以前にも何度か話していま
﹃敬老祝会に思う﹄
すが︑私は瀬戸内海に浮か
本郷 隆 ぶ小さな島︵愛媛県松山市
よりフェリーで 分くらい
今年の夏は全国的に猛暑 ⁝現在の人口は江島と同じ
で︑熱中症になり病院に搬 １００人程度︶で生まれ︑
送された人も数多くいまし 小学校を卒業するまでそこ
た︒皆さんはきちんと水分 で暮らしました︒中学生に
を補給しながら健康に過ご なる春休みに女川町に転入
されたことと思います︒
し︑女川一中に入学︵転校
さて今回は︑
﹃敬老祝会﹄ ではない︶したのです︒
について感じるところを書
ですから江島には愛郷心
いてみます︒
に似た想いがあり︑毎年の
先だっての９月 日︵金︶敬老会に参加しているとい
には︑離島・江島区の敬老 うわけです︒
会に︑ 日︵月︶には午前
＊
＊
午後の２回にわたって町生
以前に書いた﹃ほんごう
涯教育センターで行われた 通信 号﹄の文章を引用し
町内地区の敬老会に出席し て︑﹁敬老祝い金は年々増
ました︒
加しています︵平成 年度
私は議員になって 年目 決算で２１３８万円︶︒そ
を迎えますが︑毎年江島区 こで将来の負担増と財政の
の敬老会に参加しています︒関係から︑ 年の９月定例
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来同様の額であって欲しい 町は 歳・ 歳とかの節目
のですが︑限られた財源の の年だけにしか支給しない
中で町全体の福祉の充実が し︑金額にしても本町より
より重要という立場からこ 少額なのです︒
の改正案に賛成しました︒
また一方で町全般の福祉
また︑敬老祝いの記念品 面に目を移すと︑本町独自
として配布している﹁赤い の施策で平成 年の 月か
会で︑敬老祝い金を半額に ︵実際は紫色︶ざぶとん﹂ ら︑それまで小学校入学前
減額することを決めました︒もかつては 歳から 歳ま までであった﹃医療費の無
歳〜 歳
でのすべての方々に５年間 料化﹄を中学校卒業時にま
１万円↓５千円
続けてお渡ししていたので で拡張しました︵約３１０
歳〜 歳
すが︑それを 歳・ 歳・ ０万円︶︒それから年配の
２万円↓１万円
歳の方々へと縮小しまし 方々に喜ばれているデマン
歳
た︒
ドタクシー・シーパル号へ
５万円↓２万５千円
ちなみに︑敬老祝い金と の補助︵約２５００万円︶
以後 歳まで年１万円ず 記念品とを合わせて︑ 年 や︑圏域で最も安い保育所
つ の 増 額 が ５ 千 円 ず つ に 度決算は約１４４０万円と 費︵石巻市の２分の１から
減少しましたが︑ 年度予 ３分の１程度︶や︑県内で
歳時 万円↓５万円
１００歳以上︵毎年︶
算では約１９７０万円と︑ 一番安い水道料金など︑細
半額支給前に近づきつつあ やかで幅広い施策を行って
万円↓ ７万５千円
︵１００歳時特別祝金
ります︒
います︒また昨年より︑離
１００万円↓ 万円︶とい
しかしながらこの点はぜ 島の 歳以上の皆さんには︑
った具合です︒
ひ皆さんに知っていただき 片道の船賃を年間 枚まで
私は基本的に﹃これまで たいのですが︑それでもな 配布しています︵約３７８
女川を築いてくれた年配の お本町の祝金制度は他市町︑万円︶︒
方々と︑そしてこれから女 特にとなりの石巻市や東松
町内で暮らしていると︑
川を築いてくれる子供たち 島市よりは格段に恵まれて あまり自覚できないのです
に対しては手厚い手当てを いるのです︒本町は 歳を が︑﹁まさしく女川は住民
施すべきだ﹄と考えていま 過ぎた方々には毎年祝い金 に優しい町﹂であるという
す︒ですから心情的には従 を支給していますが︑他市 ことを心置きください︒
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今を遡ること１７年前に、週１回で延べ６ヶ月間、河北新聞に連載
したエッセイの中で、現在に通じそうなものを抜粋して紹介致します。

女川・光太郎祭

関︑学校︑役場内に募金 り欠かさず参加︑お手伝 ってしまった︒
箱を設置して︑一口百円 いさせていただいている︒ 恨むべきか︑感謝すべ
の募金活動を展開した︒
その活動を通じて︑本 きかは今後２ヶ月の期間
以来７年間︑息の長い 物の文化が根付くために に問うこととしよう︒
ジミチな活動が続き︑そ は︑日常の生活の中で長
去る８月９日︑女川文 の情熱は１０００万円を い時間をかけて自らの内
学碑公園において︑第７ 超える浄財を招き︑雄勝 面を築き上げていかなけ
回﹁光太郎祭﹂が開催さ 町から巨大な玄昌石︵す ればならないということ︑
れた︒平成３年に建立さ ずり石︶を掘り出させ︑ ﹃実践﹄と﹃継続﹄が何
れた高村光太郎文学碑の 光太郎記念碑としては日 より重要であるというこ
前で︑光太郎を顕彰する 本一大きな石碑を建立さ とを教えられた︒
本郷 隆︵ほんごう
ことを目的としたもので せることとなった︒
﹁天上に輝く星々のよう
たかし︶氏
ある︒
昭和 年５月 日︑
そもそもの始まりは︑
愛媛県中島町生まれ︒
彫刻家で詩人であった光
中学入学時に女川町
太郎が昭和６年に新聞社
へ︒
の取材で三陸を廻った際︑ それから毎年同日︑あ に︑急がずしかし休まず
石巻高校︑中央大学
女川に立ち寄り︑女川に る年は霧の中で幻想的に︑⁝歩み続けていく﹂女川
・法学部政治学科卒︒
ついての詩と紀行文を残 ある年は満月の下で格調 ・光太郎の会が文化の灯
１９８７年にＵター
しているという事実を知 高く︑高村光太郎記念会 をこの町に照らし続けて
ンして︑家業の﹁衣
ったことだった︒
事務局長の北川太一先生︑いかれんことを︑心より
類の本郷﹂を継ぐ︒
事務局長のＫさんを中 光太郎のおいの高村規
願うばかりである︒
女川一小ＰＴＡ会長︑
心に町の有志たちが文学 ︵ただし︶夫妻︑オペラ
高校の同級生であった
町社会教育委員︑光
碑を建立しようと立ち上 歌手の本宮寛子さんを始 ﹁石巻かほく﹂のＳ記者
太郎の会︑たすきの
がったのが昭和 年︒
め︑著名な来賓を迎えて が︑この模様を取材に来
会︑町商工会青年部︑
行政の援助に頼らず︑ ﹁光太郎祭﹂が行なわれ ていた︒その久方ぶりの
金曜会などで活躍中︒
町民の善意に期待しよう ている︒
出会いの結果︑私はこう
女川町黄金町 の４
ということで︑各金融機
私も縁あって︑初回よ して原稿を書くことにな
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主な議員活動（３月定例会〜６月定例会前）
＊３月１日〜12日
＊
６日(土)
＊
27日(土)
＊
28日(日)
＊
30日(火)

第２回定例会（平成22年度予算審査）
議員有志 女川湾内のチリ津波被害を船で視察
第三小学校 閉校記念式典
第六小学校・第四中学校 閉校記念式典
第３回 臨時会…平成21年度 養殖施設等緊急対策事業費補助金の件

＊４月５日〜８日
＊
12日(月)
＊
15日(木)
＊
19日(月)
＊
20日(火)
＊
26日(月)

議会広報編集委員会（議会だより121号の編集）
議会住民懇談会・小委員会
議員全員協議会…水道料金の改定
議会改革特別委員会
町立病院対策特別委員会…町立病院運営の考え方について
議会広報編集委員会（議会だより121号の最終校正）
第４回臨時会…水道料金５ｔ未満軽減措置
緊急雇用創出事業（介護・水産加工）

＊５月６日(木)

議員全員協議会…建設組合 陳情説明
（入札の総合評価制度 浦宿第一第二住宅）
第20回 石巻管内小学校陸上競技大会
県下中学校選抜リレー大会（町陸上競技場）
町立病院対策特別委員会…町立病院運営の考え方について
第６回 議会・住民懇談会（浦宿第一集会所、鷲神第一集会所、
川尻集会所、江島開発総合センターに参加）
これからの地域医療を考える町民フォーラム（斎藤病院長講演 華夕美）
石巻圏域定住自立圏構想に伴う石巻市長説明会（東松島市）
議会基本条例に係る講演会…岩手県立大学 斎藤俊明 教授

＊

９日(日)

＊

10日(月)
11日〜14日

＊
＊
＊

19日(水)
20日(木)
26日(水)

＊６月７日(月)
＊
11日(金)

水道感謝祭（女川浄水場）
議員全員協議会 議会運営委員会…６月定例会について
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議員生活 年目に入ったかと思った
のもつかの間︑既に私の三期目の任期
もあと半年あまりを残すのみとなりま
した︒
この﹃ほんごう通信﹄は︑定例会ご
とに年間４回ずつ発行していますので︑
通算 年間で 号を数えることになり
ます︒この号が 号ということは︑計
算するに︑今 月から来年４月までの
６ヶ月間に︑これを含めてあと４号を
皆さんのお手元に配達せねばなりませ
ん︒
なかなかの作業ではありますが︑そ
の分皆さんと幾度か顔を合わせる機会
がある︑と前向きに捉えたいと思いま
す︒相変わらずの１００ｃｃバイクに
またがって︑皆さんの処に参上します
ので︑私を見かけた際には︑ぜひ一声
かけてください⁝皆さんの叱咤やら激
励やらが本当に私に力を与えてくれま
すので︒
おかげ様で︑やっとここ最近﹃ほん
ごう通信﹄が皆さんに認知されたこと
を︑私自身の肌で感じられるようにな
りました︒
﹃継続は力なり！﹄と︑先人はよくぞ
言ったものです︒続けることの大変さ
とそれ以上の喜びをひしひしと感じる
今日この頃であります︒
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