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会長 澤井 幸造
（平成２５年６月就任）

年頭のご挨拶

され、参 加者 と親し く懇談 をされま
した。
アトラク ショ ンでは 大正琴 やビン
ゴ大会、 カラ オケ大 会が催 され、和
やかな一 日とな りまし た。

神戸あすなろ会会会会がががが総会をををを開開開開催催催催
昨年七月二日、神戸市中央区の神
戸商工貿 易セ ンター ビル内 のステラ

コートに おい て神戸 あすな ろ会の総
会・懇親 会が 開催さ れまし た。再選
された鶴 来会 長から は北陸 新幹線の
開業効果 の大 きさと 大阪ま での一日
も早い全 線開 通を期 待して いる旨の
挨拶があ りまし た。

京都県人のつどいを開催
昨年十月 二日 、京都 市中京 区のＡ
ＮＡクラ ウン プラザ ホテル 京都にお
いて、京 都県 人の集 いが開 催されま
した。。。。
県人京都 連合 会結成 四十五 周年・

川本会長 から は長き にわた り県人
会を運営 して こられ た役員 と会員の
方への感 謝の 意が述 べられ たほか、
前田利祐 加賀 前田家 第十八 代当主並
びに千玄 室裏 千家第 十五代 前家元の
ご挨拶を いただ きまし た。
また、引 き続 き木越 康・大 谷大学
学長（石 川県 出身） による 記念講演
がありま した。
二部の交 流会 では、 勇壮な 御陣乗
太鼓が披 露さ れたほ か、映 像により
ふるさと 石川 が紹介 され、 最後に全
員で「ふ るさ と」を 合唱し て会を終
了しまし た。

京都石川 県人 会創立 二十周 年を記念
して行わ れた この式 典は、 オープニ
ングに宝 生流 の祝言 能「高 砂」が披
露され厳 粛な ムード の中、 式典が進
められま した。

川本会長挨拶

関西石川県人会連合会

八月に は夏 の全国 高校野 球大会に
星稜高校 が出 場し、 第一試 合で市和
歌山と対 戦、 健闘む なしく 八対二で
敗れまし た。 しかし ながら そのすば
らしい戦 いぶ りは私 たちに 元気を与
えてくれ ました 。
この時も 三十 名弱の 県人会 の皆様
とともに 応援 するこ とがで きました 。
また、九 月二 十五日 には金 沢駅前
にありま す「 ホテル 金沢」 におきま
して開催 され た「第 十五回 全国石川
県人会連 合会 金沢大 会」に 、本会か
ら百名を 超え る会員 の皆様 にご参加
頂いたと ころで す。
今後も様 々な 事業に 工夫を 凝らし 、
団結を深 め、 引き続 きふる さと石川
の応援団 とし て盛り 上げて いきたい
と考えております。かわらぬご支援、
ご協力を お願 い申し 上げま して、年
頭のご挨 拶とさ せてい ただ きます。

県人会だより
関西松任会がががが総会・・・・
懇親会をををを開催
昨年七月 二日 、大阪 市中央 区「大
阪ビジネ スパ ーク」 内のパ ノラマス
カイレ ストラ
ンアサ ヒにお
いて、 関西松
任会の 総会・
懇親会 が開催
されまし た。
地元白 山市
からは 山田憲
昭市長 が出席
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会長 澤井 幸造
新年あけましておめでとうござ
います。
関西石川 県人 会連合 会の皆 様方に
はお元気 で新 年をお 迎えの ことと心
からお慶 び申し 上げま す。
昨年は、 北陸 新幹線 の金沢 ・東京
間開業後 二年 目の年 となり ましたが 、
観光客の 入り 込みに つきま しては、
兼六園の 入園 者数や 県内の 主要温泉
地の宿泊 客数 が、昨 年と同 様に開業
前を大き く上 回り順 調に推 移したと
お聞きし ており ます。
また、 八月 にブラ ジルで 開催され
ましたリ オデ ジャネ イロオ リンピッ
クでは、 石川 県出身 の選手 三名が見
事な成績 を収め られま した 。
レスリング女子の津幡町出身川
井梨紗子 選手 が金、 柔道女 子金沢市
出身の松 本薫 選手が 銅、競 泳男子の
能美市出 身の 小堀勇 気選手 が銅メダ
ルを獲得 され ました 。同じ 石川県人
として大 変誇 らしく 、私達 に大きな
夢と感動 を与え てくれ まし た。
一方、本 会の 事業も 創意工 夫をし
ながら進 めさせ て頂き まし た。
六月十八 日に 都島区 の太閤 園で開
催しまし た第 四十六 回定例 総会では
アトラク ショ ンに鶴 来町出 身で第四
十八回日 本レ コード 大賞新 人賞を受
賞した「 山本 あき」 さんに ご出演い
ただきま した。

鶴来会長
鶴来会長挨拶
会長挨拶

関西羽咋会がががが総会をををを開催
昨年十一 月五 日、新 大阪ワ シント
ンプラザ ホテ ルにお いて、 羽咋市か
ら、山辺羽咋市長、大塚市議会議長、
久保商工 会会 長ほか 、多数 のご来賓
にご出席 いた だき、 第二回 関西羽咋
会の総会 が開催 されま した 。
第一部の 総会に 続き行 われ た第二
部のプ レ
ゼンテ ー
ション で
は、特 別
ゲスト に
お迎え し
た藤村 洋
子さん に
よる、 歌
と生け 花
が披露 さ
れました 。
また、懇 親会 では会 員によ るカラ
オケ大会 が開 催され たほか 、地元特
産品がも らえ る抽選 会が行 われ、会
場は歓喜 にあふ れてい まし た。

関西珠洲会がががが総会をををを開催

介が行わ れまし た。
懇親会で は奈 良の春 日大社 で十一
月十一日 から 十三日 にかけ て行われ
る式年造 替万 燈会に 飯田町 の燈籠山
が参加す るこ とが報 告され たほか、
もっと知 りた い珠洲 市・能 登町クイ
ズで盛り 上が りまし た。近 況の報告
や昔話が 尽き ない中 、最後 に参加者
全員で 、
「能登未練」を合唱し閉会し
ました。

大阪輪島会がががが総会をををを開催
昨年十一 月六 日、大 阪マリ オット
都ホテル （ア ベノハ ルカス 二十階）
において 、平 成二十 八年度 の総会・
懇親会が 開催さ れまし た。
兵庫会長からは、「昨年は北陸新幹
線の金沢 開業 やＮＨ Ｋの朝 の連続ド
ラマ「ま れ」 の放映 により 輪島へも
多くの観 光客に お越し いた だいた。
本日の本 総会 ではア ベノハ ルカス二
十階から の大 阪市内 の眺望 ・夜景を
お楽しみ頂きたい」との挨拶があり、
続いて、 梶輪 島市長 、森輪 島市議会
議長が挨 拶、 東京輪 島会、 東海輪島

会からも 会長 が駆け つけ祝 辞を述べ
ました。

続く懇親 会で は松田 有生マ ジシャ
ンによる 手品 が披露 され、 会員も参
加しての マジ ックに 会場も 大変盛り
上がりま した。

関西鶴来会会会会がががが総会をををを開催

昨年十一 月十 二日、 大阪ガ ーデン
パレスに おい て、関 西鶴来 会（よる

まい会） の定 例総会 、懇親 会が行わ
れました 。
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能親会がががが「「「「七十周年記念総会
をををを開催
昨年十月 二十 六日、 故人を 偲ぶ法
要が服部 霊園 におい て厳か に営まれ
ました。
昭和二十 二年一 月十八 日 会員十
二名 に大 阪能親 会が発 足 してから 、
今年で創 立七 十周年 を迎え る事がで
きまし
た。こ
れも能
親会の
先人の
皆様の
ご努力
のおか
げであ
ります 。
碑に
刻まれ
た「俱
会一處」 の文 字を見 ますと 先人の活
躍が偲ば れます 。
料亭「芝 苑」 に於い て毎月 の集ま
りの場が 設け られ六 十数年 になるそ
うです。
近江会長 の御 挨拶に 始まり 、思い
出を語り 大い に話に 花が咲 きました 。
これから も信 条（一 期一会 ）を大切
にしなが ら、 大阪能 親会が 発展して
いくこと を期待 します 。
昨年十一 月六 日、シ ティプ ラザ大
阪におい て、 平成二 十八年 度の総会
が開催さ れまし た。
地元珠洲 市か らは、 泉谷市 長、商
工会議所 ・副 会頭の 重政氏 からご祝
辞をいた だき ました 。その 後、議案
を審議す ると ともに 、新入 会員の紹

浅ヶ谷会長挨拶
浅ヶ谷会長挨拶

兵庫会長挨拶

全員でふるさとを合唱

松島会長挨拶

)

(

来賓の井 田白 山市副 市長、 村本副
議長の祝 辞の 後、総 会では 今後も会
員の減少 が心 配され ること から、白
山会や松 任会 との合 同も検 討してい
くことが 了承さ れまし た。
続く懇親 会で は全員 にもれ なく景
品が準備 され たビン ゴゲー ムが行わ
れ、最後 に「 ふるさ と」を 合唱して
終了しま した。

関西だよりりりり

の宿泊先 を訪れ 、激励 しま した。

奈良のののの春日大社にににに珠洲市
燈籠山がががが参加
十一月十一日、珠洲の燈籠山が二
十年に一 度の 奈良春 日大社 、本殿修
繕「式年 造替 」の奉 祝行事 に参加、

巨大な燈 籠が 参拝客 や観光 客を驚か
せました 。
関西珠洲 会の 坂本会 長ほか 、珠洲
会のメン バー や参拝 客も曳 き手とし
て参加、 燈籠 山の巨 体が回 転する際
には大き な歓声 があが りま した。

ウェスティンホテル大阪でででで
観 光 特 使 とととと 県 人 会 と の 交 流 会
をををを開催
十一月十 八日 、ウェ スティ ンホテ
ル大阪に おい て、関 西石川 県人会・
観光特 使
合同交 流
会が開 催
されま し
た。
観光戦
略 推 進
部・良 澤
次長か ら

県の観光 プラ ン２０ １６に ついての
説明の後 、観 光特使 の秋川 雅信様か
ら活動報 告がな されま した 。
また、交 流会 では澤 井幸造 会長の
発声によ り乾 杯、ア トラク ションで
は金沢出身の男性歌手「水田たけし」
さんによ るお 話と歌 謡ショ ーが行わ
れました 。
なお、ウ ェス ティン ホテル 能川総
支配人の ご配 慮によ り、メ ニューに
は石川県 の食 材を使 った料 理が出さ
れ、参加 者一 同、な つかし い故郷の
味に舌鼓 をうち ました 。

中能登町料理飲食組合
がががが大阪市内でででで研修

十一月二 十八日 、中能 登町 料理飲
食組合（ 会長 古玉 栄治） の一行十
三人は中能登町が商品化を進める
「中能登御膳」のメニューに、近年、
農作物へ の被 害が増 加して いる「い
のしし肉 」を 取り入 れた一 品を開発
するため、大阪能登互助会 役員（友
愛会会長 ）の 松生邦 義氏の 紹介によ
り大阪 東
心斎橋 に
ある季 節
料 理 店
「よし だ
屋」にて、
店主の 安
土保夫 氏
よりイ ノ
シシ肉 の
部位毎 に

適した調 理方 法の指 導を受 けました 。

一行は 研修 終了後 すま し仕立て
のだし汁 にて 調理し たイノ シシ肉を
堪能しま した。

航 空 学 園 高 校 がががが花 園 ララララ
クビー場場場場にににに出場

今年度も 圧倒 的な強 さで県 予選を
勝ち抜い た航 空石川 が、十 二月二十
七日から 東大 阪市の 花園ラ クビー場
で開催さ れた 全国大 会に出 場しまし
た。二十 八日 に行わ れた岡 山県代表
の玉島高 校と の試合 では、 九十三対
五で圧勝 。県 人会か らは十 名の応援
団を結成 しス タンド から声 援を送り
ました。 なお 、試合 に先立 ち澤井県
人会会長 並び に兵庫 関西輪 島会会長
が選手が 宿泊 する奈 良ロイ ヤルホテ
ルに駆け つけ 選手を 激励し ました。
選手代表 の藤 巻主将 は、ベ スト四を
目標に全 力を 尽くし ますと と力強く
宣言して いまし た。

大阪能友会
百百百百一年のののの歴史にににに幕幕幕幕

中能登町 出身 の大阪 在住者 でつく
る「大阪 能友 会」が 百一年 の歴史に
幕をおろ しまし た。
一青出身 の初 代会長 、細川 仙之助
氏が十歳 で大 阪の商 家に奉 公した後 、
豆腐屋を 開店 、以後 、町出 身の若者
を大阪に 呼び 、資金 面での 支援を行
ってきま した。
会員の減 少や 高齢化 により 、この
度、終止符を打つこととなりました。
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星星星星稜稜稜稜高校惜しくも初戦敗退
第九十八 回全国 高校野 球選 手権大
会第四日 の、 八月十 日、甲 子園球場
で一回
戦四試
合が行
われ、
三試合
目に登
場した
星稜高
校は市
和歌山
に序盤
と終盤に 得点 され、 序盤に 反発力を
見せまし たが 、中盤 以降の 好機をも
のにでき ず、 善戦む なしく 二対八で
敗れまし た。
県人会は 三十 名から なる応 援団を
結成、プ ラカ ードを 持って の熱い応
援に、警 備員 から注 意をう ける一幕
も（プラ カード は禁止 との こと）。
なお、試 合に先 立ち、 澤井 県人会
連合会会 長、 辻口副 会長、 篠原北國
銀行大阪 副支 店長が 星稜高 校ナイン

良澤次長プレゼン
良澤次長プレゼン

日本海側 のク ルーズ 拠点港 を目指し
てまいり ます。
本格的な 人口 減少時 代を迎 え、地
方創生へ の取 り組み が課題 となる中 、
本県への 移住 ・定住 の促進 を図るた
め、昨年 四月 に「い しかわ 就職・定
住総合サポートセンター（ＩＬＡ
Ｃ）」を開設しました。本県企業の魅
力を発信 し、 県内就 職の促 進につな
げ、本県 の活 力向上 を図っ ていきた
いと考え てい ます。 さらに は、子育
て環境の 充実 にも取 り組ん でまいり
たいと考 えてい ます。
県人会の 皆様 には、 是非、 里帰り
も兼ねて ふる さと石 川にお 越しいた
だき、そ の魅 力を心 ゆくま でご堪能
いただく とと もに、 今後と も石川の
応援団と して 変わら ぬご支 援、ご協
力を賜り ます ようよ ろしく お願い申
し上げま す。
最後に、 県人 会の皆 様にと りまし
て、この 一年 が希望 に満ち た輝かし
い年とな りま すとと もに、 県人会の
ますます のご 発展を 心より 祈念申し
上げまし て、 年頭の ご挨拶 といたし
ます。

県内だより
全国石川県人会連合会金
沢大会のののの参加をををを終終終終えて
関西石川県人会連合会
会長 澤井 幸造
結成六十周 年第 十五 回全 国石川 県
人会連合 会「 金沢大 会」が 、盛大に

開催され まし たこと を心よ りお慶び
申し上げ ます。
私達、関 西よ り事務 局の皆 様方の
手厚い配 慮を 賜り、 百余名 の団体に
て一泊二 日の 旅行を 企画を 致し参加
させて頂 きま した。 一日目 、金沢の
奥座敷、 湯涌 温泉「 かなや 」に於い
て懇親を 深め 、翌朝 、金沢 城公園、
玉泉院丸 庭園を 見学し まし た。
大会では全 国各 地か らの 県人の 皆
様と交流 がで きまし たこと は喜びに
堪えませ ん。

また、県 人同 士が、 郷土の 発展と
人材育成 に協 力支援 してい く旨の大
会決議が なさ れ、参 加者一 同、故郷
への思い を新 たに致 したと ころでご
ざいます 。
微力でご ざい ますが 、関西 石川県
人会に於 いて も勠力 一心に て力を注
ぐ所存で ござい ます。
結びにな りま すが、 本大会 開催に
向け昨年 より ご尽力 賜りま した東京
石川県人 会皆 様のご 健勝ご 多幸を祈
念致し、 皆様 に感謝 申し上 げ、ご挨
拶に代え させて 頂きま す。

北陸新幹線にににに山形から直直直直
通運転

十一月の 七、 八日の 二日間 、ＪＲ
仙台駅と 金沢 駅を乗 り換え なしの直
通で結ぶ 臨時 列車が 運行さ れました 。
通常大宮 駅で 乗り換 えが必 要とな
るが、今 回は 直通運 行とあ って、好
評を博し 予約 は早期 に売り 切れとな
りました 。

北陸新幹線・・・・小浜――――京都でででで
正式決定

敦賀以西 の新 幹線ル ートに ついて
は、米原 案を 推す石 川県議 会や滋賀
県、舞鶴 経由 を推す 京都府 、小浜を
経由して京都・大阪案を推す富山県、
福井県、 関西 連合と で意見 が分かれ
ていたま した が、中 京圏と のアクセ
スにも配 慮す る方向 性で、 一日も早
い全線整 備に 向け三 県が足 並みをそ
ろえるこ ととな りまし た。

志賀町のころ柿柿柿柿
大阪市場でででで十万円

地理的表 示保 護制度 （ＧＩ ）に登
録された 「能 登志賀 ころ柿 」が大阪
市中央卸 売市 場本場 での初 セリで、
一キロ入 り一 ケース が最高 価格十万
円で取引 され ました 。志賀 町のころ
柿はあめ 色で 高級感 があり 評価は高
いく、六 割程 度は海 外に輸 出されて
いるとの ことで す。
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知事年頭のののの挨拶
あけま してお め
でとう ござい ます 。
県人会 の皆様 には 、
晴れや かな新 年を
お迎え のこと とお
慶び申 し上げ ます 。
また、昨 年九 月、全 国石川 県人会
連合会大 会が 五年ぶ りに県 内で開催
されまし た。 全国各 地はも とより、
海外から も多 数の県 人会の 皆様にご
参加いた だき 、心よ り感謝 申し上げ
ます。
昨年は 北陸 新幹線 の金沢 開業効果
が持続し た一 年でし た。多 くの観光
客が県内 各地 を訪れ るほか 、東北か
らの観光客の増加や県外企業の支
店・営業 所設 置など 、想定 を超える
効果が各 方面に 現れて いま す。
こうした 中、 北陸新 幹線の 金沢・
敦賀間に つい ては、 平成三 十四年度
末の開業 に向 けて整 備が進 んでおり
ます。敦 賀以 西につ いても 、小浜・
京都ルー トに 決定し たとこ ろであり 、
平成四十 二年 度末の 北海道 新幹線札
幌開業前 まで の大阪 までの 全線整備
及び中京 圏と のアク セス確 保に向け 、
沿線各県 と連 携して 取り組 んでまい
ります。
金沢港に つい ては、 新幹線 とクル
ーズを組 み合 わせた 「レー ル＆クル
ーズ」を 追い 風に、 クルー ズ船の寄
港数が大 幅に 増加し ていま す。今後
とも、クルーズ船の誘致に取り組み、

澤井会長挨拶
澤井会長挨拶

大会（

）

湯涌温泉（かなや旅館）

大裕鋼業株式会社

公園・玉泉院丸庭園

９月２４日（土）から２５日（日）にかけて、第１５回全国石川県人会連合会金沢大会に参加するため、関西
石川県人会連合会 総勢９７名でバス旅行を実施しました。大阪城公園駅を出発し、初日は、福井県の一乗
谷朝倉氏遺跡を見学、加賀市の月うさぎの里で昼食を食べ、中谷宇吉郎雪の科学館などを見学して、湯涌
温泉「かなや旅館」に宿泊し、親睦を深めました。翌日は、平成２７年３月にオープンした玉泉院丸庭園を散
策したのち、全国大会に参加しました。

辻口氏による万歳三唱『石川アイ（愛）』

山本あきさんがお祝いに
駆けつけてくれました。

全国石川県人会連合会会長感謝状授与された皆様

石川県知事表彰を受賞された皆様

一乗谷朝倉氏遺跡

大阪出発
添乗ボランティアで参加してくれた川端さん

平成 28 年度県人会・同窓会等開催状況
（６月以降）
6月 26日
7月 2日
7月 2日
9月 25日
10月 2日
10月3∼4日
10月 15日
10月 21日
10月 29日

羽咋工業高校同窓会
神戸あすなろ会同窓会
関西松任会総会
全国石川県人会金沢大会
京都県人のつどい
加賀浴友会懇親会・総会
羽咋高等学校同窓会・総会
石川県人祭
門前高校同窓会

11月 6日
11月 5日
11月 6日
11月12日
1月13日
1月19日
1月22日
1月24日
1月28日
2月 4日

関西珠洲会総会
小松工業高等学校同窓会
大阪輪島会総会
関西鶴来会総会
能登互助会新年会
関西石川県人会新年会
金商菫台新年会
加賀浴友会新年会
京都県人会新年会
東大阪県人会新年会
2

月4日

東大阪県人会新年会

関西石川県人会連合会 （設立：昭和 37 年 11 月 18 日）（団体会員 29 団体、1,303 名、個人会員

51 名)

会長 澤井幸造（平成 25 年 6 月 15 日就任）

大阪能登互助会 （設立：昭和 27 年 5 月 24 日）（11 団体、130 名）
会長

西村正勝

①親友会
②能親会
③友愛会
④浴進会
⑤御祖会

(17)
(18)
( 8)
(12)
(27)

その他

⑥柳和会
(10)
⑦良川会
(10)
⑧黒氏会
( 9)
⑨能登部睦会( 9)
⑩朋友会
( 5)
⑪親盛会
( 5)

大阪ふるさと会( 4)
春

友

会( 5)

花

友

会( 4)

協

和

会(10)

一 青 能 親 会( 6)

加 賀 浴 友 会 （設立：昭和 24 年 1 月 18 日）（8 団体、84 名）
会長

中松勝彦

単 独 組 織 系 （10 団体、1,089 名）
①関 西 鶴 来 会
( 50)
②大 阪 白 山 会
( 40)
③関 西 松 任 会
(120)
④大 阪 穴 水 会
( 77)
⑤あすなろ会(神戸石川県人会)(86)
⑥八尾石川県人会
( 26)
⑦東大阪石川県人会 (348)
⑧南大阪県人会
( 42)
⑨大阪市石川県人会 (170）
⑩北大阪石川県人会 (130)

個

人

会

員 (51 名)

①大
②加
③小
④諏
⑤柴
⑥向
⑦大
⑧加

阪 北 友 会
賀 親 友 会
松 銀 窓 会
訪
会
山 親 友 会
友
会
阪 日 末 会
賀 浴 親 会

(22)
(15)
(16)
(13)
( 3)
( 8)
( 4)
( 3)

その他団体
関西ふるさと山中会 (110)
大阪輪島会
(110)
関西野々市会
( 12)
大阪理容石川県人会 ( 25)
関西羽咋会
( 60)
関西珠洲会
( 40)
京都石川県人会（約 210 名）
（設立：平成８年６月）
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