

原さんからお土産にいただい
たノロッコ号の模型︒今は︑ウ
ッドストックの森にある家の
夫 の 仕 事 部 屋 の 机 の 上 に︵ 写
真撮影 グレン・サリバン︶
゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛

百パーセント︑釧路を舞台にし

の森の住人︑小手鞠るいです︒

ニューヨーク州ウッドストック

釧路の皆さま︑こんにちは︒

カメラで撮ってね︑という意味

ださい︒とってと言ったのは︑

物は︑どうぞご自由にとってく

から︑ノロッコ号︒﹁湿原の動

くりとノロノロ走るトロッコだ

のような湿原が見えます︒ゆっ

した﹂

さしくディーゼル燃料の匂いで

ついた匂いも最高でしたよ︒ま

なぁ﹂

りますか？

﹁そうですか︑お分かりにな

た︑ピュアで切ない恋愛小説を
です﹂というアナウンスに︑そ

乗車前に鼻に

知らなかった︒結婚して年

﹁もちろん

いやぁ︑うれしい

書きたくて︑今年の９月︑釧路

│かわいくて︑
みずみずしくて︑
す︒うちの夫がそこまで熱い鉄

私はまったく知らなかったので
正里主宰︶は日から︑釧路 会は日午後５時まで︒

もたつというのに︑きょうまで︑

人や動物や鳥たち︑楽しい思い
初々しい代︑代と思しきカ
市鳥取南６のホテルマーシュ

会員の思いがこもった作品が並ぶ会場

ルミニアルバム﹁宙︵そら︶
杏゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜以
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⁝釧路市⁝

って︑ノロッコ号に乗り込みま

社の次長︑原政巳さんと落ち合

釧路駅前でＪＲ北海道釧路支

◇

緯度の場所に存在しています︒

ッドストックは︑地球上で同じ

思います︒ちなみに︑釧路とウ

声の主は︑
ほとんどが中年男女︒

ほんと〜﹂│かまびすしい歓

エゾシカの子ジカ﹂
﹁うそうそ︑

ツネだ﹂﹁違うよ︑
シカだよ︒

どこ︑いたいた︑ほんとだ︑キ

声︒﹁ああっ︑いた﹂﹁どこ

の渦のなかから立ちのぼる歓

こここで巻き起こる笑い声︒そ

てきた会話︒

をはせている私の耳に︑聞こえ

そんなラブストーリーに思い

鶴を眺めていることでしょう︒

手をつなぎ合って︑２羽の丹頂

きっと︑肩を寄せ合い︑ひしと

が︑帰りのノロッコ号の中では

隙間が㌢ばかり空いています

のあいだには︑ためらいがちな

窓に広がる美しい湿原︑鉄道を

みたいですね﹂と︑原次長︒車

らの血管がひとつにつながった

ん︒﹁この手と手を通して︑僕

ま︑互いの手を離そうとしませ

﹁さようなら﹂の握手をしたま

やってきました︒夫と原さんは

て︑原次長とのお別れのときが

ノロッコ号が塘路駅に着い

世代の会員が多く︑自由な生 ライブが月３日午後７時 幸町２の７諌日午後７時還
け 花 を そ れ ぞ れ 楽 し ん で い 分から釧路市北大通４のバー 月１日午前時︑弥生町２
の白毫寺間妻信子さん鑑長男

歳︒
までの男女が在籍︒特に若い ｏｓ︵コパボニートス︶﹂の ・のぶやす︶日死去︑

たい〜﹂を開いている︒

て〜目に見えないものを伝え

生け花研修会﹁花の力を信じ

ランドロビーで︑２０１１年

札幌を拠点に活動している

⁝根室市⁝

時︑弥生２の自宅間長男信悦
さん︒

う音と︑背中に感じる重力感︒

﹁ああ︑この︑ゴットンとい
言葉となりました︒

な笑顔とともに︑忘れられない

愛してやまない原さんの柔らか

たちの気持ちを少しでも元気 良一さんが率いる女性ツイン
堀 亨さん︵ほり・とおる︶
づけようと企画され︑人の ボーカルが特徴の７人編成バ 日死去︑歳︒花園町５の

えない花の力を信じ︑見た人

る︒今回の研修会は目には見 ﹁ブロス﹂で行われる︒

信保さん︵とみさか

？？？？？？？？？？

冨坂

けれど︑辺りをそーっと見回
まさにディーゼル機関車の醍醐
︵小説家︑ニューヨーク在住︶

「根室への思いをはせて」と
あいさつする渋谷会長

が選出された︒

その後の懇親会は︑初参加 ３３の落石会館間長男忠豊さ
となる大地みらい信用金庫釧 ん鑑孫忠彦さん貫小谷典昭さ
ん︵浜松町会長︶︒
路支店の谷川正弘支店長によ
？？？？？？？？？？
前畑 美好さん︵まえはた
る乾杯の発声でスタート︒出
・みよし︶日死去︑歳︒
席者は︑根室の地酒﹁北の勝﹂ 西浜町５の諌日午後７時
を味わいながら灯油２００㍑ 還月１日午前時分︑平
争奪のじゃんけんゲームやビ 内町４の根室別院無量寿殿間
長男克己さん貫遠藤輝宣さん
ンゴなどを楽しんでいた︒
︵道永竜命︶ ︵西浜新団町会長︶︒
⁝中標津町⁝
千枝子さん︵のぶ・ち

？？？？？？？？？？

延

北２の１諌日午後７時還

えこ︶日死去︑歳︒東
月１日午前時︑東９南１の
中央斎場ワタナベ間長男寿さ

町２の１の︶

きファミリーホール︵釧路市米

︵釧路市松浦町８の︶▽まる

取北３の９︶▽はなしのぶ会館

の︶▽飛鳥苑斎場︵釧路市鳥

いたがき式場︵釧路市桜ケ岡２

斎場︵釧路市東川町の８︶▽

の︶▽リトルサービス釧路

釧路葬儀社斎場︵釧路市白金町

会館︵釧路市花園町８の１︶▽

市花園町７の︶▽丸和堂第二

南 １ の ７ ︶▽ 丸 和 堂 会 館 ︵ 釧 路

▽ 博 善 市 民 斉 場︵ 釧 路 市 星 が 浦

堂会館︵釧路市大川町７の︶

市昭和中央３のの１︶▽清華

ベルコユアホール釧路西︵釧路

︵釧路市緑ケ岡３の１の︶▽

町の︶▽釧路シティホール

▽釧路ベルコ会館︵釧路市若草

︿葬儀場の住所﹀

施主＝鑑︑葬儀委員長＝貫

通 夜 ＝諌 ︑葬 儀 ＝還 ︑喪 主 ＝間 ︑

︿略式記号の読み方﹀

゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜

花井理事長から感謝状を受 ん貫木内節雄さん︵東中町内
会副会長︶︒
ける桑野さん︵左︶

゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛

歳で死去した妻の禮子さん
が︑桂恋保育園開園翌年から
園長に就任︑年間にわたり
同園運営の中心として活躍し
てきたことを受けて︑﹁保育
園のために役立ててと話して
いたのでその気持ちをくんだ
もの﹂と桑野さんは話してい
花井理事長は﹁とても気丈

釧路市緑ケ岡の桑野俊充さ る︒
んが日︑社会福祉法人の釧

路緑ケ岡学園福祉会︵花井紀 な人で︑桂恋保育園の運営に
明理事長︶に１００万円を寄 大変な貢献をしてもらった︒
付した︒同会ではこの善意を こ の 善 意 を 生 か し て い き た
桂恋保育園・美原保育園・こ い﹂と謝辞を述べ︑桑野さん
渡した︒

︵伊東義晃︶ ゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛

とぶき保育園の３園の運営に に同福祉会からの感謝状を手
活用する︒
今回の寄付は︑９月日に

１日午前時分︑落石東１

間妻厚子さん鑑次男硫二さん
計画案を承認した︒また︑役
貫吉田勲さん︒
員改選も行われ︑副会長に境
？？？？？？？？？？
森 信四郎さん︵もり・し
義仁さんが選出され︑幹事に
んしろう︶日死去︑歳︒
川端繁雄さんと川端英俊さん 浜松９諌日午後７時還月

会員がさまざまな花材で生け ンド︒２００７年にオリジナ ４諌日午後７時還月１日
午後２時︑弥栄町１の開法寺

？？？？？？？

岸部雄一さん︵幸町会長︶︒

保行さん︑長女志保子さん貫

けた車両︒座席と座席の仕切り
してみると﹁あっ︑
あそこにも﹂
味ですよね﹂

︵五味亜希子︶
ＡＥＤを使った心肺蘇生法
を学ぶ参加者

ボサノバギタリストの飛澤

がないので︑どこに座っていて
﹁いるいる︑ここにも︑ほら﹂

同会は︑会員企業の次世代 の状況などに触れながら︑選

度１回目の勉強会を釧路工業 毎年行っており︑技術面だけ 計画書の概要︑実現のための
技術センター︵釧路市鳥取南 ではなく経営面から人づくり 体制づくりなどを説明︒７万
７︶で開催した︒会員のほか まで幅広い分野で研さんを深 ２７８３筆に及ぶ署名活動な

︵渋谷勝司会長︶は日︑ア 早い返還を願うとともにふる

さらに船舶の大型化に対応 クア・ベールで今年度の総会 さとに思いをはせて﹂とあい

れた国際バルク戦略港湾につ 参加︒釧路市水産港湾空港部 と述べた︒
いて学んだ︒同勉強会は来年 計画・物流主幹の伴篤氏が講

さつ︒議事では︑今年計画し
この日は人が出席︒渋谷 た根室かに祭り訪問が中止さ

した港湾施設の整備のほか︑ と懇親会を開いた︒

伴氏は国際貨物の海上輸送 酪農業の経営基盤強化なども

必要になってくることを指摘 会長は﹁根室からサンマの水 れたことが報告され︑来年は
し理解を求めた︒︵髙田薫︶ 揚げが全国一といううれしい 秋に根室かに祭りの訪問かバ
た︒参加した大楽毛部会の武

た人を助けられるようにした

いる︒いざというときに倒れ

籐良子さんは﹁毎年確認して

。。。。。。。。。。。。。。。

釧路市家庭防災推進員西地 サージは早く︑強く︒次の人 い﹂と話した︒
域協議会︵本間由紀子会長︶ に代わる時も間隔を空けず︑
は日︑市西消防署で自動体 できるだけ同じ速さで﹂など
外式除細動器︵ＡＥＤ︶を使 の助言を生かしながら実行し
った救命処置講習会を行い︑
人が心肺蘇生法などを学ん
だ︒
この日は︑市消防本部警防
課の佐藤文歩主任の指導で︑
参加者が人形を使ってＡＥＤ
の使い方と胸骨圧迫︵心臓マ
ッサージ︶の仕方などを実践
した︒佐藤主任は﹁心臓マッ

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

根室出身者ら根室ゆかりの 知らせもあったが︑北方領土 ーベキュー交流会を実施する
。。。。。。。。。。。。。。。

人が出席︑釧路港が選定さ 業の社員も呼び掛けに応じて 果が選定につながった﹂など 人たちが集う﹁在釧根室会﹂ 問題は進展してない︒一日も

一般企業に勤務する市民ら約 める︒この日は会員以外の企 ど﹁市民の熱意が伝わった結

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

２月までに合わせて３回予定 演した︒
している︒

勉強会で研さんを深めた参加者たち

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

釧路地域工業振興協会︵島
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

本幸一会長︶は日夜︑今年 を担う後継者の育成を目的に 定に向けた取り組みの経緯や

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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も︑地平線まで続く緑の大海原

同社中には６歳から歳代 バンド﹁Ｃｏｐａｂｏｎｉｔ

弥生２の７の還日午前９

した︒貨物列車を改装して︑あ
もちろん私たち夫婦も︑例外で

来月３日にライブ

たたかみのある木の椅子とテー
はありません︒

・よねこ︶日死去︑歳︒

米子さん︵ながさき

？？？？？？？？？？

長崎

︵釧路市水産港湾空港部︶

▽ほくれん丸▽上組丸

▽ほくれん丸▽上組丸

降︶へ︒

︵︶３３２３︵午後７時以

わせはバーブロス０１５４

︵当日３０００円︶︒問い合

入場料は前売り２５００円

を飛ぶ感覚﹂を発売している︒
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伊゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛゛位

ブルを配し︑広々とした窓をつ

コパボニートス

︵道永竜命︶

釧路草月会小山社中︵小山 た作品を展示している︒研修

出などを紹介しながら︑
私の
﹁釧
道ファンだったとは︒

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ップルの姿︒今はまだ︑ふたり

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

路愛﹂をお届けしていきたいと

では︑そのとき釧路で出会った

を旅してきました︒このコラム
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