学山岳部へ連絡するか︒悩みながらホテルへ

たいが︑誰にお願いすれば良いのか︑京都大
望する﹂と私は小林氏の本を読み感じました︒

は永遠に登れないのでなく︑登らない事を希

余って絵葉書や何か買わないと損した気分で

だろう？それが心配︒しかし︑空港でお金が

飲みたかったのに⁝機内まで我慢した︒

手持ち現金全部使った︒おかげでコーヒーを

雪山遭難碑傷つく﹂の記事が掲載されていま

平成18年2月2日付毎日新聞朝刊に﹁梅里

戻りました︒

ホテルへ戻ると少し頭が痛くなり︑高山病

梅里雪山を地元では聖山﹁神の山﹂と言い

探して﹂ の著者︑小林尚礼氏が福島に来られ

平成18年8月9日に﹁梅里雪山17人の友を

ントノフかと思ったが︑フランス製だそうだ︒

がどんな意味があるのか分からなかった︒ア

深緑一色で尾翼にM7と印があるだけ︒それ

さて﹁M7﹂すごい緑の乗り物べったりと

現在も神の山カワカブに登った人はいないと

る機会があり︑氏とお会いし︑お話しをさせ

﹁両替3千円分準備しました﹂とはならず成

し
た
︒

のこと︒帰国後小林尚礼氏の本を読み知りま

て頂き︑サインを頂戴しました︒

予防の薬を飲み休みました︒

し
た
︒

1996年12月京大山岳会が再挑戦し︑標

田での両替は同じで約6千ルーブル︑心配は

説︵種痘の話︶ の表題が思い出せずに出発︒

漂流記アムール川等断片的に思い出したが小

ルクーツクと聞いて思い出したのが吉村昭の

同じビールは？︒しかし一つの気がかりはイ

で登頂を断念したそうです︒﹁聖山カワカブ

高6250m︑頂上まであと490mの地点

邦子

かった︒︵やっぱり︶

ジャカルタにつけば日

ジャカルタ間を飛んで日本語は一切通じな

しゃれた話だゥ 三世の世界ではなく︑羽田︑

飛ぶ︒インドネシアの航空の会社名でもある︒

ばれている︒シバ神の乗り物で三世の世界を

鳥の演顔で身体は人間羽がある︶ の名前で呼

ルーダは日本では迦楼羅︵ヒンズー教の神︑

どちらも乗り物である︒M7は怪しい︑ガ

機の団体に会っただけ︒観光地は前後してい

航路が出来たばかりで︑日本人は一緒の飛行

穏やか︒観光客にも会わない︒何せ4月から

キング日より︒私どもの水中翼船だけ静かで

で何も見えない︒人も見えない︶翌日はウォー

の透明度は60M真っ青のはず︒︵その日は雨

が訪ねた7月初めは花いっぱい︑バイカル湖

確たるものはなかった︒シベリアの地は私共

的に﹁大黒屋光太夫﹂が出てきた人もいたが

M7とガルーダ

伊藤

本語OK︑最初の案内は ﹁両替3千円分用意

たが︑私どもはバイカル湖のほとりを花をめ

t表音暮会

しました﹂だった︒30万ルピアくらい貰った︒

でながら散策が目的でこれはお天気にも恵ま

乗り切れない︒ツアー者の中にやっぱり断片

その世界はすごい桁が違う︒ビールはいくら
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もばかばかしいので﹂﹁食事が安かったのが

両替したら余ってしまって︑日本円にするの

お土産をどっさり買い込んでいた︒﹁2万円

りの空港で2人の女性の旅行者に会い空港で

れ満喫︒観光化されてないところでしたが帰

にありながら︑大震災の猛火から奇跡的に生

によるものであった︒このイチョウは都心部

なり︑木造密集地も多く死者の約9割は火災

日︑午前日時58分に発生し︑昼食時間帯と重

関東大震災は大正12年︵1923︶ 9月1

欧州にイチョウを広めたのは︑長崎出島で

り観察に励み︑ほぼ独力で発見した︒

助手の時代に顕微鏡を抱えて大イチョウに登

樹齢約300年の大イチョウで︑平瀬は東大

精子を発見したのは東京小石川植物園にある

日本に滞在し︑地理や歴史︑動植物︑風俗な

オランダ商館に勤めた医師・ケンペルで元禄

その後︑震災復興事業に伴う区画整理事業

どの研究を行い︑帰国時にギンナンを持ち

き残り︑当時の人々に復興への希望を与える

たらスマホですべて通じたとのこと︒そうい

は軌道にのり︑1本のイチョウは切り倒され

帰ったのが始まりとされる︒欧州は雌の木が

予定外だった﹂とのこと︒2人旅のようで﹁英

えばお土産屋で質問すると何がわかったのか

る運命にあったが︑当時︑中央気象台長で

ほとんど無く︑雄の木に雌の枝を接ぎギンナ

3年 ︵1690︶ 〜元禄5年 ︵1692︶ に

スマホをかざした答えが返ってきて︑まんざ

あった岡田武松氏がこれを惜しみ︑帝都復興

ンを育てる研究を重ね︑ウィーンのイチョウ

ものとなった︒

ら的外れでもなかった︒しかし︑ウォーター︑

局長官・清野長太郎氏に嘆願し︑震災時に都

語が出来るんですね︑うらやましい﹂と言っ

サンキューも通じなかった︒ちなみに気に

門付近の大手濠緑地に移植され都民は ﹁震災
いちょう﹂と呼び大切にされてきた︒

3︑仙台最古の街路樹

イチョウは約2億年の昔から人類に愛され

チョウの保存に尽力した清野長太郎氏は明治

てきた樹木である︒関東大震災では防災イ

イチョウは約2億年の昔から人類に愛され

た樹木と言っても過言ではない︒私たちの生

2︑イチョウの歴史

︒
る

から初めてギンナンを収穫したといわれてい

光巧

民の心の支えとなった1本のイチョウは大手

斎藤

なった小説は﹁北天の星﹂

現代・イチョウ考

五ッ♯クラブ

39年︵1906︶ に秋田県知事︑その後︑兵

設備を完成させ︑側候技術善成所の設立など

活文化と深い関わりを保ちながら︑日本だけ

イチョウは他の種子植物と異なり︑雄の木

我国の気象研究の第一人者としてイギリス王

庫県知事や神奈川県知事︑帝都復興局長を勤

150年の1本のイチョウがある︒説明板に

の花粉が雌の木の胚珠に取りつき︑精子を放

立気象学会から﹁サィモン金牌﹂も送られた︒

でなく東南アジアや欧米など世界各地で親し

は﹁震災イチョウ﹂と表示され︑かつての文

出し受精してギンナンになるのは雌の木だけ

仙台市はイチョウの歴史的背景や樹木の持

めた︒岡田武松氏は海難防止のため無線送信

部省の建物があった一ツ橋1丁目1番地付近

である︒この仕組みを播いたのは ﹁平瀬作五

まれている︒

の街路樹の1本で︑文部省の跡地は現在︑パ

つ凛とした風格から︑昭和35年 ︵1960︶
郎︵185611925︶﹂

である︒平瀬が

レスサィドビルが建てられている︒

皇居の大手門付近︑大手濠緑地に樹齢が約

1︑皇居前の震災イチョウ

愈W
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広滴通の街路樹はイチョウに統一︑その後︑

仙台最古の街路樹は︑昭和6年︵1931︶

◎随想コーナーへの投稿については誌面の都

◎他紙等への二重投稿はご遠藤囁います︒

◆会友コーナーへの投稿について

に仙台駅東部の柑ケ岡通り︑600メートル

合上︑左記内容にご協力をお願いいたします︒

愛宕〜上杉線も街路樹はイチョウとなった︒

の区間にイチョウの木110本が植えられた︒

お題は自由です！

お気軽l二
足鼻ください！

※投稿は紙面の都合上、一人3旬までとさせていただきます。
多数投稿されている場合は勝手ながら編集担当で選定いたします。

○掲載・・・年1回

○川柳〈お一人3首（旬）以内〉

現在︑区画整理事業やJR仙石線の地下化が

とさせていただく場合があります︒

冨宣言HIl柳コーナー

ただし︑投稿数が多い場合は次号に持越し

最古の街路樹であるイチョウは四季折々に市

○字数・・・1200字以内厳守

会報編集委員会では
会員の皆様からの原稿を募集しております。

進み︑当時の線路跡は公園として整備され︑

民や観光客を2億年の昔に誘っているのでは

8ti

○次回締切り・・2019年5月20日厳守

＼常

ないだろうか︒

皇居の大手門付近、大手溢緑地の防災イチョウ。
写★右手の建物、パレスサイドビル（毎日新聞社）である。
関東大手災前はパレスサイトビル付近に街路樹として植栽されていた。

でんでんみちのく川柳コーナー

千秋クラブ

真夏日も暦どおり

高橋

幸雄

の衣替え

汗をして見渡す眺望われのもの

愛妻が髪型変えてちびまる子

五ッ橋クラブ

山ボーイ

リンドウに鈴の音聞かせ山一人

里山も鈴かき鳴らせ7ン特大

風

抱っこする子供あやして目はスマホ

五ッ橋クラブ

一

国会 で 二 人 羽織 の 五 輪相

適材と 集 め て 寒し 組 閣陣

自転車が乗れたと孫の自慢顔

◎投稿は紙面の都合上︑一人3句までとさせ

ていただきます︒多数投稿されている場合は

勝手ながら編集担当で選竃いたします︒
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