
北支部の皆様こんにちは
5 月 13 日に行われた第 8 回北支部通常総会にて
支部長を再任されました新海です。日頃は支部の活
動に対しご理解、ご協力を賜りまして誠にありがと
うございます。改めまして再任のご挨拶をさせてい
ただきます。２年前支部長を拝命し皆様のご協力
を賜りながら何とかやってまいりました。
　主な行事は、初年度の 6 月に元・経済産業省の
増田仁氏による補助金の活用術をかわきりに、10
月は小雨で視界ゼロのスカイツリーとブラッセリー
オザミでの支部の集い / 翌年の新年会では池袋サ
ンシャインクルーズクルーズに於いて、林家二楽師
匠をお迎えして切り絵教室を開催 /2 年目はソフト
バンクテレコムによるスマホやアプリの活用法 / 準
備不足で中止にしてしまった支部の集い・・・（泣）
ジャズの生演奏を聴いて美味しい食事をした銀座・
銀圓亭での新年会 / 北支部って以外と活動してるで
しょ。どれもこれも役員の方々がいっぱい知恵を絞っ
て企画していただいた結果です。
　祝い事では、三恵工器（有）宮川武夫会長が米
寿をお迎えになり北支部の名誉会員？柳家さん喬師
匠が国際交流基金賞を受賞されました
それから東機工の下部組織である青年部会が。30
周年を迎えました。おめでとうございます
でも残念な点があるんです。それは参加していただ
ける会員さんがいつも同じってことです
　現在北支部は３１の会社で構成されているので
すが、参加していただけるのは約半分でその大半
が役員さんなのです。これは東機工本部も同じで、
年に数回行われている東機工セミナーへ参加してい
ただいている会員さんは半分以下だそうで、メン
バーもほぼ同じだそうです。
　私事で恐縮ですが、昨年１１月に開催された「企
業防衛と事業継承」の東機工セミナーに出席した
際、講演内容に感銘を受け、後日講師の方と会っ
てお話しを聞く機会を作ってもらいました。彼はと
ても熱く語るものですから、私は多少引き気味に話
しを聞いていたのですが、先代が敷いてくれたレー
ルの上をお気軽にノホホンと走っていた私は強い刺
激を受けました。社長になって１３年、社長は孤
独だとはよく言ったもので、仲間にアドバイスはもら
うものの決断しなければいけない場面では勿論一人
で決めなくてはなりません。ただし自信も経験も無
いから大胆な決断は出来ず、無難な決断を選んで

きました。今はその講師が我が社のコンサルタント
を引き受けていただき、その繋がりから税理士、労
務士、節税対策としての保険屋さんを紹介され、旧
体制から一変し刺激のある日々を送っています。出
雲大社に行って大国主命にお願いした甲斐がありま
した。つくづく思うのですが、出会いって大事だなぁ
と。もしこのセミナーに参加していなかったら、まだ
お先真っ暗なレールの上をノホホンと走っているん
でしょうね。会長である母はあまりにも短期間に改
革をしたものですから心配していますが（笑）ご覧
になっている皆様も、このセミナーは自分には関係
無いからと自ら出会いを断ち切ら無いで積極的にセ
ミナーや講演会に出席して、新しい出会いと刺激を
求めては如何でしょう？
　また、本年度より東機工は小川理事長（株式会
社オーマット）に替わり、山田副理事長（山田マシ
ンツール株式会社）が新たに加わり新体制で運営し
てゆくこととなりました。会員減少の歯止め、東機
工のあり方を根本的に変えていこうと提言されてお
ります。私も理事の一人として本部と会員皆様の懸
け橋になれるよう努力してまいりますので是非期待
していただきたいと思います
　本年度の北支部の活動は、６月２９日に東京都
総務局総合防災部から講師をお招きして開催されま
した「東京都帰宅困難者対策条例講習会」から始
まり、７月１１日マジックバー銀座十二時を貸し切っ
て大盛況に終わった支部の集い、８月には今何か
と話題の「マイナンバー制度勉強会」の実施決定、
また日時は未定ですが、あのタニタさんをお迎えし
て講演会を行う予定になっております。大勢の会員
様が参加していただけるようスタッフも頑張っており
ます。どうぞ奮ってご参加いただけますようお願い
申しあげます。それからこれはお願いですが来年１
月７日に行われます東機工新年賀詞交歓会のホス
ト役が我が北支部になっております。今後皆様にお
手伝いをお願いすることになると思いますが、ご協
力の程お願い申しあげます。
　京都に在る大徳寺の和尚さんに「自休」と書い
た書をいただきました。今自分が進んでいる道が本
当に正しいのか？たまには立ち止まって周りを確認
し、進むべき道を考えなさいという意味だそうです
大きく変化してゆく時代の波に飲み込まれ無いよう、
自分の進むべき道を見つけることが出来たら幸せな
人生が送れるのかもしれませんね。
　最後になりますが会員皆様のお会社の益々のご
隆盛、ご多幸を祈念いたしまして巻頭の挨拶とさせ
ていただきます。

北支部
支部長　新海 哲也

No.17
平 成 2 7 年 8 月 1 日発 行

東京都機械工具商業
協同組合　　北支部
東京都北区昭和町2-1-25
　　　　　　　㈱三新 内
電  話  03 ( 3 894 ) 4 116㈹



会   報  ・  き  た⑵

本部・支部だより

【北支部新年会開催】
平成27年　東京都機械工具商業協同組合主催

【新年賀詞交歓会 盛大に開催】

　新春恒例の新年賀詞交歓会が、1月７日（水）、午
後 6時から、ロイヤルパークホテル「ロイヤルホー
ル」（中央区日本橋）において開催されました。
　組合員２１９名（１０３社）、賛助会員２７５名
（１１０社）、メーカー７７名（４１社）をはじめ多
数の来賓の方々をお迎えし、会場内は５９１名の

　定刻となり、今年の担当支部である蒲田支部の石
井孝司支部長（（株）石井商会社長）が司会を行い、
開会を宣言した。
　冒頭、斎藤保男理事長（斉藤機工㈱社長）が年頭
の挨拶を行い、続いて、来賓代表として、経済産業省
の舩橋善啓 素形材産業室室長補佐、工業会代表と
して超硬工具協会の増田照彦理事長（三菱マテリア
ル常務執行役員）よりご挨拶をいただいた。続いて、
賛助会員を代表して日進工具（株） 彌満和製作所 
渡邊芳男社長の乾杯ご発声により開宴した。
　途中、恒例の今年の干支（未年）の方々が、組合
からの記念品を受け取って全員壇上に進まれた。年
男・年女を代表して堀内榮一氏（（株）ホリウチ社
長）の挨拶があり、会場から祝福の拍手が送られた。
　歓談が続く中、予定の時間となり、髙津 正副理事
長（髙津伝動精機（株）社長）が閉会の辞を述べ、午
後 7時 30 分閉会した。

東機工教養講座　バレンタインコンサート

【チェロとピアノのセッション】

　今回は、著名なチェリスト 渡部玄一氏とピアニス
ト 島田彩乃さんをお迎えして開催した。東機工とし
ては初めてのクラシックコンサートでしたが、土曜日
の午後の開催もあって、参加 27 社中 20 社がご家
族での出席でした。
　会場の汐留ホールは、様々な分野で活躍する
アーティストに活動の場を提供するために作られた
音響効果の優れた小ホールで、クラシックの生演奏
の魅力を堪能していただきました。
　演奏終了後は、新しい街「汐留」の散策や、銀座方
面へ食事に行かれるお話が聞けました

東機工賛助会員講師セミナー
【「生産性向上に向けた切削加工」
～お客様に喜ばれる“一歩先行く提案”のために！～】

　今回は、超硬切削工具で定評のある ( 株 )タンガ
ロイ様の協力により、講師に大屋周一氏（営業本部
スキルアップセンター長）をお迎えして開催した。お
客様に商品の提案をするときのポイント ①加工能
率ＵＰ（切削条件の見直し等）、②稼働率ＵＰ（工
具交換時間短縮、安定切削・チョコ停なし等）、③
品質向上（100％良品、バリ取り等 後工程の負担
減）等について、切削加工の基本と共に教えていた
だいた。お客様の加工ニーズに合わせて加工方法・
切削条件を考え工具を提案することは、お客様との
信頼関係を育むために大切であるが、そのためのヒ
ントを学ぶことができた。
参加の方々からのアンケートでは
・切削加工の基礎知識の勉強になった。
・加工能率の向上等、生産性向上の観点からの提
案営業をしたい。
・講師の説明が分かりやすく、良く理解できた。
等の感想が寄せられました。

　平成 27 年 1月17日（土）午後 1時より銀座・
並木通りカリオカビル 6Ｆの「バーラウンジ南蛮
1934」及び「西洋料理　南蛮銀圓亭」にて第 8回
新年会を開催いたしました。
 今回はジャズの生演奏と中々予約の取れないレ
ストランで美味しい西洋料理を頂くという豪華な企
画でありました。ジャズの生演奏は１時間ほどで、ピ
アノ・岩崎佳子、バリトンサックス・原田忠幸、ベー
ス・稲葉國光のトリオ演奏でした。軽快なピアノメ
ロディに絡む絶妙なベースのリズム感、そして長く
美しいストロークで聴く人を魅了するバリトンサック
スのセッションで、心に響く心地よいサウンドを参加
者みんなにプレゼントして頂きました。
 素敵な演奏の後は、頃合い良くお腹も空いてまい
りまして、レストランに移動して新海哲也支部長の
新年挨拶の後、山崎泰夫前支部長による乾杯の発
声で参加者みんな美味しい食事やワインを頂き楽
しい時間を過ごしました。その席上、昨年米寿を迎
えられた宮川武夫氏に、参加の皆さんの拍手の中、
佐藤満男会報委員長からお祝いの花束が贈呈され
ました。温かい雰囲気の約二時間の会食後、渡辺敏
夫副支部長による締めの挨拶で散会となりました。
思い出に残る新年会を企画した幹事さんお二人に
感謝の一日でした。



　　日時：5月26日（月） 午後 5時 30 分～ 8時
　　場所：機械工具会館 6 階ホール
　定刻に司会の宮川栄一副理事長が開会を告げた
後、平成 25 年度に亡くなられた組合員のご冥福を
祈り黙祷を捧げた。続いて斎藤保男理事長のあい
さつの後、司会より、出席者数の報告があり、総会が
成立したことを告げ、斎藤理事長を議長に選出して
議案審議に入り、すべての審議を終えた後、宮川副
理事長が、閉会の辞を述べ総会を終了した。 　
　引き続き、同会場において午後 7時より、組合員・
賛助会員合同の懇親会を開催した。来海秀侊副理
事長の司会進行で、斎藤理事長があいさつを行った
後、賛助会員を代表して、大森巌治氏 (日立ツール
㈱ ) のご発声で乾杯が行われ開会した。賛助会員
29社47名を含め総勢91名の参加を得て、明るく、
にぎやかな雰囲気の中で情報交換・交流が行われ
盛会となった。午後 8 時に高津　正副理事長よりお
礼のあいさつがあり、中締めの後、閉会した。

【第69回通常総会開催】

　永年支部の会員としてお世話になっていた ( 株 )
トーマ機工さんが会社都合により、H27 年 3月13
日北支部を去ることになりました。北支部の前身で
ある京北支部では副支部長をお勤めいただき、
様々な行事にも幹事として多大なるご尽力を頂き
ましたこと深くお感謝致すところであります。
ありがとうございました。

【お世話になりました】

　今回、６月２９日に　㈱ＮａＩＴＯ様の大会議
室で開催した北支部講演会は、東京都総合防災部よ
り森永健二課長を講師としてお招き致しました。そし
て３．１１東日本大震災のあの日、東京都で帰宅す
ることが困難になった人々がとても多くいた事を改
めてご説明頂きました。そしてその対策として東京都
では「東京都帰宅困難者対策条例」を制定し、万が一
の震災に対してのルール作りをしておりました。これ
は官や公共機関だけでなく、民間の企業体、そして個
人も含めた甚大震災発生時に備えたルールとなって
おります。いつ発生するか判りませんが、今後３０年
の間に首都圏で発生する大震災の確率は７０％も
あるそうです。確率論が出てくると、私はまず野球の
打率を基準に考えてしまうのですが、そこからすると
とてつもない確率です。３割以上のバッターで強打
者ですから、７割って…確率論は単純ではないのは

知っておりますがイチローの打率の倍以上でしょ？
恐ろしい数字です。今回はその時どのように行動す
るのか、どう備えておくことが大事なのかを丁寧に解
りやすく解説をして頂きました。
講演会冒頭に震災時の画像が流れました。
忘れてはいないけど、風化しかけていく…震災で多く
のものを失った私たちですが、その失った度合いは
人によりけりだと思います。私はあの時、東京　板橋
におりました。大変な事態になったと思いましたが、

はありませんでした。あれから４年以上の月日が流
れて、日々の色々に追われていて、震災の記憶に関す
る脳のスケッチは少しずつ薄れていておりました。で
も冒頭に流れた画像は薄れていた脳のスケッチを明
確に上書きしてくれました。
このような震災に対しての教訓となる機会は、この国
で暮らす我々にはもっともっと必要だ　との意見が
今回の参加者より多数あがりました。
　また講演会の中で、森永健二課長からの地震発生
時の初動は何をするべきか、次に日々の備えの中で
本当に最低限に必要な準備は何なのかを熱く語って

北支部講演会の実施報告

【今後の予定】
支部講習会
「東京都帰宅困難者対策条例について」
     ～東日本大震災で学んだこと～
講師：東京都 総務局　総合防災部 事業調整  
           担当課長　森永 健二　氏 
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支部の集い「銀座の夜はマジックナイト！」
マジックバー銀座十二時にて

永年勤続優良従業員表彰式及び
サマーフェスタ

支部勉強会
「マイナンバー制度について」

支部講演会
「タニタ食堂　食と健康について」

東機工賀詞交歓会　ロイヤルパークホテル　
ホスト役は北支部です

支部新年会

北支部総務　　栽松
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（著　司精機株式会社  総務部長 栽松利晃 ）
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タイランドでひとりごとタイランドでひとりごとタイランドでひとりごとタイランドでひとりごとタイランドでひとりごとタイランドでひとりごと

　おしりが暑いなあ…飛行機に 6 時間ちょっと、ま
あ、当然エコノミーですが、ず～と座っているとおしり
が温まってしまう。もう飛行機も飽きたなあ…耳痛く
なるし。船便とかの方が楽しめるんじゃないかな？と
か思いながらも仕事だし…　時間使えないし、そも
そもタイまでの船便旅行なんて聞いたことないし。
　仕事でタイと日本を行き来し始めて約 2 年が過ぎ
て、その割に言語能力のＵＰしない自分にダメだし
をする。タイ語ではダメな事を「メダイ」と言う。これは
とても覚えやすいのですぐ覚えた。それこそタイに仕
事で行く前、友達のトミちゃんシゲちゃんと一緒に板
橋本町のタイスナックで覚えた言葉だと思います。
その他のタイ言葉は正直しんどいです。そりゃ2年も
行き来してれば多少は言葉覚えますが、今日車の中
でタイ人どうしが取り留めのない会話をしていたの
を聞いていてもほとんど判りません。タイの会社に日
本語 2 級で大阪弁は多分１級のダヌポン君がいる
ので、困ったら彼に頼ってしまうのでなかなか覚えな
い。英語も必要、タイ語も必要。言葉の重要さを４０
代半ばで痛感して、出来ることは子供に「今の内から
英語など言語はよく勉強しておけよ」というセリフに

少しは重みと信ぴょう性が上がったかなあ…といっ
た所です。
　今回、北支部会報で紙面を埋めるのにタイでの出
来事などを何でもいいから書いて下さいとの指令が
ありました。…本当は指令ではなくどうですか？出来
ますか？というお話でしたが、私の中では普段から支
部長以下役員の皆様にタイ事業の応来でご迷惑を
お掛けしている以上、時間と場所の制約を受けない
ことならば断わる理由が見当たらないという感覚で
あります。で、肝心のタイの事ですがどこからお伝え
するのかなあ…。
　タイで会社を立ち上げて 2 年間、タイ変だったの
は確かで、それをお伝えするのは原稿用紙１００枚
位必要だなあと思いながら、そんなに書けるわけな
いでしょ！めんどくさがりなんだからとひとり突っ込み
をしてみたら、タイトルが浮かびました。ひとりごとな
ら短くて済みそうだなと。ところでこの会報はどなた
が読むのかな？おじさんばっかりならそれこそ夜遊
びしタイ　タイランド！？で、タニヤやトンローの話が
受けそうだし、社長の奥様も読まれたりするなら、微
笑みの国　タイランド ^_^; みたいな雰囲気が必要

頂きました。たった３つなのでご紹介致します。

　万一の場合その袋で水や食料などを受け取る事
が出来るし、怪我したら止血包帯の代わりに出来る
そうです。
　上記が最低限の行動と準備とのことです。他にも
小型の電池駆動携帯ラジオがあると情報の取得に
重宝するとの事でした。スマホでも出来ますが、電源
が長持ちしません。緊急事態時、情報が取得出来る
ことで次にどう行動するのかを合理的に判断出来る
でしょう。
　講演会を通じての感想ですが、森永健二課長は見
た目とてもまじめで紳士的な方でしたが、災害予防
に対して仕事の枠を超えた情熱を強く持って取り組
んでおられると感じました。このような方が都の職員
であることは、私たちにとってとても心強いです。ただ
災害発生時まさにその時、最初に自分を守れるのは
自分自身しかいません　とも言っておられました。そ
してその後の暫くの間は、やはり自身の判断で行動
しなければならないでしょう。その時にその判断の指
針となるのが今回のテーマでありました。先の大地
震発生時、沢山の人間が一斉に自宅に向かったこと
で、とてつもない大混乱が発生しました。同等以上の

地震がまた発生して皆が自宅に向かうとシュミレー
ションしますと、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車状態で
に最低６時間以上も過ごす可能性があるということ
でした。そしてその状態で余震が発生したら、２次災
害も甚大となる事、そうなればもっともっと混乱する
ということでした。「東京都帰宅困難者対策条例」は、
そのような混乱を起こさないように大地震発生時に
は都内にいる人に直ぐに帰宅しないよう規定してお
ります。企業などには３日間程度社員さんが過ごせ
るよう食料備蓄や毛布などの準備をするように規定
しております。
　何かが有った場合、帰宅困難者は９２万人が想
定されるそうです。その全員が一斉に東京都の公道
（私道でない全ての道路）に出た場合、１㎡当たり７
人が居る状態になるそうです。９２万人と言う人数
はそういう人数なんですね
私たちは震災を避けることが出来ないでしょう。ただ
その時、過去の教訓を活かして行動することが出来
れば被害を最小限に出来るかもしれないという事
を、講演会を通じて教わりました。
　森永健二課長　ありがとうございました。

一、 家の中で一番頑丈な場所はだいたい玄関な
　 ので、地震発生時はすぐ玄関に逃げて扉を開
　 ける事。
二、 家族の連絡先、携帯の電源が切れても解りま
　 すか？記憶していない人は名刺位の紙に家族
　 の携帯連絡先や学校連絡先などの情報を書
　 いて、財布やカバンに入れておく事。
三、 コンビニのレジ袋、中か大のサイズですが、一
　 枚はカバンに入れておく事。



　昨今の国産車、バイク事情、最近の車やバイク、魅
力がありません。私自身、ＦＭ湘南ナパサの番組内で
試乗インプレなどをやっているのですが国産メー
カーのどれを乗ってもさほどかわりが無いのが本当
のところです。まず、最近の新型の軽自動車について
お話したいと思います。
　トラックやバンタイプは別としてこのクラスが本当
に何を買っても変らない気がします。ワゴンタイプの
サイズは軽なので当然各メーカーどんぐりの背比
べ！！乗用タイプもエンジン排気量・ミッションＣＶ
Ｔは各社一緒！各車とも、ターボが付いてもドカンっ
とパワーを出す仕様ではなくて、燃費を意識したター
ボなので昔の軽ターボを知っている我々世代にはつ
まらないですね～～！
　他社とは違う目的で発売された、ホンダ S６６０
は５MTなら結構面白いかも知れませんが、３００
万を超えるくらいにオプションを付けないとイイ感じ
の遊び車にはなりません。
　最近の軽は新車で２００万円を超えるそうです
が、魅力のある車があるか疑問です。２００～３０
０万円出すなら、中古で外車や大型ワゴンまで買え
ます。国産乗用車も軽自動車と同じで楽しそうな興味
の沸く車がありません。最近では、マツダからロード
スター、トヨタ・スバルからは８６・BRZなどリトル
スポーツは出ていますがこのような趣味性の高い車
でさえ、低燃費を考えて作られています。よって、パワ
フルでドカーンっと走らせたい方には改造して少し
いじらないバリっと走らないそうです。
　今、自動車を買うとすれば皆さんの予算はどの位
ですか？？　例えば、トヨタ・クラウンを買おうと思え
ば、最低でも450万円は必要になります。日産のフー
ガなら 550 万円からになります。皆さんにとってこの
あたりの車はステータスだと思いますが、とても面白
い車とは言えません。足回りから、エンジンに至るま
でごく普通の車なのです。何処に400万円以上もか

かっているのか分かりません。（コメンテーターとして
は、ディーラー相手には絶対に言えませんが・・・）
そこで、少し外車に目を向けて見て下さい。あくまで
も、クラウンやフーガクラス向けの話ですが、外車に
は似たような金額で車本来の出来が非常に良い車
があります。皆さんの中には、外車は壊れる！とかアフ
ターにお金が掛かる！など御思いでしょうが、今は
ディーラーがしっかりしているのでアフターフォロー
やクレーム対応などは非常に良くなっています。まし
てや、壊れません！！（一部の外車は壊れますが？？）
クラウン・フーガの対抗車種は、メルセデス・ベン
ツのCクラスが代表車種だと思います。
　まず、国産車との違いは、排気量が１．６Lからあ
ります。はっきり言ってこの排気量で十分なパワーを
発揮します。次に足回りが圧倒的違います。試乗する
と低速でもすぐに違いが判ります。私がレポーターだ
からではなく、本当に乗り味の違いがすぐに判りま
す。最大の違いは、燃費を無視したミッションモード
とエンジンマップがあるのが国産車には無いモード
です。通常、エコ・ノーマル・スポーツと３つのモー
ドに分かれるのですが、最近の各社の外車にはその
上のモードが存在します。スポーツプラスと言ったり
ダイナミックモードと言ったりますが、ここが大人の遊
び心をくすぐる仕様になっています。ハンドル・イン
ジェクション・サスペンション・マフラーなど総てが
パワフルモードに切り替わり心地良い走りを実現し
ます。アウディ・BMWなどにももちろん付いています。
1 台の車でエコに走って仕事やレジャーに使ったり、
たまにはスポーツプラスモードで走りを楽しんだりと
出来て、価格は500万円を切る価格で手に入ります。
　新車を買おうと御考えの方、一度外車ディーラー
に足を向けてみてはどうですか？？今の日本が今一
なのも、この辺の理由かな～～？？
どう思いますか？？　　　

コッシーの
言いたい放題
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（著　株式会社 トナミ商店　越川正典）

ですよね。ただ正直タイ観光はほとんどしてなくて、
ゴルフ場だったっらそれなりに出るのですが…。
　そうだ！まずはタイ人うんちくを一つ上げます。微
笑みの国タイランドというフレーズをさっき使いまし
たが、ではその微笑の裏にある意味とはなんぞやと
いう所です。これは国民性についての話ですが、日本
人もよく笑顔を作りますね。作り笑い。意味なく笑う、
困ったら笑うのですが、この日本的笑いは相手に自
分を少しでも良く感じてもらうように笑っているよう
です。私がするときはそうです。それに対してタイ人
の微笑は相手が自分たちを攻撃してこないように微
笑むんだそうです。…なんだ？同じ意味やろ？という
突っ込みが入りそうですが微妙に違うんです。日本人
はそもそも日本人に対して作り笑いをしてます。これ
は島国で同じ民族で同じ言語区である前提です。相
手に攻撃される可能性があることを前提に笑ってい
ません。同じ民族、そんな酷いことはいきなりしない
よね？なあなあで関係で行こうね？というコンセンサ
スがあると何かに書いてありました。
　タイランドの微笑みは、酷い攻撃する可能性のあ
る相手に対しての笑いかけです。ある意味必死で微
笑みます。周りに侵略してくる国があり、その中で一

度も侵略を許さなかったタイ王国の最初の防御が微
笑みであるという解釈です。じゃあ武力が弱いのかと
いうとそんなことはありません。タイにはムエタイが
あります。本気で戦うと強いです。タイの微笑みの裏
にあるのは実は無関係無関心であると聞きました。こ
んにちはサワディーカップ！！　私に危害を与えない
でね。私もあなたに危害を与えませんから。お互いに
今のまま平和に干渉なしでどうですか？というのが微
笑みの起源だと聞きました。無関心で微笑むって…
カラオケ屋のお姉さん達はそんな感じに見えないけ
どなあ…と思いながらも、仕事ではそういえばそんな
雰囲気が有るなあと思ったりもします。にこにこしな
がらお前の仕事なんか無関心だぜカオチャイマイ？
（わかってるだろ？という感じのタイ語　悪いスラン
グですよ～）。
　でも心配しないで下さい。ほとんどのタイ人が日本
人好きですから安心です。日本人はたいがいお金
持ってますしね ( 笑 )。タイ人のお金持ちにはかない
ませんが（ほんと冗談でなく）。おしりがまた暑くなっ
てきたので今回のひとりごとは以上と致します。
乱筆乱文ご無礼願います。

会   報  ・  き  た ⑸



　今年も「うな丼」の季節がやって来た。今
年は「くら寿司」こそ昨年と同じ価格で
やっているが、「すき家」「吉野家」共に値段
を上げて来ている。そこに新たに参入して
来たのが「なか卯」である。「松屋」は今年も
「うな丼」は無い。
　今年も一通り食べてみた。今年はそれに
加えて、匠のうなぎとして話題の入谷鬼子
母神前「のだや」の格安「ランチうな丼」も
食べてみた。ちなみに価格体系は

「すき家」　　　　　　　　　　　
＜うな丼＞ ￥　７８０
＜うな牛＞ ￥　８８０
＜特うな丼＞ ￥１１８０　
　（うなぎ２、ごはん大）

「吉野家」
＜うな重＞ ￥　７５０
＜うな重２枚付＞ ￥１１５０
＜うな重３枚付＞ ￥１６５０

「くら寿司」　　　　　　　　　　
＜うな丼＞ ￥　５８０
＜うな丼特上＞ ￥　９８０
　（うなぎ２枚付）

「なか卯」　
＜うな重＞ ￥　７９０
＜特うな重２枚付＞ ￥１１９０

「のだや」
＜ランチうな丼＞ ￥１３８０
（大盛り無料、プラス￥200 で肝吸い付）
＜ランチうな重＞ ￥２２００

　先ず「くら寿司」から行ってみた、価格は
去年と据え置き￥５８０は立派である。
味も去年と据え置きで先ず先ず。次に「す
き家」こちらは去年より￥40UP、しかし
「うな丼」より「うな牛」の方がお食い得な
のでこちらを食べてみた。￥100 違いで両
方楽しめるのは嬉しいし、味も同系統なの
で違和感は無い。肝心のうなぎは、去年と
同じ様に身も厚く柔らかく仕上がってい
て「くら寿司」よりも美味しいと思った。
「吉野家」は「うな丼」ではなく「うな重」と
して勝負に出た。価格は去年より￥20UP。
うなぎは「すき家」より少し落ちるが「くら
寿司」よりも良いと言う感じである。
　ここら辺の価格では、うなぎの大きさに
さして変わりは無い。差が出るのは厚みと
香りと柔らかさだろうか。
　匠のうなぎ「つたや」だが、このレベ
ルで全体を評価するのは無理なのかも知
れないが、素直に比べた感想を言うと。

大きさは同じ、厚みは薄目、蒸しは硬め
で香りが強め。たまたまの個体差かも知
れないが、やけにうなぎ臭いと言うか、
香りと言うより臭いが強く感じた。ご飯
もやけにパサパサしていて美味しいとは
思えなかった、「残念！」と言う感じ。ち
なみに、大盛りで肝吸いにして￥ 1,700
だった。
　最後に「なか卯」に行ってみた。値段
はちょっとだけ高めだが、厚みも有るし
香りも味も良く、しかもふっくらと軟ら
かく仕上がっていてとても美味しかっ
た。Ｃ級グルメとしては、これの＜特うな
重＞なら大満足である。と言う事で、値
段は「くら寿司」には敵わないが、味か
ら行ったら「なか卯」「吉野家」「くら寿
司」「のだや」の順だろうか。「のだや」
さんにしても「きょうすいうな重」であ
れば誰しもが唸る程の旨さなのであろう
が何しろ高い。「尾花」「野田岩」「かぶと
」皆名店で、すこぶるうまいのだろうが
皆すこぶる高い、￥5000 は楽に超える。
　今どき鰻を￥ 1000 前後で食べさせて
くれるこれ等のお店は、Ｃ級グルメにとっ
てはありがた～い存在である。是非皆様
も行ってみて感想を聞かせて下さい。
　うなぎとは全く関係無いのだが、とても
気になるお店を見つけた。店名は「谷中ビ
ヤーホール」、谷中の古民家３軒をリフォー
ムしてビヤーホールにしたと言う。
　普通のビールは勿論、「谷中ビール」と
言う地ビールも飲めるらしい。らしいと
言うのは、お店を確認に前までは行った
のだが、まだ入ったことが無い。見た感
じは、谷中らしい古民家を上手にリフォー
ムしてあって、とても良い雰囲気を醸し
出している。ちょっと行き難く分かりず
らいのが難点だが、JR 日暮里駅南口から
山の方へ向かい、桜並木を真っ直ぐ行っ
て向こうの通りに出たら左折、一本目の
路地を左に曲がった突き当り。これが一
番分かり易いと思う。もう一つ難点が有
る、閉店時間がやけに早い。近くに行っ
たら是非寄ってみて下さい。
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Ｃ級グルメ情報

「谷中ビヤーホール」　東京都台東区 上野桜木２丁目１５－６
営業：「水～金」16:00 ～ 20:00　「土、日、祝」11:00 ～ 19:00　定休日：月、火
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　では三島大社にお参りをして出発､9 月末なら境
内の樹齢 1200 年程の金木犀が咲き良い香りがし
てます。旧三島宿の「瀬古本陣」を過ぎると「駿河の
国」、日本橋より二十九里目（約116Ｋｍ）の玉井寺
の一里塚を過ぎると「八幡神社」に頼朝、義経の腰掛
け石が有り、頼朝挙兵の知らせに奥州から駆け付け
義経が兄との対面をした所へ、ここは「沼津宿」の道
標が有るだけです。進むと千本松原が見えて来ます。
　次は「原宿」、「駿河には過ぎたるものが二つ有り
富士のお山と原の白隠」名僧と言われた「白隠禅師」
の誕生の地です。昔は六千六百坪も有った渡辺本陣
跡を訪ねると今も「渡辺」さんが住んで居ます、万葉
の歌人「山部赤人」の詠んだ田子の浦を過ぎると「吉
原宿」です。江戸から十四番目の宿場である吉原は、
昔は駿河半紙の生産が盛んで今も製紙工場の煙突
から白い煙が見えます。富士川を渡りますが此処は
大正１３年まで渡し船で川を渡って居たそうです。
　広重の浮世絵「夜の雪」でも有名な「蒲原宿」は雪
も余り降らず絵の様な坂道も無く広重の創作の様で
す。お昼は此処の「よし川」がお勧めです、「桜エビの
かき揚げ」と「太刀魚のお刺身」が有名、
　次は十六番目の宿場「由比宿」、此処には由井本
陣跡の公園と其の前には「正雪紺屋」が有りあの由

た）峠へ、昔ながらの狭い急坂をたどると展望台が
有り、良くカレンダーなどで駿河湾と富士山が映った
写真を良く見かけます。山部赤人が「田子の浦打ち

今、は」宿津興「。すで所だん読を歌の」ばれ見てで出
は全く面影も有りません。少し先に「清見寺」が東海
道線に参道を遮られて有ります、家康が少年時代此
処で勉強をしたそうです。波多打川を渡ると「江尻
宿」、今は江尻（入り江の端なので江尻）と言うより清
水と言う方が有名で、大阪江戸航路の中継地として
又徳川（駿府）としても栄えた。久能山と東海道の分
かれ道に追分道標が有り其の前に古い趣の有る「追
分羊羹」のお店があり、其の儘進むと「都田吉兵衛」
通称「都鳥」を暗殺した男の供養塔が有る。暫くは広
い国道を進むと「草薙神社」が有り、JR「草薙駅」前に
は「考える犬」の石像には「何時も貴方と町の事を考
えて居ます」と書かれて居て微笑みを感じます。
　さて次は「府中宿」、今の清水市、府中は不忠に通
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東海道五十三次を歩いて見ませんか東海道五十三次を歩いて見ませんか東海道五十三次を歩いて見ませんか

ずると清水に改めたとか、今は清水市の中心街で面
影は有りません。少し外れた所に「艾（もぐさ）屋」が

安の）やべきせ（」屋部石「の処此り渡を川倍安、り有

ます。次は「鞠子 ( 丸子 ) 宿」、昔の佇まいを残す「丁
子屋」でトロロ汁を食べて次は「宇津の谷峠」、昔の

めの途中此処で休息し、縁起の良い話しを聞き陣羽
織を与えた）では今も謂れを説明して呉れます。

も大旅籠「柏屋」が記念館として残されてます。少し
進み「小野小町の姿見橋」そして「藤枝宿」此処は田
中城の城下町で代々城主が善政を敷き後に幕府の
要職に就いたので出世城と言われたそうです。
　千貫堤を過ぎ上青島の一里塚（51番目）を過ぎ
ると「島田宿」、今も昔の賑わいを感じます。此処では
有名な「帯祭り」が有り昔嫁いできた花嫁は晴れ着
を居て大井神社にお参りをする習慣が有ったが見
せ物扱いで可哀想と帯だけを披露する様に成り、そ
れが豪華なお祭に成った様です。清水屋の「小饅頭」

すが、越すに越されぬ大井川」と言われた所です。今
は「島田宿大井川川越遺跡」として綺麗に再現され
て居ます。大井川に橋を掛ける話が出る度に大井川
と箱根は江戸の守りで有り神君「家康公」の御意志
で有ると反対したとか、渡し賃は水嵩に寄り替わり
股通り48文、帯下通り52文、帯上げ通り68文、乳
通り78文、脇通り94文（一文は今の約￥40－位）
4尺 5寸 ( 約 136cm)を越えると川止めに成ったそ

( 長さ897.4ｍ) は歩いてなら渡れます。
　川を渡ると「金谷の宿」昔の面影は有りませんが
昔のままの金谷の石畳を上り切ると牧の原が目に入
ります。此処は日本一のお茶の産地です。そして掛川
市に入り山内一豊が関ヶ原に向かう家康を接待した
「久延寺」の接待茶屋跡を過ぎ「日坂宿」に入ります。
　山内の出世城「掛川城」を見て「袋井宿」へ江戸、
京都からも丁度二十七番目の宿場です、袋井市も
「ど真中茶屋」を設けてお接待をして居ます。今回は
此処まで、お疲れさまでした。

④④

（著・佐藤満男）



映画『愛を積む人』

 蒲田の町工場を閉め病に冒された妻の為
に北海道、美瑛に移住、次々と届く亡き妻
からの手紙其れが人々の思いをつなげて
行く、ハンカチは必携です。

『愛を積む人々』
豊田美加  著  小学館文庫　￥54 0－
　映画「愛を積む人」の原作本です。

『石を積む人』
エドワード、ムーニー Jr 著 小 学 館 文 庫　
￥91 8－
　映画「愛を積む人」の原作です、カリフォ
ルニア、パイン、マウンテンの自宅、つたに
覆われた石塀が夢だった、亡き妻「アン」の
為 に、「ストーン マン」と呼 ば れる老 人
ジョーゼフの物語。

『文藝春秋』七月号  文藝春秋社　￥８８０
教史歴のアシロ、国韓、国中の」優藤佐「 

会   報  ・  き  た⑻

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

夏休み木陰で一冊
たまには木陰でこんな本も如何ですか

　【御存知ですか？】

日本はご存知「君が代」ですが他所の国の国家の歌
詞はどの様な歌詞なのか
（１）【アメリカ】　危険極まりない戦闘の最中にも我
らが死守する砦の上、星条旗は雄々しくひるがえって
居ただろうか、赤き閃光を引く砲弾の降り注ぐ夜を徹
してなお我らの星条旗は揺るぐ事無く未だ其処には
ためいて居た。

血のら我、よ々人いなくたり成と隷奴　】国中【  ）２（
と肉をもって築こう我らの新しき長城を中華民族最
大の危機に際し、一人一人が最後の鬨（とき）の声を
上げる時だ、たて！たて！たて！敵の放火を突いて前進
しよう。

れみま血に元のら我るす抗に政圧】スンラフ【  ）３（

叫びを子供達や妻の喉を掻き切ろうとしている市民
達よ武器を取れ。

守を下陛王女 き深悲慈がら我よ神】スリギイ【  ）４（
りたまえ、我等が高貴なる女王陛下の永らえんこと
を、勝利、幸福そして栄光を捧げよ、御代の永らえん
事を神よ我らが女王陛下を守りたまえ。

愛最アシロ、国帝るな聖がら我、アシロ】アシロ【  ）５（
の祖国、強大な意志の力偉大なる栄光、常しえに誉
れ高くあらん。

、を由自てしそ義正、一統にツイド国祖】ツイド【  ）６（
友よ、共に進もう兄弟の様に心を重ね、手を取り合っ
て統一、正義そして自由は幸福の証し幸せの輝きの
中、栄えよ、祖国、ドイツよ。

り磨が山頭白て果き乾が）海本日（海東】国韓【  ）７（
減る時まで神の護り給う我が国万歳、むくげの花三千
里華麗なる山河，大韓人よ大韓を永久ならしめよ、南
山の老松鉄の鎧をまとい風霜の変わらざるは我等の
気性なり。

世界の国家の歌詞はどんなの？

科書を読む、日本は如何に描かれて居る
か、三菱、三井。伊藤忠商社マンのやっぱり
日本が最高だ。他

『十三億分の一の男』
峯村健司  著　小学館　　￥15 1 2－
　現代の中国皇帝を巡る人類最大の権力
闘争、ラストエンペラーなのか？

『井上成美』
阿川弘之  著　新潮文庫　￥91 8－
　戦後７０年、戦争に反対し敗戦後は清
貧を貫いた海軍の智将の物語。

『銀座で珈琲５０年』
関口一郎  著　いなほ書房　￥3 , 2 4 0－
　銀座の老舗珈琲店「ランブル」のオー
ナーが語る日本のコーヒーの歴史と本質。
　コーヒ－通の人もそうでない方も、コー
ヒーに興味の有る方必読の書。読めばコー
ヒーの何たるかが分かる本です。




