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橋場の亜炭鉱を探る
会員 丸山

塁

１

橋場の亜炭鉱
昭和 35 年の旧版 5 万分の一地形図「雫石」を見ると、現在の道の駅あねっこの近く、竜川
の支流である坂本川のさらに支流沿って軌道があり、その終点に「あたん」と書かれた採鉱地
の記号があるのに気づく。
（図－１）
ところが、雫石町史を調べてもこの鉱山に関する記録はない。
そのかわり、町史には明治 12 年雫石 10 カ村内鉱山として旧上野村上野沢の石炭鉱山が記
録されている。
昭和 35 年の旧版地形図ではその位置に鉱山の記号が記されているが「あたん」等の名称や
鉱山名は記されていない。
（図－２）
おそらく上野沢の石炭鉱山というのは亜炭のことではないかと思う。
岩手県内の亜炭資源といえば、一関市花泉地区が最も有名で、その他に東北地方全体では
地質的に連続する宮城県築館、三本木、さらに秋田県阿仁、山形県最上、福島県相馬地方等
に産出し、かつては東北で全国の 40％のシェアをしめていたと言われている(1)。
町史にすら記録のない橋場の亜炭鉱はまさに無名の存在といえようが、鉱山軌道が敷設さ
れていたことは大きな驚きだった。

（図－１）

（図－２）

（図－１）
（図－２）は昭和 35 年旧版 5 万分の一地形図「雫石」の情報を国土地理院の電子国土 Web システム
から配信された背景地図データに加筆編集したものである。

２

亜炭とは
亜炭は石炭の中で最も石炭化度が低いものをいい、地質学上の用語としては褐炭が正しい。
褐色から暗灰色を呈し、続成作用を強く受けていないため、セコイヤなどの木片の組織が観
察されることも多い。
世界の埋蔵量は褐炭と合わせて石炭をしのぐ 6,000 億トン以上の規模とされ、日本国内で
も埋蔵量は多く、東北地方だけでも 3 億トンとも推測されている。
日本での利用は、褐炭同様、石炭化が十分に進んでいないために不純物や水分を多く含み、
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得られる熱量が小さいことから、製鉄などの工業用途には向かない。
日本では明治年間から 1950 年代まで全国各地で採掘され、主に家庭用燃料として重宝さ
れた。特に、第二次世界大戦中および直後においては、燃料の輸送事情が極端に悪化したた
め、仙台市・名古屋市、または長野市など大規模～中規模の都市の市街地などでも盛んに採
掘が行われて利用された。
亜炭は着火性が悪く、燃焼時にも独特の臭気や大量の煤煙を出すため、燃料事情が好転す
ると早々に都市ガスや石油などへの転換が進められた。
2000 年代の日本では、燃料としての亜炭の使用は皆無であり、輸入された亜炭（褐炭を含
む）が飼料の添加物や土壌改良材などに用いられるのみである(2)。

３

亜炭鉱の今（調査日：H22.11.27）
かつての亜炭鉱は、現在もその姿を留めているのだろうか・・・
そんなかすかな期待を胸に、現地を調査することにした。
橋場の亜炭鉱については、旧秋田街道から坂本川を渡渉しなければならないので、晩秋か
ら初冬にかけての渇水期を選んだ。渡渉地点付近に、軌道の橋台があるか期待したけれど、
そのような痕跡は一切確認できなかった。しかし、道自体は軌道を敷設するのに丁度良い幅
と線形で構築されており、当時の光景を想像するのに難くなかった。
かつての軌道敷に沿って沢を上流へ進むと、やがて鉱山地帯に特有の赤錆色のヘドロが沢
底に沈着するようになる。
やがて傾斜が緩くなり、平場が現れる。今は樹木が茂っているけれど、かつては鉱山のヤ
ードとして利用されていたのではないだろうか。おそらく軌道の終点もこの辺りだ。
周辺を見まわすと、斜面には人工的に削り取った跡があった。
（写真－１）
その斜面を登って見ると、そこには亜炭（と思われる）を含有する礫層も確認された。
（写真 －２）

（写真－１）

（写真－２）

平場に戻り、さらに沢を上流へ進むと、すぐに人工的な法面が出現した。採石場の切羽（き
りは）に似ていることから、ここが亜炭の採掘場だったことに違いなく、これまで確認した中
では切羽の規模からしてこの鉱山の核心部と思われた。 ※次ページ（写真－３）
（写真－４）
切羽の頂上に登ると、雪化粧した秋田駒ヶ岳が美しく望まれた。
今回は、上野沢の亜炭鉱についても後日調査を試みたけれど、上野沢は水量が多く渡渉が不
可能なため断念した。
上野沢は今年 8 月 9 日に発生した豪雨災害でも甚大な被害をもたらした暴れ沢だ。
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（写真－４）

（写真－３）

４ 亜炭鉱の歴史（取材日：H25.12.8）
橋場の亜炭鉱について現地を確認したものの、まだまだ分からないことばかりなので聞き
取り調査を行うことにした。
そこで橋場在住の滴石史談会会員 三上貞雄氏に相談した所、同じく橋場在住の千葉吉右
エ門氏を紹介して頂くことができた。
千葉氏は橋場きっての長老と呼ばれるようなお方で、1925 年（大正 14 年）生まれの 88
歳。とても元気でしゃべり口もしっかりとしておられるが、残念ながら亜炭鉱のことはあま
り知らないとのことだった。それでも断片的にではあるけれど亜炭鉱にまつわる当時の橋場
のことを聞くことができた。
三上氏の話も含め以下に要約を記す。
亜炭の採掘は橋場の何ヶ所かで行われ、坂本川の支流（地形図にある場所）が最も大きく
「杉山沢」と呼んでいたが、正式な鉱山名は聞き覚えがない。
他に舟原でも採掘され千葉氏の家の裏でも杉山沢が閉山となる頃に少し掘ったことがあっ
た。杉山沢での採掘は終戦前には止めていたと思う。
経営主体は地元ではなく、地元の人間が杉山沢に行って稼いだという話も聞いたことがな
い。そのため搬出先も分からない。軌道があったとのことだが、動力を使うことなくトロッ
コやそりなどによる運搬で小規模な炭鉱だったのではないか。採掘された亜炭も地元で使う
ことはなかった。この地域は木炭や薪が燃料の主流だったので、カロリーの低い亜炭をわざ
わざ使う必要がなかったからだ。
そのような亜炭をわざわざ採掘したのは戦前戦中のエネルギー事情から必要に迫られてと
いうのが実情ではないかと思う。

５ まとめ
今回、千葉氏や三上氏から直接、橋場の亜炭鉱について話を伺うことができたのは貴重だ
った。お二人が語る亜炭鉱についての歴史考証も、Wikipedia などで確認して分かるとおり
的確なものだった。特に、杉山沢での採掘が終戦前までで終わったとの情報は、旧国鉄橋場
線の雫石－橋場間休止（1944 年（昭 19）.10.1）との関係も推察され、建設途中の橋場線が
なぜ橋場を終点にしたのか、橋場の亜炭は橋場線を使って輸送されたのかなど興味が湧くと
ころだ。
ただ、残念なことに炭鉱名や経営主体、稼働時期などといった主要な情報ははっきりと確
認できなかったが、そのこと自体、橋場の亜炭鉱の最大の特徴だったと思われる。
もしくは地下資源として有用度が低い亜炭は、全般的にそのような傾向があるのかも知れ
ない。地元での利用が僅かばかりな上に、外部の人間が主体となり採掘したため、今となっ
てはその存在すらほとんど知られていないのだろう。
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以上をもってまとめとし、文末ながらご協力いただいた千葉氏や三上氏に感謝申し上げる。
参考文献
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渡辺四郎：東北地方における地下資源と製造工業
（1975）

福島大学教育学部論集第 27 の 1

Wikipedia（インターネット百科事典）：亜炭
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「化物丁場(ばけものちょうば)」また崩れる！
宮沢賢治が書いた＜軽便鉄道橋場線の土砂崩れ常襲地＞
会員

関

敬 一

◆2013 年８月の集中豪雨でＪＲ田沢湖線春木場～赤渕間の線路北側の崖地が崩れ、直下
を走る鉄道線路と、並行する国道４６号が土砂で埋まり、共に一時不通となった。
実はこの場所は、あの宮沢賢治が９２年前の軽便鉄道橋場線の工事中の不思議な出来
事を描いた短篇作品の中で「化物丁場」と名付けた崖崩れの常襲地であったのである。
線路工夫たちもおびえたその奇怪な現象とはどんなものか、また現場はどういう所な
のか……作品「化物丁場」と鉄道建設当時の郷土の歴史記録をひも解いてみる。

≪はじめに…… ２０１３年８月９日の集中豪雨、過去最大の降水量を記録≫
2013（平成 25）年 8 月 9 日、雫石町をはじめ県内の特に奥羽山脈沿いの地域では朝か
ら強い雨に見舞われた。気象庁の天気予報の言葉を借りれば“これまでに経験したこと
のないような記録的な豪雨”に襲われたのである。
盛岡地方気象台の観測によれば雫石町ではこの日、強い雨の降り始めが午前 7 時ごろ、
降り終わりが 20 時。この 13 時間のうちになんと 264 ミリの雨が降ったのである。強い
雨の時間は午前 9 時ごろから午後 2 時ごろまでで、観測ポイントの町役場付近では 1 時
間当たり 78 ミリという観測史上最大の降水量を記録した。
このため町内では各地で河川や用水路が氾濫、特に御明神地域を流れる竜川沿いでは
橋場から黒沢までほぼ全域で、また上野地区では上野沢や和野地区を中心に地域の沢や
用水路が溢れ、道路や建物、農地、山林に大きな被害をもたらした。特に橋場集落は竜
川の流路が現在のように変わった明治３３年の大洪水以来の出水となったようである。
また、御所地区でも、増水した鶯宿川の濁流が桝沢の南畑小学校前の県道の河岸を大
きくえぐり、県道の片側車線部分が陥没、また矢櫃地区の矢櫃川も氾濫し、橋梁や農地
にこれまでにない甚大な被害を与えた。
御所ダムは降り始めからわずか８時間後には流入水量が毎秒 3,733 ㎥（ｔ）となり、
1981（昭和 56）年の貯水開始以来最大を記録した。これはこれまで最高の平成 19 年 9
月 17 日の毎秒 2,197 ㎥（ｔ）を大きく凌ぐ（1.7 倍）ものとなった。そして午後 4 時に
はダムの洪水時最高水位１８２ｍまであと 1.28ｍにまで迫り、関係者には緊張が走った
とのこと。このように今回の集中豪雨は全てにおいて記録ずくめとなった。
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中央公民館付近の水田も冠水
我が家のある町内下町地域は、商店
街と同様に河岸段丘の高台にあり、こ
れまでは水害には縁がないと思われて
いたが、今回の豪雨では、とくに町裏
（34 地割）側の住宅の裏の崖地は、規
模の大小はあるが軒並み崩れた。また
消防分署の裏側を流れる「蟹沢川（が
んじゃが）
」用水路は、これまで見たこ
とがない程に水位が上がり、昼過ぎに
は濁流が護岸を越え、休耕田さらに農道まで越して我が家の水田に流れ込んだ。それこそ
「これまで 65 年も生きてきて初めて体験する」ほどの大水であったが、何としても記録に
残したいと、この日午後 1 時半過ぎ、震える指でシャッターを押したのが上の写真である。
【右奥の建物は中央公民館】

この頃には少し雨足は弱まっていたものの、農道を越して田んぼに流れ込む濁流の中に
立って写真を撮っている間中、足元が流されはしまいかと恐ろしさでいっぱいであった。
≪町内の被害額はなんと約６７億円、町全体年間予算の約半分≫
町役場の調べでは、この豪雨による町内での被害総額は約 67 億円。25 年度の町総予算
の約半分に上る。詳しい被害状況はここでは取り上げないが、いずれ雫石町にとって規模
はもちろんのこと被害額においても歴史的な大災害となった。ただ、人的被害がなかった
ことは不幸中の幸いであった。
≪国・県道、鉄道の被害も甚大！≫
上記被害額に含まれないが、国道や県道などの被害も甚大であったと思われる。またＪ
Ｒ田沢湖線でも各地で路盤の陥没や冠水、さらには沿
線の山林の土砂崩壊と倒木による運行障害の被害が出た。
同線の春木場駅と赤渕駅の間では線路北側の斜面が高
さ 60ｍ以上、長さ 150ｍ、幅 30ｍにわたって崩れ、土砂
が線路を越えて、すぐ脇を走る国道４６号の一部までも
埋めてしまい、いずれも一時不通となった。
【写真左・崖崩れの状況(９月５日撮影)】

この話を聞いたとき、私はすぐに「ああやっぱり、ま
たあそこが崩れてしまったのだな。」と思った。
赤渕駅～春木場駅間の＜あの場所＞では、これまでも
たびたび土砂崩れが起きており、町民の間では知られた
いわゆる“崖(土砂)崩れの常襲地”なのだ。
かく言う私自身、発生時期は定かではないが役場職員
だった 42 年間に少なくとも２回の土砂崩れを見て知っている。
その度に、岩手県（？）主体の治山事業などにより土留めなどで復旧が図られてきてお
り、１０年ほど前までは治山事業を示す看板も立っていたと記憶する。
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この場所は、大舘山（標高 354ｍ）の南
麓の急峻な崖の下である。現在はＪＲ田沢
湖線と国道４６号線が並行して走っている。
大正時代まで鉄道の線路と秋田街道の位
置は逆で、街道は線路の北側、つまり山側
を通っていた。
大舘山は、高倉山の山麓にある雫石スキ
ー場のゴンドラ駅付近から南に連なる標高
500～400ｍほどの低山が形成する台地の南
端に置する。この間の台地には高畑牧野、
雫石神社、さらには袖山（上和野観音堂の
裏山）や上野沢牧野などがある。

写真上・ＪＲによる田沢湖線の線路上の土
砂撤去作業（８月１０日撮影）
写真提供協力； 広報しずくいし

大舘山のすぐ南側を竜川が流れており、東側の春木場方面からみると、今回の現場付
近はまるで竜川に突き出ている山の脚のようにも見える。
古くからの“崖崩れ常襲地”を裏付けるこんな話がある。――大舘山はかつて、出羽
と陸奥との交通路上にあり、山上には大きな要害（舘）があった。その大舘にあったの
が現在の山津田薬師堂である。神社の由緒は不明であるが、その後、年代は不明だが豪
雨によって山上の社殿が崩れ落ち、しばらくはそのまま崖下に祀られていた。昭和３６
年ごろ国道の改修工事の際に現在地（山津田公民館近く）に移された。（町教委刊・雫
石の寺社＜山津田薬師神社＞より）――
この“崖崩れ常襲地”は、あの宮沢賢治（昭和 8 年没）が書いた随筆風の短編作品「化
物丁場(ばけものちょうば)」の舞台とされるところである。
この物語は今から 92 年前の 1922（大正 11）年 7 月に開通した当時の鉄道省の「軽便鉄
道橋場線」雫石駅～橋場駅間での線路工事中の不思議な出来事を描いたものである。
参考「橋場駅」は、現在の町立橋場小学校の国道を挟んで向かい側に昭和 19 年ま
であった駅である（実際には昭和 16 年に戦局悪化による軍事徴用でレールが撤去
された）。参考までに大正 11 年当時雫石～橋場駅の間には停車駅はなく、現在の
春木場駅と赤渕駅は東京オリンピックの年の 1964（昭和 39）年 9 月 10 日に開設
されたものである。当時赤渕駅は国鉄橋場線の終着駅であった。
さて、この「化物丁場」という気取った題を付けた作品について見てみる。「丁場」と
は宮澤賢治語彙辞典（原子朗 著）によれば鉄道等の「工区」のこと、とある。さらに
「橋場線のある箇所が工事完成と思うかたわらから崩壊してしまう、しかもその理由もあ
やふやであるという所から、工事に従事している人たちが付けた名前のようでる。」と説
明されている。
さっそく宮沢賢治全集第 6 巻に載っている９ページほどの短篇であるその随筆の大意を
見てみる。文中の「私」とは、この物語の主人公で宮沢賢治自身のことを指す。
＊
５、６日続いた雨が上がった朝、「私」は用あって黒沢尻(現北上
駅)から仙人鉱山へ向かうべく軽便鉄道に乗車する。車内では乗客た
ちが洪水の話をしている。線路工夫らしい人が「雫石、橋場間、ま
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るで滅茶苦茶だ。レールが四間も突き出されている。枕木も何でもでこぼこだ。十日
や十五日でぁ一寸六ヶ敷ぃな（関注・ちょっとむずかしぃな）。」と言う。
「私」は「ははぁ、あの化け物丁場だな。」と思って、工夫に話しかける。工夫の話に
よればその丁場を発注者の鉄道院へ引き渡してから今回が初めての崩壊であるが、渡す
前に三度も大きな崩壊があったという。理由ははっきりしていないが、（１）請負の岩
間組の技師が「少し急いだ」ため、下の岩からコンクリートを打つ事をしなかったこと。
（２）水が多くて下の岩からも横の山からも湧くほどであった、――などということが
工夫たちの間で指摘されていたらしい。
列車が動きだしてからも工夫の話は続く。「１１月、砂利が崩れたばかりの所へ行き、
百人で八日かかって積み直した。ところが、その夜、一同が春木場の飯場で寝ていると、
ゴーッという音がして今日直した路盤が崩れてしまった。アセチレン燈を持って現場に
行ったが、みんなの見ている前で、まだ石がコロコロ崩れて転がって行くんです。気味
の悪いったら。」これを聞いたとき「私」は「その盛られた砂利を、みんなが来てもま
だいたづらに押してゐるすきとおった手のやうなものを考えて、何だか気味が悪く」思
った。
さて、工夫らは、四日かかって再び積み直した。当座は無事だったが、１２月の１０
日、ポシャポシャ雨が半日程降っただけなのに、またざあっと崩れてしまった。いやな
感じだった。どうにか元通りの形にして年を越した。「私」が、実はその頃（１月６、
７日頃）自分はそこへ行き、ちょうど鉄道院の検査官らしい人に会って、化物丁場の話
を聞いたのだ、と言うと工夫は「その検査官は山の岩の層の釣合いがとれないために起
こる現象だと言ったそうだが、誰もあまりほんとにはしませんや」と言うような話をし
て藤根駅で下車して行く。
＊
以上が、宮沢賢治が実際の出来事（？）をもとに、ルポルタージュ風に描いた作品「化
物丁場」のあらましである。
ここで、この作品の内容を少し整理し、それが事実かどうか検証をしてみよう。
（１) 書かれている内容はいつのことか…
作品では土砂崩れの経過を次のように描いている―― ①11 月に線路床工事の砂利が
崩れた…
②積み直したその晩にまた崩れた
③４日掛って積み直した。当座は良
かったが
④１２月１０日、またざあっと崩れた
⑤どうにか元通りにして年を越
した
⑥翌年の１月６日か７日に「私(賢治)」が現場に行くと、鉄道院の検査官らしき
人に会った ――（関注、賢治は文中で「鉄道院」としているが、大正９年５月の機構改革により「鉄
道省」に名称が変わっている。賢治の記憶誤りであろう。）

【検証（1）】
橋場線が全線開通したのは、１９２２(大正 11)年７月１５日のこと
であった。この日雫石町（当時は村）では盛大に開通式が行われたようである。
工事に当たった鉄道省盛岡建設事務所が編集し、大正１１年７月３１日に刊行された
『軽便鉄道橋場線建設概要』によれば、工事日程の概要が次のように記されている。
――橋場線ハ東北本線盛岡駅停車場ヨリ分岐シテ岩手郡御明神村大字橋場二至ル
延長十四哩六分ノ軽便鉄道二シテ大正七年五月ヨリ線路ノ実測二着手シ翌八年七月
盛岡方面ヨリ起工セリ。而シテ大正十年六月盛岡雫石間ノ営業ヲ開始シ今回雫石橋
場間竣工ヲ告ゲ茲二全線ノ開通ヲ見ル二至レリ。――
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さらにこの『概要』によれば、雫石―橋場間の路線は大正 10 年４月 25 日に着工され、
翌 11 年２月 10 日に完成し、同年 7 月 15 日から開業している、とあることから、作品の
時系列と矛盾はない。
（２）「私」が翌年の１月に実際に現場に来て、鉄道省の監査官に会ったというのはフィ
クションか、それとも事実なのか？
【検証(２)】
橋場線の雫石～橋場間の工事が完了したのは 1922（大正 11）年２月 10 日であるから、
工事完成間近の１月６、７日あたりに鉄道院の検査官と現場近くで会ったとしても不思議
はない。実は、宮沢賢治の年譜（堀尾青史著・年譜宮澤賢治伝）によれば、この時期に賢
治は、橋場線を利用して小岩井駅に降り立っているのである。
大正 11 年１月６日、小岩井駅で列車から降りた花巻農学校教師の賢治は、小岩井駅北
方の大清水付近の「網張街道」を雪を踏みしめながら小岩井農場を目指して歩いていた。
その道すがら、ふと眺めた七ツ森の力強い姿に勇気づけられ、「屈折率」という詩を書
き、この日の日付を書き添えている。この詩は後に彼の処女詩集となった「春と修羅」
の巻頭を飾ることになる。（関注・この「屈折率」の詩碑が雫石商工会館前にある。）
この頃に賢治が橋場線の工事現場を訪れたという直接の記録はないが、ルポルタージュ
風の作品に「私はそこを訪れた」と書き残し、別な記録資料からも、その年の１月６日に
当時２駅先の小岩井に居たことが判明していることから、少し足を延ばして「化物丁場」
を訪れていた可能性は極めて高いと思われる。
賢治は、まちがいなくその日、(現在の)春木場～赤渕間のあの線路上にいたのだと私は思う。

（３）“あの場所（化物丁場）”では本当に難工事だったのか
【検証(３)】 上記「橋場軽便鉄道建設概要」によれば、この区間は「第三工区」と呼
ばれていた。その第三工区について「建設概要」は、次のように述べている。
――本区間ハ雫石川ノ支流ナル竜川二沿ヒ概ネ平坦ナル田野ヲ通ズルヲ以テ工事
容易ナルモ、十二哩七十鎖付近ハ山脚河流二突出セルト又橋場停車場付近ハ相当
線路ノ嵩上ゲヲ要セシタメ共二多少土工ノ見ルベキモノアリ……。――
ご覧のとおり、特に工事の難所があったことは記録
されていない。ただ「十二哩七十鎖付近ハ山脚河流
二突出セル… 多少土工ヲ見ルベキモノアリ」とあ
って、“化物丁場”付近の工事が難所であったことを
伺わせる記述がみられる。
前にも述べたが、この場所は大舘山の山裾が竜川に
落ち込むような形状にあり、これが「固い岩盤層」で
あれば、素人考えでも表土の土砂崩れの可能性が高い
ように思える。
なお、この地層絡みの話については、改めて後段
で触れたい。
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崩落個所の全景。御明神滝沢から見る。
崩落現場下をＪＲと国道が通っている。右が
春木場、左が赤渕方面。植栽による土留め事
業は進んでいるが効果のほどは？
写真提供協力；

広報しずくいし

上記「建設概要」の雫石～橋場間の区間図面からを紹介する。当時の集落名まで分かる。

化物丁場？

◆さらに、この「建設概要（大正 11 年）」には、春木場方面から撮影した化物丁場
とされる「十二哩七十鎖」付近の写真まで付いている。下段写真【奥が秋田・橋場
方面】中央線路の右上の柵の所が当時の秋田街道。現在の国道４６号は昭和３０年
代に入って線路の（秋田方面に向かって）左側下に建設された。

ここが現在
の国道 46 号

【参考】
2001 年 11 月に雫石町中央公民館で開催された宮沢賢治地方セミナー
「牧場の風と光と星のまつり」において、当時岩手県立大学教授だった米地文夫氏は、
講演資料に上記写真を用いて、写真の下の部分（黒い杭のある所）が、土砂が押し出
されているよう見えることから、やはりこの場所が「化物丁場」であると紹介して
いる。
なお、この『軽便鉄道橋場線建設概要』は岩手県立図書館の資料書庫(閉架)に
収蔵されており、本資料にも一部紹介したが、今から９０年以上も前の同線沿線
の地図や雫石駅ほか、上記の写真なども掲載されており実に興味深い。閲覧申請
をすれば誰でも見ることができるのでご覧になることをお勧めする。
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（４）この作品の冒頭に出てくる「雫石、橋場間、まるで滅茶苦茶だ。」という惨状
をもたらした“洪水”は事実なのか、はたまた賢治の創作なのか
【検証（４）】 橋場線が全線開通した大正１１年７月以降の大きな災害について調べ
ようと雫石町史第一巻を開いたところ、まさしくその開通直後の同年７月３０日の洪水
が記載されていた。（１０６１ページ・古老の体験談）
そこにはこう書いてあった。
――７月３０日、坂本川、竜川等の河川が氾濫して大洪水となった。この洪水のため
御明神村では、坂本川に架けられた橋や竜川の小赤沢橋、春木場橋等はほとんどの橋が
流された。また、二階建ての家が一戸破損するなどの被害を受けたが幸い山崩れがなか
ったことから田畑の被害が少なくて済んだ。
（以下 略 ）――
さらに詳しい資料はないかと「岩手県史」第 11 巻の年表の大正 11 年度の項を見ると
「7 月 31 日、豪雨、被害多大」「9 月上旬、風水害のため被害多大」と記されている。
そこで今度は、当時の「岩手日報」と「岩手毎日新聞」によって調べてみると、7 月
下旬の災害が連日大きく報じられているのに比べ、9 月上旬の方は、格別な記事は見当
たらなかった。
一方、大正 11 年 8 月 1 日（火）付の「岩手日報」朝刊三面には、
「各河氾濫して／恐怖の大出水／多賀杉土手に炊き出し給与／三家一帯は交通途絶」
「橋場線は不通／大釜・小岩井間の築堤決壊／線路に侵水して大恐慌を来す」
「御明神の増水／流失家屋一戸」「雨量一坪二石七升」などの見出しが躍り、詳しい被
害状況が詳細に報道されている。
それによれば、各河川の出水量は、中津川五尺、雫石川十尺、御明神竜川十尺、北
上川(盛岡)十三尺、同(一関)二十尺余となっており、各河川の中では雫石川の増水が著
しく最も氾濫したものらしい。
そして橋場線の被害については、岩手毎日新聞」に、「鉄道被害／橋場線不通」とい
う見出しに続いて、「夜来の豪雨にて雫石川は最も氾濫し、…、橋場線は 31 日より全
線不通になった。目下工夫を督して復旧工事中である。」とあるが、特に“化物丁場”
付近のことは何も触れられていない。
しかし、同紙の 8 月 2 日付三面には「橋場線復旧／但し一部は依然不通」という見出
しで「昨報水害のため不通となった橋場線は、昨一日盛岡―雫石間の復旧なり終列車午
後 6 時 40 分より開通することになったが、なお、雫石、橋場間は復旧までには２、３
日は要する」とあって、雫石～橋場間の復旧工事に手間取っていることがわかる。
橋場線の雫石～橋場間でこのような状況が想像できる場所は、やはりあの「化物丁場」
しかないのである。
上記（１）～（３）までの検証、さらにはこれらの新聞報道等による検証（４）から
も、この賢治作品「化物丁場」は、実際にあった災害の状況を描いているものであり、
したがって「化物丁場」が、崖（土砂）崩れの起きやすい場所だと考えるものである。
（５）「化物丁場」の度重なる土砂崩れの原因は何であろうか。
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【検証(５)】 これが最後の難問である。もとより私は「地質」のことなどは全くの素
人であるから、ここでは、これまでの作品研究を通じて発表されているいくつかの考察
と「火山と地質学の研究者である元岩手大学教授・土井宣夫氏の調査研究資料」を紹介
するに留めることをお許し願いたい。
まず、最初は今回私が拙文を書くにあたって参考にさせていただいた「宮沢賢治研究
叢書 2 賢治地理」の著者であり、「校本宮沢賢治全集」の編纂委員である小沢俊雄
（1921 生・東大文学部卒・国文学）氏、そして小沢氏が「賢治地理」に論文を収録して
いる菊池忠二（1926 生・岩手大学学芸学部卒、農業経済史・岩手県出身）氏の二人は、
いずれも「山地説」、つまり ＜現場付近の山地特有の固い基盤地層と上層の新しい地
層との間に地下水などが入り、ずれを生ずる＞ という考えである。
次に「宮沢賢治―地学と文学のはざま―」の著者である前弘前大学教授の宮城一男
（1929 生・東北大理学部岩石鉱物教室卒・故人）氏の説である。＜現場は葛根田川上流
から南北 15 キロ、東西 6 キロに及ぶ洪積世にできた「台地」上にある。洪積台地の末端
部の急斜面は、まさに崖崩れを起こしやすい所である。さらにこの付近の地層は下半分
が砂や礫(れき)の地層で、上半分が火山灰層であった。火山灰は岩手山や葛根田火山から
噴出したものであろう。その２つの層の間に水が溜まり、境をすべり面として上の火山
灰層が崩落する。この原因は崖の切り崩しである。層の表層部に樹や草が根をおろして
いる間は簡単に崩壊しない。＞というものである。
そして３つ目の、岩手県立大学の米地文夫教授の説はこうである。＜一帯は山津田層
に属する凝灰岩や凝灰質砂岩、シルト岩などの互層で西南に約 15 度の傾斜をなし、そ
の山裾を切った、いわゆる流れ盤の切り取り法面となったため安定を失い地すべりが生
じたらしい＞としている。
以上である。しかし、いわば“常識的な”これらの考えは素人なりにうなずけるような
気もするが、どうもしっくりこないのである。最初の鉄道工事の時だけを考えれば、「下
層と上層のずれやすべり面が走ったため」とか「山裾を切ったため」といった原因も考え
られなくもないが、こうした崩落が 1 回のみならず、その後も度々、それも 20～30 年間隔
で発生することの説明にはならないような気がするが、どうだろうか。
そして最後に、土井宣夫氏が千葉大学「活断層研究」(1998)に書いている＜岩手
県雫石盆地北- 西縁部の地質と活断層群の垂直変異量＞の中で、――西根断層群
は雫石盆地と奥羽脊梁山脈を境する断層群で地質断層とほぼ一致する（村井
1962）、

西根断層群はほぼ南北走向で長さ 5.5ｋｍ～16ｋｍ、東から西根断層、西
根従属断層、袖山断層、晴山沢断層に区分され、平均変異速度は <略> の
Ｂ級活断層である。西根断層、西根従属断層、晴山沢断層は西上がりの逆断
層、袖山断層は東上がりの逆断層と推定されている。和野西方の上野沢から
土橋西方の上野沢北の沢の舛沢層は、西根断層群により走向 NNE-SSW、約７
０°西傾斜の逆転層を形成している。――と述べていることを紹介する。
私は、「地質学」などは全くの門外漢であるが、この調査研究に出てくる入り組
んだ「西根断層群」と今回取り上げた「化物丁場」の地理があまりにも重なり合う
ことに不気味さを感じるのである。この両者に何らかの関係があるのか、そうでは
ないのか、土井宣夫氏から今後お話をお聞きしてみたいと思っている。
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＜最後に＞
作品「化物丁場」の中で「私(賢治)」に原因を聞かれた工夫は、「その検査官は、よ
くあちこちにある『山の岩の層の釣合いがとれないために起こる現象だ』と言ったそう
だが、誰もあまりほんとにはしませんや」と答えている。実はこれが、工夫の言葉を借
りた賢治の答えではなかったかと思う。賢治もこの原因はよく分からなかったのではな
いか。「だから、ここを『化物丁場』と言うんだよ。」と言う賢治の声が聞こえてきそ
うである。
✿
――私は、あのすきとほった、つめたい十一月の空気の底で、栗の木や樺の木
もすっかり黄色になり、四方の山にはまっ白に雪が光り、雫石川がまるで青ガ
ラスのやうに流れてゐる、そのまっ白な広い河原を小さなトロがせわしく往っ
たり来たりし、みんなが鶴嘴を振り上げたり、シャベルを動かしたりする景色
を思ひうかべました。――

これは作品「化物丁場」に出てくる春木場あたりの一場面である。雫石の美しい自然
の中で、線路工夫たちの厳しくも力強い労働の姿が目に浮かぶようだ。
「化物丁場」などと、ちょっと変わった、怖い題名のお話だけど、舞台となった雫石
のこともちゃんと考えていてくれる、宮沢賢治さんはそんな人なのである。 （終）
【引用・参考文献等資料】
小沢 俊郎 「賢治地理」

宮澤賢治研究叢書２

宮城 一男

「宮沢賢治―地学と文学のはざま」

堀尾 青史

「年譜宮澤賢治伝」

雫石町・同教委

「雫石町史」

鉄道省盛岡建設事務所

學藝書林 1989
玉川大学出版部 1977

中央公論社 1991
昭和５４年

「軽便鉄道橋場線建設概要」

1922

寄稿文Ⅴ
〔万用歳代記・岩持忠兵衛家蔵本〕書き写し作者

「雫石町理右衛門義重こと古澤屋理右衛門」について
会員

髙

橋

繁

１．主題設定の趣旨
「雫石町誌資料第１集・雫石歳代日記」は、本町出身の篤学者であり、岩手県史の編纂の
中心として多大な貢献された田中喜多美先生がまとめられた第一級の資料である。
この中で田中先生は『この岩持忠兵衛家本は、享和元年までは明らかに同人の筆蹟であ
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る。裏表紙に次ぎの記事が記されてあった。
「寛政九丁巳六月初旬写之、雫石町理右衛門義重」また岩持忠兵衛家には、南部根元記
（二冊本）の写本もあり、その奥書に「寛政八年写之 雫石町古澤義重」と署名してあり、
南部根元記の筆蹟と、万用歳代記の筆蹟は同一人と知られた。
そこでこの古澤理右衛門義重を追求してみると、雫石の下久保、末永久右衛門（正木氏）
に九戸軍記（内容十段）の三冊があり「文化七年庚午極月廿六日、下久保、兵助十四歳」
「滴石町古澤屋理右衛門、門弟兵助主」などの奥書があった。
古澤理右衛門義重なる人は寛政八年あたりから、文化七年あたりまで、雫石町に居住し、
南部根元記、九戸軍記、雫石の万用歳代記を写し、家塾を開いて読書を教えていたことが
判明する。その古澤の写本が岩持忠兵衛家に移りその後が書き足されている。岩持忠兵衛
家は上野村の肝入役であった。古澤氏を称した人は、どういう素性のものか、なんの伝え
も残っていないし、それを調べる手懸かりも今は全くない。 ―中略―
１８６６（慶応２）に、雫石地方の総御検地があり、その時の雫石町の絵図も残ってい
るが、古澤理右衛門が記されていない。どうも従前から雫石町に土着していた人ではなく、
他所から来て寛政・文化のころ住まっていた人のように考えられる。ー云々ー』
とあることから、古澤理右衛門の素性に迫ろうとするものである。

２．沢内・古澤家について
（１）西和賀町沢内新町に、屋号「ぜんべい」（古澤屋善兵衛）なる旧家がある。その子
孫には古澤元（小説家・本名 玉次郎・１９０７年・明治４０年生まれ・１９４６年・昭
和２１年シベリアで死去、３９歳）その弟岸丈夫（漫画家・本名 古澤行夫・１９０９年
・明治４２年生まれ・没年不明）がいる。兄弟揃って１９２１年・大正１０年に旧制盛岡
中学に入学している。兄玉次郎は尋常高等科から、弟行夫は小学６年からの合格であるか
ら秀才である。
この家は昭和初頭に没落しているが、１４代ほど続いた旧家である。古澤元の長男は古
澤襄である。１９３２年東京で生まれ、都立戸山高校・埼玉大学文理学部卒業、共同通信
社に入社し政治部記者となり、常務理事を最後に退職。現在は共同通信リース顧問。杜父
魚（かじか）ブログを開設、ニュースから解説まで広く健筆をふるっている。
彼は沢内・古澤家のルーツを丹念に探し続け、多くの資料を提示している。ここでは、
これらの資料を基に、古澤家と理右衛門義重についてできるかぎり明らかにしようとする
ものである。
（２）沢内代官所の設置と古澤家
「沢内年代記」によれば、寛文１２年・１６７２年雫石代官所に沢内通り（現・西和賀
町）の専任代官を設置する。実際に代官役所が設置されたのは、享保２０年・１７３５年
である。
古沢家の墓碑で現存する最古のものには延享５年・１７４８年がある。初代善兵衛の母
と推定される。古沢血族である為田家の総本家である北島家の最古の墓碑から推定すると、
貞享元年・１６８４4 年に北島家は、沢内に居住していたと思われ、古沢家もほぼこの時
期に沢内に移住したと思われる。
（３）古澤家と頼み家の本家
沢内には、他所から移住してきた場合、その地の有力者の土地を貰い、あるいは借りて、
その家を「頼み家の本家」という風習がある。「古澤家の頼み家の本家」は、新町の藤原
多次兵衛家だといわれる。藤原家は当時古くからの大地主であったが、宝暦九年・１７５
９年に仙台の贋山師の詐欺に遭い、惣入高２千２００貫余りの損を抱えその後衰退してい
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った。
安永７年・１７７０年沢内の初代善兵衛死去。戒名は「玄質道了信士」生年不詳。雫石
生まれ（古澤家過去帳より）
文化年代（１８０４年ー１８１７年）になると、三代善兵衛は菩提寺である玉泉寺に現
存する金打ちの大額を寄進。馬肝入善兵衛として多くの文書を残している。また、天保の
大飢饉に際しては御用金２０両ずつ二度に渡って提出している。
安政年代（１８５４年ー１８５９年）には、御境古人となり、二人扶持となっている。
（４）「南部藩参考緒家系図（全５巻）」に見る古澤氏
『古澤氏 天魔
三系
〔三駄五人・其人家・庄左衛門文化元年八月出奔収録・庄左衛門同五年九月召出サル〕
姓菅原 紋丸内梅鉢
政行
古澤清右衛門
生国常陸ノ人也、浪士ニテ天正中閉伊郡山田村テ来リ住ス
政盛
清六
天和中山田村ヨリ志和郡北田村ニ移住シテ農家トナル
政次
古澤長作
重信公ノ時召出サレ、三両四人扶持ヲ賜フ、
元禄十五年江戸ニ於テ死
康綱
長九郎
理右衛門
行信公元禄十五年四月江戸ニ於テ家督、此時更ニ三両二
人扶持ヲ賜フ、利視公亨保中願ニ依テ、三戸郡田子村ニ足高
野竿新田ヲ賜フ、後改有高三十三石九斗二合之ヲ賜フ、合三十二石九斗二合
三両二人扶持、高ニシテ六十石九斗二合トナル、元文二年三月致仕ス
一本云、康綱、行信公ノ時玉置流ノ手跡ヲ以テ召出サル
茂道 九八郎 律右衛門
―略―
康伯 理三郎 長作
清左衛門
母小軽米氏、下同
茂道養子後出生、利視公亨保十五年嫡子トナル、元文二年三月家督、
利雄公宝暦中御籠頭トナル、同十四年正月沢内御代官、安永三年正月御勘定頭
トナル、後御側奥使ヲ勤ム
―略―
』
「南部藩参考緒家系図」で明らかなのは、古澤氏の生国は常陸であること。古澤理右衛
門は南部藩の家臣であったことである。
ただ、家紋は丸内梅鉢であるのに対して、沢内古澤の家紋は丸に蔦である。

３．古澤家の生国は常陸のどこか
古澤襄氏は古澤家のルーツを２０年以上も探し、古澤氏の発祥地は茨城県下妻市の近く、
八千代町川尻の湿地帯の古澤邑であることを突き止めた。
以下「歴史・神話―杜父魚ブログ」からの概要である。なお、参考資料として「多賀谷
氏の史的考察」（古澤一朗著・崙書房）「北条佐竹御対陣先手多賀谷一手之備図」（能代
市・佐竹藩資料）を上げている。また、古澤一朗氏は元高校教師、地方史研究家である。
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襄氏とは縁戚関係はないが、直接お会いし、知友の関係にあるという。
『常陸国下妻城主は多賀谷氏であった。八千代町には土豪だった赤松氏がいた。赤松氏は
多賀谷氏に臣従し、赤松美濃守常範は元亀二年（１５７１）に下妻城を守り固め、北条の
軍勢を下妻庄古澤の湿地帯で迎え討ち、撃破している。この軍功によって多賀谷政経は常
範に下妻庄古澤を与え、常範は姓を古澤常範と改めた。
八千代町川尻に赤松山不動院がある。赤松家の氏寺である。九曜の家紋が刻まれた赤松
宗家の墓所を囲むように赤松家や古澤家の墓が林立していた。宗家から枝別れした一族の
墓だ。その中に沢内古澤家と同じ「丸に蔦」家紋がつく江戸時代の墓がいくつかある。』

４．古澤氏は何故常陸から東北・岩手に来たか
『下妻多賀谷氏は十五世紀中頃下妻城を構えて発展を遂げた。常総の太守だった佐竹氏
と二重三重の姻戚関係を結び、佐竹与力として頭角を現した。太閤秀吉が「多賀谷の人数
如何」と下問した時には「五軍合わせて地戦千騎」と答える規模になっている。
しかし、佐竹・多賀谷大名は、慶長五年（１６００）の関ヶ原の決戦で西軍の石田三成
に加担して徳川家から疎まれ、佐竹は常陸五十四万五千石から出羽国秋田地方の二十万五
千八百石に落とされ、追放（転封）を命じられた。
多賀谷氏はもっと厳しい沙汰、取りつぶし（改易）の目にあって下妻城は破却された。
最後の城主となった多賀谷重経が鉄砲隊に命じて家康を狙ったことが咎められ、死罪は
免れたが追放された。下妻城では前途を悲観した婦女子が堀に身を投じたり、焼身自殺を
した者が少なくなかったと伝えられている。下妻市小野子に美女塚が現存している。
多賀谷重経には七人の子がいた。長女は佐竹義宣の正妻。次女は佐竹義重（義宣の父）
四男・宣家を養子に迎えている。二重三重の佐竹家との政略結婚だったが、多賀谷氏の滅
亡で、宣家は佐竹家に帰参して慶長七年（１６０２）に出羽国繪山（能代市）の檜山城に
入った。
全国を流浪していた多賀谷重経は檜山城に現れ、次女と涙の出会いをしているが一夜で
姿を消した。長女のところには遠慮して訪れなかった。しかし、家康の多賀谷に対する追
求は長女や次女にも及んでいる。徳川幕府を恐れた佐竹義宣は正妻の長女を離別し、宣家
もまた次女を離別して、家康に忠誠を誓っている。さらに家康の追求は激しい。一国一城
令を発して檜山城も破却している。
これによって下妻城から多賀谷宣家に随行した四十人の家臣たちは禄を離れて土着を余
儀なくされている。
次女は能代市外の曹洞宗・多宝院に籠もって、多賀谷一族の菩提を弔う日々を送った。
多宝院には多賀谷重経像が寺宝として残っている。』
ここで推察されるのは、古澤理右衛門義重なる人物は、多賀谷氏は勿論、佐竹氏とも深
い関係があり、信頼の厚い重臣の子孫であつたに違いないということである。「義重」の
義は佐竹義宣の一字であり、重は多賀谷重経の一字であるからである。重臣の子孫である
ことの誇りと矜持が感じられる。
日本海沿岸の能代・浪岡・十三湊等は古くから海外貿易港として栄え、情報も豊富なこ
とから、南部藩の山田村に来たのも身分を秘す立場であれば自然なこととも考えられる。

５．沢内・古澤家の墓碑銘

（実際は縦書きである。省略もある）

【當古澤家有縁無縁先亡之精霊
當家歴代ハ雫石、能代、下妻ニ足跡アルモ正確ニハ
不明ニ付キ安永二年ヨリ記載シテ御冥福ヲ祈ル
玄質道了信士 安永二年四月三日 沢内初代 古澤家十兵衛
学迫良休信士 文化八年七月六日
古澤屋理右衛門義重
雫石で没
善心了喜信士 嘉永七年七月一日
古澤屋善兵衛（屋号ぜんべい）
15

全久了喜居士 万延元年八月九日

古澤屋善蔵 七十八歳

喜徳院教雲良海居士 明治十年 七月四日
古澤善治 六十五歳
凌霜院行山機道清居士 大正元年 十一月三日 古澤行道 三十二歳
是真院岫参道雲清居士 大正七年
古澤勇次 八十一歳
興善院快参寿翁祥居士 昭和十一年 十二月二十六日
古澤善五郎 八十八歳
俊峰院無徹玉量居士 昭和十一年五月三日
古澤玉次郎 三十九歳
郁潤院真室妙喜大姉 昭和五十七年二月六日
玉次郎妻 真喜 七十二歳】
【沢内古澤家の最古の墓は延享五年があるが、墓碑銘不詳（岩手大学紀要・昭和四二年
・吉見正信論文）
初代十兵衛は雫石生まれ、能代城の破却によって土着した古澤助丞（佐竹藩梅津政景日
記・元和二年）の末裔。助丞の墓は能代市外の曹洞宗・多宝院にあると思われるが発見さ
れていない。
それから百年後の歳月を経て雫石に古澤姓が現れたが、一代かぎりで沢内に移った。
古澤姓のルーツは関東の常陸国下妻莊古澤邑にある。
多賀谷家臣だった古澤助丞は赤松祐弁を祖とする一族。
赤松宗家は「九曜」の家紋を用いたが、常陸国川尻の赤松山不動院には「丸に蔦」家紋
を用いる古澤一族の墓もあまたある。
この中の古澤助丈夫の分家筋が助丞と比定されている。
同じ「丸に蔦」家紋を使用する曹洞宗の檀家である。
平成二十四年十一月 古澤 襄 建立】

６．結び
以上、古澤 襄氏の２０年以上にわたる古澤家のルーツ探しの成果を中心に古澤理右衛
門義重の素性について記した。繰り返すまでもなく、理右衛門義重は沢内の古澤家の祖で
あることに間違いはないと言える。
しかし、まだ疑問が残る。藩士の身分を捨てたのはなぜか。「参考諸家系図」には家紋
が「丸に梅鉢」となっているのはなぜか。「玉置流の手跡」はどこでどのようにして獲得
したものか。北田村から雫石に移住したのだろうか。雫石における寺小屋の場所は分から
ないものだろうか。などである。なお、古澤理右衛門義重の墓は、門弟たちの手によって
雫石廣養寺にありましたが、平成２４年に古澤襄氏によって沢内・一点山玉泉寺の菩提寺
に移転合祀されている。
＊参考資料・「沢内村史」「沢内年代記」「沢内農民の興亡」（古澤襄著・朝日書房）
「びしゃもんだて夜話ー古澤元・古澤真喜遺構集ー古澤襄篇」（三信図書）」「南部藩
参考諸家系図」「家康に消された戦国大名・多賀谷氏の痕跡／外」（歴史・神話／杜父
魚プログより）「岩手人名辞典 財団法人新渡戸基金」（浦田敬三・藤井 茂共著）
〔平成２５年１１月２９日 作成文責・高橋 繁〕
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講座１

伝説では、滴石を後にした戸澤兼盛主従は奥羽の山並みを越えて出羽玉川の
鳳仙岱（ほうせんたい）に一時住まいし、その後旧西木村に移った、とされて
います。その後、桧木内川沿いに旧西木の戸沢から南下し、門屋で大きな勢力
に成長した戸澤氏。地元ではどのように語られているのか、西木町門屋の郷土
史家からお話しをお聞きします。

期日；

平成２６年２月１６日（日）午後１時３０分から３時

会場；

町立中央公民館

講師；

沼田

入場無料

欣治郎

２階視聴覚室
氏 〔元 仙北市西木町文化財保護協会会長〕

本講座は一般町民にも公開します。

講座 ２

明治維新の前夜、東北を戦乱に巻き込んだ戊辰戦争。その最後の戦場となった「橋場
口の戦い」
。その３カ月前には盛岡から秋田に転進しようとする奥羽鎮撫総督ら数百人が
雫石村の臨済寺に宿泊していた。その時雫石の人々はどう迎えたのか。連作「盛岡藩の
戊辰戦争」の著者が、風雲急を告げていたあの時の秋田街道の緊張を熱く語ります。

期日；

平成２６年３月１５日（土）午後１時３０分から３時

会場；

町立中央公民館

講師；

和井内

入場無料

和夫

２階視聴覚室
氏 〔 旧盛岡藩士桑田 元理事長 〕

本講座は一般町民にも公開します。
どうぞお知り合いの方もお誘いください。

＜業務日誌＞
25・10・25～26 第１回戸沢サミット in 高萩参加（茨城県高萩市・参加３５名(内会員 10 名)）
25・11・16 25 年度町教委と共催第２回郷土史教室「旧御所村・繋地区の歴史」25 名参加
25・12・16 25 年度第 4 回役員会〔協議事項 ①会報第 25 号発行について ②第 20 回自主
研究・成果発表会の開催について ③2014 新春懇話会の開催について ④25 年
度歴史講座の開催について〕
【あとがき】新年明けましておめでとうございます。今年は午年、届いた年賀状には“駿馬（しゅ
んめ）
”の絵柄が
多かったように思う。皆さんの期待の表れであろうか。良い年になってほしいと願う。今回の会報
第２５号は <情報
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満載> で３４ページ建てとなった。特に会員からの寄稿文が５人分で３０ページにも及んだ。当会
の活動趣旨に
沿って地元の知られざる歴史にスポットを当てたものが多く頼もしく感じた。この町に生きた人々
の―さまざまな思いと
暮らしぶり―を少しでも記録しておきたい、そんな気持ちが伝わってきて「会員と会を繋ぐ会報」
の役割の重さを改め
て思った。この一年も期待に応えられる紙面編集に力を入れてまいりたい。どうぞよろしくお願い
申し上げます。(S)
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