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新幹線で行く花巻祭りと世界遺産中尊寺・毛越寺 3日間の旅 

日 次 行           程 備 考 

09/10 

（土） 

鴻巣駅〉〉〉＜高崎線＞〉〉〉大宮駅〉〉〉＜はやて 213＞〉〉〉一関駅＝＝＝平泉中尊寺(参拝・昼食)＝＝＝毛越寺(参拝)＝＝＝ 

7:36発 8:01着 8:22発 10:29着 11:00～13:30 13:40～14:00 

 

 
平泉前沢 I/C＝＝＝＝花巻南 I/C＝＝＝＝宮沢賢治記念館(見学)＝＝＝＝花巻温泉＜泊＞ 

15:00～15:40 16:00 

 

 
  

09/11 

（日） 

花巻温泉＝＝＝＝花巻 I/C＝＝＝＝釜石道経由＝＝＝＝大船渡・道の駅さんりく(被災地支援)＝＝＝＝花巻市(昼食)＝＝＝＝ 

7:40 10:10～11:00 13:30～14:15 

 

 
花巻祭り見学＝＝＝＝花巻南 I/C＝＝＝＝盛岡 I/C＝＝＝＝つなぎ温泉＜泊＞ 

14:30～16:00 17：00 

 

   

09/12 

（月） 

つなぎ温泉＝＝＝＝角館(散策)＝＝＝＝田沢湖(昼食)＝＝＝＝小岩井農場(見学)＝＝＝＝盛岡駅〉〉〉＜はやて 220＞〉〉〉大宮駅 

9:00 10:20～12:00 12:40～13:40 14:00～15:00 16:00発 18:42着 

 

 
〉〉〉＜高崎線＞〉〉〉鴻巣駅 

 

 

宿泊 

ホテル 

9月 10日 花 巻 温 泉  ホテル紅葉館 ☎0198-37-211 

9月 11日 つなぎ温泉 ホテル紫苑  ☎019-689-2288 
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RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 

     ロータリーに誇りを！ 
 

第 926回例会 2011年 9月 10～12日 
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加藤文男 会長 

9 月 10～12 日の 3 日間の親睦旅行「東北支

援」を何のトラブルもなく全員無事に帰ることが

できました。会員はもとより、会員の奥様方、メ

ークアップの福士様、初日の笑顔と同じ表情で

両手に土産を持って全員鴻巣駅に着くことがで

きました。 

これも一重に管理運営部門の小林玲子部門

長、親睦の加藤勉委員長の働きなしではこの 3

日間を楽しく過ごす事はできませんでした。両

委員長の旅行中、先へ先へとの目配り、気配り

があってのことだと思います。おそらく旅行と半

分は仕事と同様の感覚だったと思います。小林

部門長、加藤委員長に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

個人的に印象に残ったのは、被災地の視察中、鉄鋼「厚さ 10ｍｍ

ある H 型鋼」が折れ曲がっているのではなく引きちぎれて破断してい

るのを見たときでした。構造工学上通常では考えられ

ません。鉄鋼の強度以上に力が働けば破断するのは

当然なのですが、理論では理解したつもりで

も・・・・・・・です。部分が全体を表示するとよく言われ

ますが、あの鉄鋼の破断面を忘れることはありえませ

ん。 

 

 

 

 

新幹線で行く 東北花巻祭りと世界遺産中尊寺 3日間                石井英男 幹事 

9月 10日(土) 鴻巣駅 AM 7:20集合。大宮駅より AM 8:20発で、久しぶりに新幹線に乗りまし

たが、さすが！速さと乗り心地は最適で、大宮より仙台駅までノンストップ、快適なスタートとなりまし
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た。 

平泉中尊寺は今年、世界遺産に登録されて、観光客

人の波がものすごかったですし、金色堂は見る価値があ

りました。世界遺産にふさわしい、手入れが良かったで

す。 

バスにて、宮沢賢治記念館を見学したあと、花巻温泉

に宿泊、楽しい夜のひと時…！ 

 9 月 11 日(日) バスで 2 時間 東日本大震災（被災地

支援のため）、大船渡と陸前高田に行った瞬間、あ・・・と、

テレビで見ていた風景に 今、自分自身がこの場所に立

っている驚き！ 津波の天災に、地元住民の方々に対し

て 心の悲しみ・切なさ・辛さが有るなかで、岩手県民の

皆様は、がんばろう岩手（東日本）をスローガンに、元気

を出しているのを見て感動し、一日も早く復興することを

願う気持ちでいっぱいです。 

その後の花巻祭りは、県民 1人 1人が力を合わせて、

元気を出して盛り上げている祭りに見えました。 

 9月 12日は秋田県に、バスにて角館 さくらの名所と田

沢湖を見学してから、新幹線にて大宮駅に。思い出のお

土産を心に大詰めし、全員が楽しく・無事に帰ってきまし

た事、幹事としてありがたく感謝します。 

親睦旅行を振り返る 

宮城 仁 会員 

その 1．会員旅行について 

 思えば去る夢 18 年前、会員旅行は「お祭り中心に全国

の旅をしよう」時の会長津田パストの提唱により私たちは

今に至っております。改革と歴史は後になって花を咲か

すと言われます。まさに 18年の歳月を振り返ってみますと、

毎年どこか祭りのある年を訪ね、その町の思い出や歴史

が語り継がれて参りました。会員旅行だから楽しく思いで

も数々、年をとると共に全国を知り、本当に良い旅行をし

ていると痛感します。長生きは旅の心と人生観！！ 

その 2．権力の象徴と藤原氏 

東北の中央部北上川畔に（西暦 1,100 年）藤原氏 3 代

は、京都の都を真似、権力の象徴ともいえる中尊寺を建

立し、10 万人の民衆と都市国家を築いていた。壮大な権

力を駆使し、政治を行っていたことがうかがわれます。封

建制度とはいえ、藤原氏はどの様にして一国の主になっ

たのでしょうか。自分がもしこの国を支配するとしたら…夢の夢…ロマンは多く 
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その 3．東北の震災地と私 

千年に一度といわれる東北の震災、報道では度々見たが現実の

姿は想像を絶する。自然の災害の大きさ、誰もが止められない災害、

一瞬にして、財産、人命、家屋、地形を無にしてしまう。私も皆さんも

感じたことと思いますが、自分がこの位置にいたらどうしたか…答えが

出ません。 

多くの被災者がいまだにどうしたらよいのか、途方に暮れています。

私達が出来ることは何なのか、深く掘り下げて考える必要がある。日

本国民として、人として、経済、政治を通じ、いかなることも助け合う幇

助の精神、言葉だけで無く何かをしよう！！皆さん。 

親睦旅行に参加して 

小畑正勝 会員 

9 月 10 日妻に北本駅まで送ってもらい、7 時 30 分発車に乗り込み

ました。会員の皆さん・奥様にご挨拶を済ませると旅行気分に清々しさ

が漲って、旅行の楽しい実感をさせてくれました。大宮駅からの新幹

線の車中は、あちらこちらで話の花が咲き 2 時間で一ノ関駅に到着で

す。世界遺産の平泉中尊寺金色堂は、何年か前に来た水曜 RC の親

睦旅行の時より見学者が多くて驚きでした。 

二日目は 7時 40分に花巻温泉を出発し、震災のあった大船渡「道の駅さんりく」へ被災地支援・

買い物ツアーに出かけました。今回、親クラブ鴻巣 RC の岩手県出身福士さんが、従兄弟の方とこ

の「道の駅さんりく」でお逢いし、涙ながら無事を喜んでおりました。陸前高田市までバスで入り海岸

近くまで行き、被災規模の大きさに心痛みました。今まで以上のロータリー支援活動を思いました。 
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花巻市の花巻祭り見学は、組織を商工会員・ロ

ータリーアンが祭り運営しており、写真撮影・名刺

交換・バナー交換をして交流を深めました。 

三日目は 9 時につなぎ温泉を出発し、角館散

策・田沢湖昼食・小岩井牧場を見学して、盛岡か

ら「はやて」220 号に乗車、約 3 時間で大宮駅に

到着し、高崎線鴻巣へ向かい帰途に着きました。

三日間皆様にお世話に成りありがとうございまし

た。 

親睦旅行に参加して 

寺澤銀三 会員 

南北に連なる奥羽山脈のふもと、自然豊かな線の

山々、右に左に断崖絶壁、天下の剣、谷の底を流れる小

川といっしょに我ら、ビール片手にお年も忘れて大はしゃ

ぎ。ロータリーの一番の楽しみは親睦旅行でしょう。親子

兄弟以上のお付き合い、気心の知れた仲かと思います。 

 月日の経つのは早いもの、井上年度の奄美・徳之島旅

行から一年が過ぎたんですね。さて、今回の旅行は東北

です。以前の竹内年度、私が親睦委員長の時と重複す

る見学場所もあろうかと思いますが、災害地を選んだの

は、皆さんに見てもらうためです。物見遊山ではありま

せん、津波の恐ろしさ想像以上、神のたたりかと思うほ

ど言葉になりません。息もつまり涙が出るばかり。長年

苦労して築いた財産、尊い人の命、一瞬に奪い去るこ

んなむごい。平和国家としてきたものが、これが地震国。

正に日本の現実です。現地の方の何分の一でもこの悲

しみを分かち合い後世に残すためにもこの災害を加藤

会長、加藤親睦委員長が企画したものでしょう。日本国

に住んでいる以上逃れられない宿命かもね。その為に

も準備と、ある程度の覚悟も、酷かも知りませんが必要

かと思いました。昔から日本人は農耕民族として助け合

ってきたのです。一刻も早く政府と国民が協力して楽し

い家庭に戻れるようにすべきでしょう。昔から農耕民族と

して助け合ってきたのです。 

さて、今度は私の商売柄観光ホテルについて話して

みたいと思います。いくら不景気かもしれませんがこの

低料金では可哀そうな気がします。引くに引けない業界

一般の事情があるのでしょうね。これも時代の流れかも

ね。万が一業界はじめこのホテルも商売やめたら一番
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困るのは私たちでしょう。旅行を楽しみに温泉に

つかり、中高年にとっては楽しみの一つです。昔

の湯治場から始まり、栄えたものなんですね。これ

も日本の文化みたいなものですね。今の世の中

一国だけの政治、経済にしろ全てが世界全体とし

てとらえ、その中にわが日本があるということでしょ

う。過去は過去、それにこだわっていると前進があ

りません。ということで今日の旅行は有意義で楽し

い旅でありました。角館、中尊寺、田沢湖も二、三

回行っていますので何かの機会に話してみたいと

思います。 

加藤会長、親睦委員長本当にお世話になり厚

くお礼申しあげます。 

親睦旅行に参加して 

小林玲子 会員 

小林の故郷が津軽で、帰省の時に盛岡はいつ

も通過していたので世界遺産になった中尊寺に

行くのはとても楽しみでした。新幹線では奥様方 5

人と私女性 6 人で対面にして行きました。津田奥

様に津田会員との出会いをお尋ねしたら、脱サラ、

新婚時代、子育てと話をして下さいました。話の

途中で一関、楽しいときは早く過ぎます。 

中尊寺金色堂の拝観は時代背景の重さを感じ

ました。毛越寺では、たくさん咲いている萩の花の

中で、歩きながら一句歌い、楽しく心豊かになりま

した。 

宮沢賢治記念館では加藤夫人と外にでて、ま

さに森林浴でした。 
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花巻温泉に着いてゆっくり温泉に入り、宴会、カラオケ。

会員皆様の返杯、うかつにもみな飲んでしまったようです。

朝、目覚めたら枕元にお水がありました。加藤奥様が用意

してくださいました。有難うございました。 

2 日目、大船渡を過ぎて、陸前高田市の海岸沿いに運

転手さんが車をとめて下さいました。私はバスを降りたまま

で、胸が詰まり、海の方へ歩いて行けませんでした。運転

手さんが、「道路沿いにパチンコ屋、スーパーもあったけ

れど今は何もない。ここは 1ｍ位地盤沈下して向こうに見

える山をけずって埋めないと復興は出来ないのでは～」と

言ったのを聞いた時、何てむごい事、復興はいつになる

かと心重く実感しました。 

花巻祭りでは、山車のなかで、お稚児さんの行列はとて

も可愛かったです。民謡の行列は数々のチームが揃いの

浴衣で、大勢の女性の参加には驚きました。新人が踊れ

るように市の協力で練習日があると聞きました。沿道で新

花巻音頭に合わせてハーモニカを吹いているお婆ちゃん

がいました。ハーモニ

カの音色に耳を傾け

てしまいました。山車と

民謡行列の見物でし

たが、花巻祭りは小さ

い子からお年寄りまで

の市民大勢の参加と

思いました。 

二泊目のつなぎ温

泉の宴会では加藤親

睦委員長から司会を仰せつか

りました。奥様方、カラオケの

選曲ご協力有難うございまし

た。 

今回の旅行では、会員皆様

奥様方、色々お世話になりま

した。楽しい思い出がたくさん

できました。有難うございま

す。 

加藤親睦委員長、今回の旅行の計画を立てて頂き本当に感謝致します。 
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親睦旅行に参加して 

松本安永 会員 

9月 10日いつもより早い 5時 20分に目覚まし

を合わせ起床、いつもの通り朝風呂に入り、ゆっ

くりと朝食を取り万全の態勢で鴻巣駅に、集合

時間 10 分前の 7 時 10 分頃、妻に送ってもらい

ました。宮城ご夫妻と一緒の到着でしたがあと一

人を残し、皆さん既に集合していたのには驚き

でした。鴻巣出発から大宮で「はやて」に乗り換

え、いよいよ旅行態勢に入り、まずはビールを１

缶、約 2時間のうちに 3缶を飲み干し一関下車。

観光コースを移動する車中ではいつも飲料を、

観光地ではいつもカメラを片手に旅行の開放

感を堪能していました。花巻温泉「ホテル紅葉

館」に到着し早速浴衣に着替え、まずは温泉を

頂きました。その後大宴会、いつもなら二度目

の温泉のところ、盛り上がったまま会長の部屋

で二次会、特に普段疎遠になりがちな F さんと

T さんとに、調子に乗せられ自分の部屋にどの

ように戻ったのか記憶のないまま二日目の朝。 

二日目も 5時 20分の目覚ましで一度は起きま

したが、うかつにも二度寝をしてしまい、急いで朝

風呂と朝食を取り、出発に間に合いました。そこ

までは特に普段の調子と変わらないと思っていま

したが、バスが走り始めてからいつもと違うと感じ

始めました。バスに揺られながら 35 年ぶりのこの

悪感、まさかの二日酔いとバス酔い。それでも大

船渡「道の駅さんりく」では精一杯の買い物をし、

自宅に宅配の手続きをしました。大好きなイカの

くちばし（いかトンビ）も買ってバスの中でのつま

みにしていました。また、陸前高田市の海岸までしっか

りと歩いて、未だ手のつけようのない現場に立ちまし

た。 

その後の、花巻での昼食と出されたビールはほとん

ど手をつけることができず、この時点が最悪のダブル

酔いだったのかも。本来のメインプログラムの花巻祭り

見学は不本意ながらバスで休んでいました。ただし、い

つも片手にしているカメラだけは小林会員に預け、多く

の写真を残して頂きました。つなぎ温泉「ホテル紫苑」

到着後、いつもの通り浴衣に着替え温泉をいただき、
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大宴会に臨みました。いくらか抑え気味に呑んでい

る自分がそこにいました。それでも宴会場で残った

焼酎を持ち込み、さらに新たに焼酎とつまみを頼ん

で会長の部屋でFさんTさんと共に二次会で呑んで

いました。12 時前に解散し、この日は二度目の温泉

を堪能致しました。三日目の朝、6 時半にはさわや

かに起床し 3度目の温泉（男湯と女湯が入れ替わっ

ていました）を頂きました。部屋に戻っても、同室の

小畑さんは寝不足のようで、前夜 F さんの独唱だっ

たのか私との合唱だったのかは判りませんが二人と

もまだお休みでした。ヨーグルトやフルーツのおかわ

りなど取りながら、ゆっくりとバイキングの朝食を頂き

ました。その後集合写真を撮り、カメラ片手にホテル

を出発。角館では「とき」の奥さんにコーヒーをごちそ

うになり、田沢湖では「うぐい」でしょうか（クニマスで

はないでしょう）、餌をまくと沢山の魚が寄っていたの

がとても癒され、小岩井牧場では「ときさん」にアイス

クリームをごちそうになりました。 

盛岡からは「はやて」に乗り約 3 時間で大宮駅到

着、高崎線に乗り換え鴻巣へ。思い返せばあっとい

う間の 3 日間でした。今回失態がありましたが、皆様

に大変お世話に成りありがとうございました。 
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親睦・家族委員長 加藤 勉 会員 

水曜クラブ恒例の親睦旅行、日本の祭りシリーズ、今年度は 3 月 11 日に発生した、未曾有の大

震災の被災地に何かお手伝いできないものか考え東北地方の祭りを計画しました。岩手県花巻祭

り、また今年世界遺産に選ばれた、中尊寺の金色堂、毛越寺の庭園見学、そして被災地支援をさ

せて頂き少しでもお役にたてればと思っております。 

旅行一日目は皆様期待を持っての出発、集合

時間より早くの集まりで予定より早い電車でのス

タートでした。大宮より新幹線に乗り換え早速ビ

ールの栓を抜き旅行気分も絶好調、そんな中で

いつも先頭に立って盛り上げる宮城会員の様子

が元気なくアルコールをセーブしているとの事で

いつもの調子が出ないまま新幹線はあっという間

に一関に到着し、チャーターしたバスに乗り換え

美人とはいえない元気のいいガイドさんの案内

で一日目の観光地、世界遺産の中尊寺のお参り

し、光り輝く金色堂、世界遺産の輝きは以前見

学したときより一段と光輝いていたように思われ

ました。 

その後国の特別史跡、平安時代の優美な浄

土庭園毛越寺での参拝、庭園を見学、バスに戻

り次の宮沢賢治記念館では賢治の生い立ち、

詩集の原文など見学し、一路一泊目の宿泊地

花巻温泉へ、遅れての参加の井上直前会長も

到着し、それぞれ温泉に入り一休みし、お楽し

みの宴会の始まり。初めに加藤会長の挨拶、津

田パストガバナーの挨拶と乾杯で宴会がスター

ト、アルコールをセーブしていた宮城会員も尿

管結石がビールと共に流れ絶好調に変身、カラ

オケ、ダンスと大いに盛り上がりあっという間の時間も過ぎ、それぞれ自室へ。まだ飲み足りない連

中会長の部屋での二次会、他の部屋よりビールを集め焼酎つまみを注文し、会長も大酒飲みに変
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身、それにつられた松本会員、小林玲子会員も最高潮、

二人とも部屋に戻った時は意識もうろうの内就寝。 

あれだけ飲んだ小林会員は元気に、松本会員は二

日酔いで頭を抱えてのスタート。二日目は被災地支援

の買い物ツアーにバスで出発、朝も早いのでガイドさん

の案内も耳に入らずウトウトとして居るうちに大船渡に到

着、欠席会員に水揚げ直後の生サンマの土産を手配し、

会員それぞれ多くの土産を買いこんで店員に喜んで頂

き元気を送り気分爽快。メイキャップ参加の鴻巣ロータ

リーの福士会員の従兄弟さんとの再会に感

涙。 

運転手さんの心づかいで被災地大船渡だ

けではなく、最も被害の大きい陸前高田を経

由して頂き津波の恐ろしさを目の当たりにし、

亡くなられた被災者さんのご冥福を祈ると共に

少しでも早い復興を願うばかりです。 

花巻に戻りいよいよ本番の祭り見学花巻祭

りの会場へ、加藤会長名刺入れをどこに入れ

たか分からずやっと見つけて、花巻南ロータリ

ークラブと他の二クラブの会長さん、会員さん

花巻市長さんの出迎えを受け桟敷席へ、地元 

 

 



12 / 12 

 

の酒蔵よりお酒の差し入れを受け祭り見学。 

山車の上にねぶたを乗せた様な山車を先

頭に何組もの踊り子さんのあでやかな祭りを

堪能した後、祭り会場を後に井上直前会長帰

る為新幹線駅に送り二泊目のつなぎ温泉に

到着。小畑直前ガバナー補佐の挨拶から乾

杯、連日の宴会で呑み疲れかと思いきや、ど

こ吹く風、二日酔いも治った松本会員迎え酒

の如くハイペース、結石が流れ快調な宮城会

員を筆頭に大宴会、楽しい時間はあっという

間に過ぎ去り就寝。 

親睦旅行も最終日を迎え朝少しゆっくり目

のスタート。それぞれバイキング朝食を頂き、

雨模様の天気を気にしながら三日目の観光、

秋田の小京都角館での江戸時代の武家屋敷

の散策、バスにゆられガイドさんの名調子案

内に歌などを聞きながらウトウト、突然バスの

急停止、何があったかわからず散らばった焼

酎ビンを拾い上げ大事に保管、帰りに自分で持ち帰り自宅で梅割り焼酎を堪能。新車のバスを気

遣ったガイドさんの案内で田沢湖到着、少し雨の降る中、金色のタツコ像、田沢湖をバックに記念

撮影、田沢湖昼食場所で、きりたんぽ鍋をおいしく頂き、最後の観光小岩井農場に到着、帰りの新

幹線の時間の都合で少しの時間の中土産を買って盛岡駅に到着、美人ではなかったけど元気な

ガイドさんと別れ一路無地帰宅。 

最後に今回の親睦旅行に参加して頂いた会員、家族の皆様、メイキャップ参加の鴻巣ロータリー

の福士さん、私のお手伝いをして下さった、会長・幹事・小林玲子管理運営部門長、ツーリストコス

モスの武渕さん、有難うございました。 

 

 

 

 

 

編集後記 

編集をしながら改めて、旅行に行った時を思い起こしました。大船渡「道の駅さんりく」ではみなさ

ん沢山のお買い物をしました。被災地の早い復興を願います。 R.K. 
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