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　暑中お見舞い申し上げます。
北支部の皆様におかれましては ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　このたび 5 月 15 日の北支部通常総会で新たに支部長に就任致しました三恵工器有限会社の宮川で
ございます。精力的な活動で実績を重ねてこられた新海前支部長の後任ということで荷が重いと感じて
おります。至らない点も多いかと思いますが、精一杯努めたいと思います。永い歴史の城北・京北支部、
合併後発足 10 年の北支部、歴代支部長様が築いてきた道を仰ぎ踏みしめて参ります。また今回、会計
監査の役を降りられた柳様・棚木様には永年にわたり支部発展のためにご尽力された事に敬意と謝辞
を申し上げたいと思います。

　会報には父 宮川武夫（当年 91 歳）が、元京北支部長としてお世話になったご縁もあり創刊時に題字
「きた」を記させて頂いております。私のご挨拶を載せていただくとは夢にも思いませんでした。大変光栄
なことです。

　さて、2020 年東京オリンピック・パラリンピックを 3 年後に控え、東京も新国立競技場建設をはじめ
各再開発・豊洲新市場移転等大きな変化の時期を迎えております。我が東機工も今年の総会において
小池達夫新理事長、6 名に増えた副理事長の新体制になり、組合運営が大きく変わりました。その中で
「社員教育支援制度」を新設しスタートしました。東機工へのご参加が実感いただける機会になると思
います。一方、支部では実践的勉強会を今期より年 1 回ほど企画、6 月には「不二越、ロボット勉強会」を
開催しました。支部の皆様の営業力向上の一助となればと考えております。幸い北支部の仲間には若さ
とチームワークとなんといっても斬新な発想力があります。水ありて常に活動して止まらずを以って尊し
をなすといいます。滞留することなく新企画を皆様とともに考え、今後もご提案していく所存です。そし
て、多くの皆様が活動に関心を寄せて頂き、参加して頂き、所属して良かったと実感いただけるよう頑
張ってまいります。なにとぞご協力とご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに支部会員の皆様の益々のご健勝とご繁栄をお祈り申し上げます。

支部長　宮　川　武　昭

ごあいさつ
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本部・支部だより

【東機工 平成29年新年賀詞交歓会
 盛大に開催】  2017.01.11

　平成 29 年 新年賀詞交歓会盛大に開催 １月１１日
（水）午後 6 時よりロイヤルパークホテ ルで東機工
平成 29 年新年賀詞交歓会（千代田・中 央支部共
同担当）が、組合員 217 名、賛助会員・ メーカー
353 名、来賓等 27 名、合計 597 名の 参加により
盛大に開催されました。年頭のあいさつ に立った小
川修一理事長は「昨年全機工連東京大会 で培った
組合員の連帯の輪をさらに拡げよう」「東 機工は設
立 70 年を迎えた。今後の 10 年、20 年 を見据えた
活動を展開したい」と力強く述べられま した。来賓
を代表してご祝辞を述べられた経済産業 省素形材
産業室 蘆田和也（あしだかずや）室長か らは「全機
工連と定期的に意見交換をすることにな った。厳し
い経済環境にあるが政策で業界の発展を 応援した
い。」と激励の言葉をいただきました。恒 例となって
いる「年男・年女」の皆さんへのお祝い は 46 名の
方々に、神田明神の甘酒と板倉屋の人形 焼きをお
贈りしました。

【支部新年会開催】
2017.01.21

　平成 29 年１月 21 日（土）午後 6 時 より板橋の
仏蘭西舎「すいぎょく」にて第 10 回新 年会を開催
致しました。 今年は、お店を貸切にし、雑踏を離れ、
木々にかこ まれた静粛の中で、弦楽四重奏を聴き
ながらフラン ス料理をお楽しみ頂く企画です。16 社 
31 名の方 にご参加頂きました。 羽岡総務委員（新
年会幹事）の司会で開会、新海支 部長のご挨拶、渡
辺副支部長の乾杯でスタート。コ ースの仏蘭西料理
ではとても美味しくボリュームも あって良かったとの
声をいただき、弦楽四重奏では 一曲ごとにたくさん
の拍手をいただきアンコールも あり盛り上がりまし
た。演奏者のアルコ様には是非 次の機会にもと声を
掛けていただきました。 約２時間の会食後、宮川副
支部長の中締めご挨拶で 散会となりました。 恒例
の次回新年会幹事の指名では初心に帰り、新海 支
部長、宮川副支部長を選ばせて頂きました。 （担当
幹事）　岡村総務委員、羽岡会計
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北支部 ウェブサイト開設してます！
【青年部会新年会開催】
2017.02.07

　平成29年度東機工青年部会新年会を ２月 7 日（火）
６時30分より芝浦の「牡丹」にて新 年会を25社 27
名の方々にご参加いただき開催致し ました。

東機工  北支部
ギャラリーや過去の会報アーカイブなどご覧いただけます。
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　５月１５日（月）午後６時３０分より、上野精養軒
３１５３ ( 西郷さん ) 店にて第１０回通常総会を開
催致しました。司会進行役の栽松総務部長による開会
の辞、新海支部長がインフルエンザによる病欠のた
め、渡辺副支部長を議長代理としまして議事を審議、
承認致しました。本年度より新支部長に三恵工器(有)
の宮川武昭氏、新副支部長に ( 株 ) 昭和の佐藤和男
氏が就任致しました。また新任の総務委員に ( 株 ) ハ
イカットの松本寛子氏が就任いたしました。新監査役
には佐藤満男様、羽岡敏男様に就任して頂きました。
次に本年度予定している行事として、杉浦総務委員か
らナチ不二越の「ロボット勉強会」の説明（６月）　及
び「経営関連勉強会」について（11月）説明があり、次
に横田総務委員より支部の集いを「池袋サンシャイン
60　星のなる木」で７月開催予定であることについて
の説明がありました。佐藤新副支部長の閉会の辞によ
り総会を終了し、引き続き懇親を行いました。棚木亀
治前監査役の挨拶と乾杯の発声で開催し、和やかな
時をすごし宴酣の所、柳一夫前監査役の締めの挨拶
にて散会しました。　参加者：19社19名

【第10回通常総会を開催】
2017.05.15

　東機工第７１回通常総会が、平成２９年５月２５
日（木）１７時３０分より機械工具会館６階ホールで
本 人出席４０名、委任状出席１４０名のもとに開催
されました。開会に当たり小川理事長があいさつに立
ち、 「組合員が減少する中で組合運営の在り方が問わ
れる時期となっている。新しい理事長、増員される副
理 事長が中心となって、課題の検討をいただきたい」
と述べました。提出された議案は全て提案どおり可決 
され小池新体制が発足しました。総会終了後開催され
た賛助会員様を含めた懇親会では、小池達夫新理事 
長があいさつ。６名の副理事長を紹介しました。北支
部から副理事長に新海氏、理事に杉浦・宮川両氏、監
事に岡村氏が就任しました。

【第10回通常総会を開催】
2017.05.25

　全機工連平成 29 年度通常総会が、平成 29 年 6
月 22日 ( 木 )14 時よ機械工具会館 6階ホールで約
30 人の出席で開催されました。第１号～３号議案ま
で満場一致で承認されました。今年度より会長は、各
組合・機工会の理事長・会長を兼任しない前提で
推薦が行われ、東機工特別理事の坂井俊司氏（株式
会社ＮａＩＴＯ取締役社長）就任しました。

【全機工連平成29年度通常総会開催】
2017.06.22

全機構連総会報告は
７月中旬発行のかいほう
１４５号をご覧ください



　６月１９日（月）午後７時より株式会社不二越殿の
ご協力により「ロボット講習会」を開催致しました。場
所は株式会社NaITO殿の第一会議室をお借り致しま
した。冒頭で宮川新支部長からの北支部新体制最初
のイベント開催挨拶がありました。その後㈱不二越の
　東日本支社 ロボット産機営業部主任の大家和範様
を講師として勉強会に入りました。産業用ロボットを
客先に紹介するための知識・ノウハウを、資料を交え
てご説明して頂きました。また実物機のロボットを用
意して頂き、デモンストレーション動作を参加者みん
なで確認したり実際に触れてみました。今後、自動車
産業を含めた金属加工の業界ではガソリンエンジン
を作らなくなるのでこれまで大量に使われている切削
工具、ベアリング類を使うことが大きく減少します。不
二越さんはそれを見越してロボット事業に注力すると
の事でした。我々機械工具を扱う業種にとっては、すぐ
そこまで来ている近未来に起こるであろう構造変化を
感じる事が出来た勉強会となりました。渡辺副支部長
の閉会の挨拶にて散会となりました。
参加者は16社２９名　会議室は、ほぼ満席でした。
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ヒット商事（株）〈東京支店〉　〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-17-6加藤ビル4F
       　TEL:03-6672-3254㈹ FAX:03-5209-0771

【ロボット勉強会開催】
2017.06.19

【今後の予定】

8/4( 金 ) 　　　東機工　永年勤続表彰式・サマーフェスタ　目黒雅叙園 にて

11/15( 水） 　　　支部講習会　「経営関連勉強会」　( 株 )ＮａＩＴＯ様会議室にて

11/22( 水 ) 　　　東機工　教養講座　「三田寄席」　柳家さん喬師匠　機械工具会館 6階

1/11( 木 ) 　　　東機工　新年賀詞交歓会　ロイヤルパークホテルにて

1/20( 土 ) 　　　支部新年会　場所未定



　少し時間が立ってしまいましたが・・・・・・・
今回は、日本人が世界3大レースに勝ったお話です!!
世界 3 大レースとは、どんなレースか知らない方にこ
こで説明をしておきます。
世界3大レースとは、F1とかインディーカーレース等
の 1 年間のシーズンを戦うレースの事を指すと思う方
が多いと思いますが、そのシリース戦の 1レースを指
します。
　まずは、F1 で有名なモナコ市街地を使ったストリー
トレース。ここでは、ハイパワーの F1 マシンを数ミリ
単位で、コースの壁をすり抜けるコントロールとドライ
バーのハートが試されるコース。
F1 で何度シリーズチャンピオンになろうともモナコで
勝てなければ何の意味もないと言われています。
　もう一つが、ル・マン 24 時間耐久レース。このレ
ースはフランスのル・マン地方にあるサルトサーキッ
トを 24 時間走るレースです。ここでは、マシン・ドラ
イバーの体力、長いストレートを 400ｋｍオーバーで
走れるマシンの性能と、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのスキルと体力が試さ
れます。ここでは、過去に日本人チームが勝っており
世界耐久レースの歴史に名を残しています。
やはり、この世界耐久レースでもシリーズチャンピオン
になってもル・マンに勝てなければ賞賛は得られません。
　最後に先日、日本の新聞に大きく取り上げられたイ
ンディー５００マイルレース！
このレースは、アメリカのインディアナポリスで開催さ
れるインディーカーシリーズの１レースです。
クローズドコースで、陸上競技の様な楕円形のトラッ
クをグルグル２００周走るレースです。
ただひたすら、全開でアクセルを踏み込んで度胸試し
のようなレースでアメリカ人らしい発想のレースなの
で、今までの優勝者はアメリカ人が多く（アメリカ発祥
のレースだからあたりまえかも？）アジア人の優勝者
は今までいませんでした。
佐藤琢磨選手は元 F1ドライバーで F1 でも表彰台に
上がれるほどの実力の持ち主です。
佐藤琢磨選手のレース参戦は非常に遅く、子供の頃
から各メーカー系チームに育てられたのではなく大学
生時代からのスタートになります。ここで少し昨今の新
人レーサー事情をご紹介します。
　ここ３０年間くらいの間、欧米に追い付くために各
メーカーは子供の頃からキッズ・ジュニアカートから
選抜し、サポートをして世界に通じるレーサーを作ろ
うと躍起になっています。
　佐藤琢磨選手は大学時代、ツールドフランス（自
転車レース）を目指していたそうです。全日本学生選
手権で優勝したのちに子供の頃に見た自動車レース
（F1)が忘れられず19歳から自動車レースに挑戦を始
め、鈴鹿サーキット・レーシングスクール・フォーミュ
ラーにカート歴（レース歴）わずか半年で入学を認め
られてしまいました。これは異例中の異例で、今でも
これくらいの経験値では書類審査で落ちてしまいます。
佐藤琢磨選手の凄いのは、これだけではない。あくま

でもF1しか頭になかったらしくスクールを首席で卒業
後、日本でのレースは僅かに 1 戦（F3）のみで翌年
にはヨーロッパへ！ 普通は、F3 に乗るまでに最低でも
1 年！ ヨーロッパへは、数年かかって行くのが当たり
前の世界ですが・・・・（行けるドライバーも一握り・
お金の力があっても）
　佐藤琢磨選手の凄いのはこれだけではありません。
あの誰もが知る天才レーサー・アイルトンセナでも F1
にたどり着くまでカートから数えて数百・数千のレース
をこなしてやっとたどり着いたのに、佐藤琢磨選手は、
たったの 3 年間・数十レース（８０戦前後だと思わ
れます。）をヨーロッパで戦い F1 にたどり着いてしま
いました。カートレースを始めてたったの 6 年です。
ここまでを見ていると佐藤琢磨選手は、天才なのでは？
と思う方が多いと思いますが私は、違うと思います。
　彼は天才ではなく秀才で運動神経がアスリートなみ
に良く、頭で考えた動きを体が出来る方なのだと思い
ます。
　エンジン・モーターを使う競技では、性能を上回る
スピード・タイムは期待できません。
人間が操る以上、恐怖に対する気持ちなどで大きく変
わります。
インディ５００で勝つ為の条件は、マシン・チーム・
ドライバー・戦略・総てが最高で的確に動く必要があ
ります。（これは、総てのレースで必要ですが）
　それと、一番大事な・・・運！
この運が、簡単にはつかめないんです。運を掴む為
には、４つの最高がないとレースの世界ではうまくい
きません。佐藤琢磨選手は、途中でワンラップダウン
（周回遅れ）の危機に会いつつもラスト１０週くらい
の所で上位に食い込み最後にコンマ数秒差で優勝し
ました。
最高のマシンをセッティングした佐藤琢磨選手・最高
のチームに可愛がられた佐藤琢磨選手の人柄・最高
の戦略を立てたチーム首脳陣＆佐藤琢磨選手・正確
にマシンコントロールが出来る佐藤琢磨選手の最高の
スキル・それらが重なった結果が優勝だったのではな
いでしょうか？
こんなに、沢山の最高最善がないとレースは勝てな
い！！なんだか、会社に似てますね～一人じゃ何もでき
ないところが・・・・・（完）

コッシーの
言いたい放題
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株式会社 トナミ商店
              越川正典
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　皆様、美味しい物食べてますか？　本当に日本に生まれて良かったですよね！
ところで、人には「あれは旨かったなあ！」と言うものが必ず有るはずです。そして、「出来ればもう一度食
べたいなあ！」と思うものです。その「もう一度食べたいなあ」と思うものを聞いてみました。
　ちなみに私は、15 才くらいの時に出会った、池袋西武デパートの確か 8 階に有った一寸高級なレストラン
の、「舌平目のクリーム煮」。これは後になって分かったのだが「ソールボンファン」と言うものらしい。
ホワイトクリームでやわらかく煮られた舌平目が俵状にまとめられていて、
しかもグラタン風に焼かれている。育ち盛りの若者にとって、それはそれは
美味しいものでした。今はもうそのレストランも無くなってしまい、未だに
あの味に出会えていません。

会   報  ・  き  た⑹

Ｃ級グルメ情報

2017/7

●Ｈ氏：  前橋に有った小さな中華屋の「ニンニク 
 の芽と豚肉の炒め」未だにどこで食べても 
 これに勝るものに出会えない。
●Ａ氏：  館山「中華青龍」のハンバーグ。「焼肉 
 伯東楼」のユッケ。お母さんが作った伊勢 
 海老のサラダ。
●Ｒさん：フランスニースで食べたスープドポワソン。
●Ｙさん：駒込「ゆうひ鮨」の赤貝。
●ＹＵさん：修学旅行京都で食べた、くず切りみつ天。
●Ｘさん：旦那が作る冷や汁。
●Ｘさん：別れた奥さんが作ってくれたタラコお握り。
●Ｘさん：お袋が作る玉子焼き。
●Ｘさん：さんまのネギみそ和え。
●Ｘさん：ハワイで食べたリブロース。
●Ｙ氏： 尾久駅前に有った「増田矢」のカキフライ。
●Ｔ氏： 秋田鷹巣で食べた地鶏のキリタンポ。
●Ｍ氏： 北海道岩内駅前の喫茶店で食べたうに丼。
●Ｓ氏： 北海道入道崎の先の定食屋の海鮮丼
 （ウニがいっぱい）
●Ｘ氏： 小学生の頃、冨浦の遠泳の後に飲ませてもらったくず湯。
●Ｘ氏： 博多で食べたカサゴの唐揚げ。
●Ｙ氏： 神宮前「GHEE」のバターチキンカレー。
●Ｘ氏： 北海道釧路の寿司屋で出してくれたシャブシャブ。
●Ｕ氏： 曙橋とんかつ「はら」のロースカツ。
●Ｏ氏： 高知で食べた伊勢海老のボイル。
●Ｙ氏： 大塚「ビバーチェ」のカルボナーラ。
●Ｙ氏： 京都「十兵衛」の四角い磯巻。
●Ｘ氏： 京都「肉ムラセ」の中京区コロッケ。
●Ｈ氏： 寿司屋の修業時代、仕込んでいた子持ち
　　　　ヤリイカのサッと煮た物が旨くて旨くて、
　　　　気が付いたらかなりつまみ食いしていた。
●Ｇ氏： 銀座「スイス」のカップスープ。
●Ｕ氏： 駿河台下立ち食いそば「ことぶき」の天玉そば。
●Ｊ氏： サイパンで食べた牛肉の鉄板焼。
●Ｘ氏： おふくろが作ってくれたキャベツ入りしょうゆ味の 
 インスタントラーメン。
●Ｕ氏： 函館で食べたカニ一匹が乗ったラーメン。
●Ｘ氏： ふるさと高知の正月に出る太巻。
●Ｘ氏： おじいちゃんが作ってくれたワンタンメンとポテトフライ。
●Ｘ氏： 浅草「小柳」のうな重。
●Ｓ氏： 浅草「宇治の里」のチキンカツ。
●Ｓ氏： 高山で食べた飛騨牛の網焼きステーキ。

●Ｘ氏： おふくろの作る鳥モツ煮。
●Ｈさん：西大島「かっちゃん」のステーキ。
●Ａさん：長野のおばあちゃんが作ってくれた五平餅  
　　　　　（くるみとねぎと山椒みそを付けたもの）。
●Ｇさん：足立区栗原の駄菓子屋のラビットパン。
●Ｙさん：昔のビン入りのヨーグルト。
●Ｐさん： スペインのホテルで熱を出して寝込んでい
　　　　   た時に、ホテルが出してくれた野菜スープ。
●Ｐ氏：中国西部のメシ屋で食べた水ギョーザ。
●Ｘさん：六本木「ジロー」のラザーニア。
●Ｘさん：浅草「中清」の天ぷら。
●Ｍ氏：駒込「ホワイトヒマラヤ」のネパール料理。
●国分太一さん： 
「田吾作」の納豆おじや。「たん焼き忍」の茹でたん。
「六厘舎」のつけ麵。
●春風亭昇太さん：
愛媛のひゅうが飯（アジの刺身を生姜醤油に漬け
たものの上から卵かけご飯にしたもの）
●橋本久義大先生：
松江の鯛めし。駒場寮のラーメンライス。
●柳家さん喬師匠：
実家「キッチンイナバ」のお兄さんが作るカニコロッケ。
クリームは入っていないカニコロッケ。
●柳亭左龍師匠：
飯田橋軽子坂に有った「軽子坂上る」の甘鯛の鍋。
甘鯛のアラだけで取ったダシに甘鯛の身と豆腐と白菜
だけなのだが、そのスープがとても旨い。
●ダーク広和師匠：
横浜の実家で子供の頃おふくろさんが作ってくれたホ
タテの缶詰が入ったカキアゲ。子供の頃横浜駅のダイ
ヤモンド地下街に有った焼きそば専門店「クラチ」の
焼きそば￥380。
●林家二楽師匠：
小学校２年の時に亡くなったおふくろさんが、特別の
時（運動会とか）に作ってくれた、甘い卵焼き。春
日部の時、近くのラーメン屋「黒田屋」から出前して
もらっていた特注エビフライカレー。
「人間の食って本当に面白いですね。」

「ソールボンファン」

（著・渡辺敏夫）
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「お遍路」
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四国八十八ヶ所霊場を巡って見ませんか２

　前回は８４番札所の屋島寺まででしたが、８３番
「一宮寺」に向かう前に日本三大水城の一つ高松城
跡を観て栗林公園を廻り、日本百名城の「丸亀城」を
みて弘法大師誕生の地７５番札所「善通寺」に向か
いましょう、天皇より大師の称号を授かった高僧は
２４人居るそうですが「大師は弘法に取られ～」と
言われるほど「空海」弘法大師が有名です、此の善通
寺はお大師様が誕生された地で父の名「善通」（よし
みち）から善通寺と名付けたそうです、此処には熊岡
菓子店の「かたパン」が有ります日露戦争で保存が
効き腹持ちの効く硬いパンを軍用として作られたそ
うですが今も其のままの姿で売られて居ます、但し
歯の悪い方は御注意を素朴なお味です、又、彼方此
方でミカンが売られて居ます是非食べ比べて見ては
如何ですか、甘平（かんぺい）、紅マドンナ、晴れ姫、
せとか、清見、お馴染の伊予かん、文旦、でこぽん、な
どなど一袋数百円なのでビタミンの補給を兼ねて是
非食べ比べては如何でしょう。
　車でお参りをして居ると其々のお寺で駐車料を取
られます、無料の所やお志を、とか￥２００－￥３
００－又道路の通行料を取る所も有ります、領収証
を出す所と出さない処シールを下さる所など駐車料
金とお寺の豪華さを比較するのも一興では。折角
「善通寺」まで来たのですから少し足を伸ばし「金毘
羅宮」もお参りをしては如何ですか、１３６８段の
階段を上がる海上交通の守り神です、今でも年間三
百万人もの人が訪れるパワースポットです、森の石
松が次郎長の代参で来て居ます、又、参拝者の名前
を書き犬の首に食費などと一緒に入れて道中の人
に託し代参をする「こんぴら狗」など昔は長閑だった
のですね。
　６６番「雲辺寺」にお参りするには車でも行けま
すがケーブルカーが安全です、スイス製の１０１人
乗りのゴンドラで約７分、但し料金は￥２０６０－
です、此処もお参りを済ませたら少し足を伸ばし祖
谷の「かずら橋」や大歩危、小歩危などを観ては、か
ずら橋も今はワイヤーロープで補強されて居ますか
ら安全です。
　６５番「三角寺」に向かいましょう、途中の新居浜
の別子銅山跡もお勧めです住友の屋台骨を支えた
大銅山でした、そして近くに近畿以西では最高峰の
石槌山（１９８２ｍ）が有ります弘法大師も修行を
したと言われる山岳信仰のお山です、ロープウェー
とリフトを乗り継ぐと１４００ｍの展望台までは行
けます、近くには６４番「前神寺」６３番「吉祥寺」６
２番「宝寿寺」６１番「香園寺」とお寺が固まって居

ます。
「今治市」にはタオル会館が有ります、最近今治のタ
オルが見直されて来て居ます、「松山市」に入ると「松
山城」や「道後温泉」が有ります、疲れた体をあの「道
後温泉本館」で癒しましょう、日本最古の温泉だとか
昔のままの温泉は矢張り一度は入っておかなけれ
ば、そして「松山城」です昔の人は足が丈夫だったの
ですね毎日あの上まで上がったのですから、今は
ロープウェーやリフトで登れます、そして司馬遼太郎
の「坂の上の雲」の秋山兄弟の資料館が有ります、
「まことに小さな国が開花期を迎えようとしている」
「坂の上の雲」の書き出しです、此れも読めれば是非
一読を。（文庫本で８冊です）
　さてそれでは久万高原に有る４５番「岩屋寺」に
参りましょう、標高７００ｍの山の中に有っても海岸
山「岩屋寺」と言います、険しい山道を登ります８
８ヶ寺の中で一番険しい山道だそうです、でも降り
ると駐車場の近くに愛媛名産の伊予かんを使った
「伊予かん羊羹」が有ります甘酸っぱい羊羹の味は
又格別です。
　お参りが済んだら次は内子町の「内子座」を見に
行きましょう、大正初期、木蝋や生糸で財をなした町
の有志が作った、花道や廻り舞台、升席まで有る立
派な芝居小屋です、昨年創建１００周年を迎えた
そうです、そして護国製蝋町の木蝋で栄えた街並み
も見て回りましょう。
　「大洲城」を観たら「八幡浜」へ此処では是非「大
島屋」でフグを如何ですか、３月までなら絶品の白
子が食べられます（要予約）東京のフグ料理屋さん
にも負けません、是非ご賞味をお勧めします、又、此
処は名前の通り海辺なので海産物が美味しいです
よ、八幡浜の地酒「川亀」も美味しいですが内子町の
大吟醸「京ひな吹毛剣」をためして下さい必ずお土
産に欲しく成ります。
　４３番「明石寺」から４２番「仏木寺」４１番「龍
光寺」の近くにも宇和島の古い街並み卯之町が有り
ます、そして宇和島に入ると闘牛場や日本一長い廊
下（１０９ｍ）の有る旧宇和島小学校が有ります、少
し急ぎ４０番「観自在寺」へ此の辺りも美味しいミカ
ンが沢山有ります、そして３９番「延光寺」此処は宿
毛市に成ります、此処は珊瑚も取れ最近は大きなク
ルーズ船も停泊したり、１１月から２月頃までは海
に沈む「だるま夕日」も見られます。
　愈々足摺岬の３８番「金剛福寺」へ、あのジョン万
次郎の生まれ故郷で大きな銅像も有ります、次の３
７番「岩本寺」迄は約８８Ｋｍ車でも２時間近くで

8 ページへ続く



（著・佐藤満男）
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オリジナル名刺・封筒・伝票・社内報など印刷物はなんでもやります。
デザインから編集・印刷・発送・納品まで

三宏印刷株式会社
東京都北区田端新町1-7-8SKビル1F
ＴＥＬ.03−3810−0035  ＦＡＸ.03−3810−0038

『孔子を捨てた国 現代中国残酷物語』
福島香織 著　飛鳥新社　￥1,300
（面の皮厚く、腹黒く、常に人を疑い、出し抜く事を考え、弱
い物を虐げ、強い者におもねりながら生きていかねばなら
ない、中国人の苛烈過ぎる現実）　

『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』
ケント、ギルバート著　講談社+新書　￥907
（日本人に「自虐史観のアホらしさ」を気づかせてくれたの
はアメリカ人ケント、ギルバートだった……ベストセラー）

『男のおばあさん 楽しく年を取る方法』
永　六輔著 大和書房　￥1,512
（謙虚でワガママ!六輔流・年のとり方爆笑トーク集!!） 

『九十歳何がめでたい』
佐藤愛子著　小学館　￥1.296
（男のおばあさんは８３歳で亡くなりホントのおばあさん
は９３歳で益々好調）

『卓球アンソロジー』
田辺武夫著 近代文藝社　￥1,620
（卓球文学に分け入り、映画・漫画・演劇・写真・絵画・歴史
を楽しむ。温泉卓球からオリンピックまで、卓球文化の魅力
満載。）

『柳家さん喬 大人の落語』
柳家さん喬著　講談社　￥1944

（芸道50周年、春に紫綬褒章も受章した古典落語の大看板、柳家さん喬が初めて明
かす─「男女のことは、すべて落語にあった」純愛、嫉妬、夫婦の情……ままならぬ人
生の機微、日本人のシャレや知恵が詰まった古典落語が、10倍面白く、今日明日がふ
っとラクになること請け合い!
落語の世界は、ダメな男もキツい女もすべてよし。独演会は毎度、満員御礼のさん喬
によるこの本を読んで、そして聴いて、極上の“落語体験”をご堪能ください。）

　柳家さん喬師匠おめでとうございます！

夏休み木陰で一冊

す、途中で一休み四万十川を遡り沈下橋などを見て
は如何でしょう、欄干を付けず大水の時は橋の上ま
で水が来る昔の人の知恵ですね、そして此処は天然
の「うなぎ」のかば焼きが有ります天然なので少し小
さめですが疲れた体には良い栄養と成るでしょう、
又途中の道の駅「なぶら土佐佐賀」では藁焼きの
「鰹のたたき」が食べられます、目の前で藁で焼いた
カツオも絶品です。
　３３番「雪渓寺」をお参りしたら坂本竜馬の「桂
浜」です太平洋を見下ろす大きな銅像が有ります、

近くに坂本竜馬の銅像の目線と同じ高さの展望台も
有ります、登って見ては？如何ですか、竜馬の目線で
世界を見ては？。
　そして高知と言えば高知城」と「はりまや橋」です
が、「はりまや橋」は行ってみてのお楽しみ …
ガッカリしない様にしましょう。お腹がすいたら高知
市内の土佐料理「司 高知本店」で「鰹の塩たたき」も
美味しいですが少し高いが土佐の「皿鉢料理」も二
人前から食べられます、残念ですが紙面の都合で残
りは次回に。

柳家さん喬師匠が平成29年春の紫綬褒章を
受章されました。おめでとうございます。


