伝統と神話が息づく

四国・松山の旅
～

新日本石油 全国 Jr.合同研修会 in

松山 ～

2006 年 7 月 15 日
北海道チニタ会会長
澤井石油商事株式会社
常務取締役 澤井篤司
ぐだぶつあん

（写真上から松山城、愚陀仏庵、道後温泉本館）
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日程（スケジュ－ル）、内容
我々、新日本石油特約店は各エリアごとにジュニア（二世会）を組織しており、年に一
度、全国合同研修会を開催している（昨年度は九州宮崎大会）。今年の全国研修会は関西
・四国ブロック主管（鳴門会）により松山市で開催された。
北海道チニタ会からは小林氏、栗林氏、上参郷氏、明円氏、木賀氏、高森氏、荒田氏、そ
して私と、 OB から杉江氏、千徳氏、新日本石油北海道支店から加藤副支店長、業務 Gr
中垣氏の合計 12 名が参加した。

※チニタとはアイヌ語で「夢」の意味

７月６日（木）
翌日の幹事会出席のため、私と中垣氏が松山入りする（17:05 松山空港着）。
７月７日（金）
13:00

大和屋本店会議室で幹事会

13:45

開会

13:55

グル－プ討議（ディスカッション）

15:15

グル－プ別発表

16:10

タウンミ－ティング（新日石より渡会長、西尾社長、神野取締役他が登壇）

（当会からの発表者：上参郷、栗林、澤井）

質疑応答（当会からの質問者：栗林、澤井）
17:45

閉会（連絡事項）

18:30

ホ－ル（大和の間）にて懇親会

20:15

松山市街地に移動、二次会

７月８日（土）
08:00

エリエ－ルゴルフクラブ松山にてゴルフコンペ。
ゴルフに参加しないメンバ－は松山観光

19:10

松山空港発－神戸空港へ

７月９日（日）
09:00

神戸北野「異人館」見学
神戸ハ－バ－ランド、SS 見学

13:50

神戸空港発－千歳空港へ

今回の大会日程は７～８日で行われ、９日の神戸視察はチニタ会のオプション企画で行
われた。
尚、本レポ－トでは７日のグル－プ討議とタウンミ－ティングの内容を割愛した。それは
業界においての専門的な内容であることと、各社方針及び特秘事項が含まれているため別
しる

添に詳細を記すこととする。
そのため、本レポ－トは四国松山を紹介する”旅行記”として読んで頂けると幸いである。
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瀬戸内を飛ぶ
瀬戸内海は，紀伊水道，豊後水道，関門海峡によ
って外海と隔てられた東西約 440km，南北約 7 ～
22km の内海である。面積は約 220 万ヘクタール。
しばしば多島海とも呼ばれる瀬戸内には、数多くの
島々が点在し、その数なんと 3000 余にも及ぶ。
羽田から飛ぶこと約１時間 20 分、静かな内海に散
らばる緑の島々が見える。島はそれぞれが個性的な
顔をみせており、島民の生活が垣間見られるものも
あれば、道路すらついていない島もある。
1860 年、来日したドイツの地理学者リヒトホーフェンは次の言葉を残した。
ど

こ

「広い区域にわたるこれほど優美な景色は世界の何処にもないだろう。この地方は世界
で最も魅力のある場所のひとつとして、沢山の人を引き寄せるであろう。かくも長い
間保たれて来たこの状態が、今後も長く続かんことを私は祈る」
大パノラマを存分に魅せながら、我々を乗せた飛行機は四国愛媛県の松山空港に静かに
降り立った。
私はかつて愛媛県で生活したことがある。
大学卒業後、住友金属鉱山㈱に入社したときの社員研修で新居浜市に約 2 カ月滞在した。
住友は別子銅山（ http://www.sumitomo.gr.jp/related/index02.html） を発祥の地とし、新居浜
市は住友のマチとして大いに栄えた。社員寮の周辺は工場群であり、休日は周辺を散策す
るくらいで風光明媚な場所に行くことはなかった。（研修なので当然だが（笑））
研修を最後にして、東京本社に戻るときの移動日を利用し、新居浜から仲間数人とレンタ
カ－で反時計回りに伊予、宇和島、足摺岬、中村、高知、大歩危、徳島、鳴門そして高松
から東京に戻るという二泊三日の慌ただしい旅であった。
四国一周とは言え、日程の関係上、松山は通っておらず、かの有名な道後のマチにいつか
爽やかな時季に行ってみたいと思っていた。
平成 18 年（2006 年）7 月 6 日、新日本石油北海道支店の中垣氏と私は、まだ梅雨前線
が通り過ぎ去っていない四国松山空港に１７時ちょうどに降り立った。
空港からバスに乗るため外に出た瞬間、湿気を含んだ温風が我が身に貼り付いた。
一度来てみたかった松山。
さなか

しかし、７月という暑い最中、それも梅雨も明けていないこの時季になぜ自分はこの地に
いるのか、熱気で一瞬混乱してしまったが、バスの冷気に我を取り戻し、一路ホテルまで
向かった。
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松山の歴史
松山の歴史は、旧石器時代（BC30000 年ころ）、
松山平野に尖頭器、ナイフ形石器を使用する人が
住み始めた（小坂釜ノ口・祝谷六丁場遺跡など）
ところから始まる。
地形がほぼ完成し、瀬戸内海ができた BC8000 年
頃、松山市土壇原などに竪穴住居跡に人が住み始
め、縄文時代（ BC2000~）には既に農耕文化（大
渕・船ヶ谷遺跡など）が栄えていたという。
かぶ

松山の歴史はそのまま日本の歴史に被せられるほど壮大であるのだ。

愛媛県松山市
松山市の中心地は標高 132 ｍの勝山の山頂にそびえる松山城を取り囲むように形成され
ている。面積 428.89km2 、世帯数 218,146 世帯を有する愛媛県県庁所在地であり、人口は
平成 18 年 7 月現在で 514,775 人。四国四県中でも最大の都市である。
（参考：香川県高松市 426,274 人

高知県高知市 332,238 人、徳島県徳島市 267,329 人）

右 の 図で 言 うと 、左 下に
松山 空 港、 ほ ぼ中 央部 に勝
山（標高 132m）があり、ふ
もと に は正 岡 子規 と夏 目漱
ぐ だ ぶ つ あ ん

石が 同 居し た 愚陀 仏庵 （復
元 ）、や旧松山藩第 15 代当
主の 「 久松 定 謨」 の邸 宅で
ばんすいそう

あっ た 萬翠 荘 など があ る。
勝 山 をロ － プウ ェイ で登
った 頂 上に 松 山城 があ り、
市内を一望できる。
真ん中の青で囲った部分がマチの中心部であり、多くの商業施設、歓楽街が密集している。
市内には路面電車が走っており、交通の便は極めて良い。
道後温泉（右上）までは路面電車で行くことができる。20 分に 1 本の割合で「坊ちゃ
ん列車」が走り、終着が道後温泉であるので、方向オンチの私でも中垣氏に手を引かれる
ことなく辿り着くことができた。
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松山城
しずがたけ

松山城の築城者は、羽柴秀吉に見出され、賤ヶ岳の合戦で有名
かとうよしあき

な七本槍の一人、加藤嘉明である。関ヶ原の戦い（ 1600）におい
ては徳川家康側に従軍し、その戦功で 20 万石が与えられる。嘉明
が 25 年（1602 ～ 1627）の歳月をかけて築いた松山城は、攻守の機
能に優れた三大連立式平山城のなかでも日本一と言われている。
（参考：三大連立式平山城とは松山城、姫路城、和歌山城である）

松山市の中心部、勝山(標高 132 ｍ)にそびえ立つ松山城を目指
し、朝９時、我々はロ－プウェイ乗り場に向かった。
市街地からロ－プウェイで約３分、降り場から整然を積
み上げられた石垣を眺めながら登っていく（上写真 ）。
運動不足の足が上がらなくなったころに本丸広場に着い
た。松山城は松山市のシンボルとして市民に親しまれ、
本丸広場は桜の名所（中写真）で市民の憩いの場となっ
ている。 （今は桜の時季ではない。この写真は雑誌から転写）
本丸広場からは松山市街地と、そのかなたの青々とし
た瀬戸内海が一望・・・のはずだったが、あいにくの曇
りのため、吹き出る汗に閉口しながらペットボトルの飲
料水を２本飲み干した。
天守閣から撮影

さて、ここまで来れば目指すは天守閣である。
はしご

よろい

かぶと

天守閣には急な階段（垂直な梯子に近い）を幾段も登る。階ごとに美術品、 鎧 、 兜 など
が展示されている（撮影不可）。
天守閣のなかは思ったより狭く質素で、周
りを見渡す窓も小さい。
そうだった、ここは戦城なのである。展望
台ではなかった。
頭をぶつけない様に狭く急な階段を下り、
無謀にも市街地にはそのまま山路を徒歩で
降りた。そう、家来の気分になりたかった
からである。
ホテルに戻ったとき、足は棒になっていた。
翌日ゴルフでの OB ２発、池１発はこのせいなのかもしれない。

-5-

坊ちゃん列車
先にも書いたが、市内には路面電車が頻繁に走っており、道
後温泉に向かう数本に一本の割合で「坊ちゃん列車」に当たる。
坊ちゃん列車の名の由来は 、・・・これは言わずもがな夏目漱
石の小説「坊っちゃん」からである。
「停車場はすぐ知れた。切符もわけはなく買った。乗り込ん
でみるとマッチ箱のような汽車だ。ごろごろと５分ばかり動い
たと思ったら、もう降りなければならない」
（小説「坊っちゃん」より）

明治 21（1888）年に運行を開始した伊予鉄道。そのとき活躍した
のがドイツ製の蒸気機関車である。昭和 29（1954）年までの 67 年
にわたり、運行を続けていたが、列車の電化にともない姿を消して
しまった。
漱石の小説に登場した「マッチ箱のような汽車」を再現したのが、
この「坊っちゃん列車」である。
当時のように SL ではなくディ－ゼルだが、蒸気、煙突の煙など雰
囲気は忠実に再現されている。
坊っちゃん列車で悦に入る

「車内の床や椅子は天然木でできており、車掌さんの制服も当時のまま。見るだけでもノ
スタルジックになれる」という謳い文句である。
確かに、”明治時代に生まれた人”ならさぞかし郷愁を誘うであろう（笑）
私たちは道後温泉に向かうべく、列車を数本見過ごした後、やっと「坊っちゃん列車」に
乗ることができた。愛想のいい車掌が丁寧に迎えてくれた。
明治の薫りを乗せ、古き良き時代が走る。家では坊っちゃんと呼ばれたことは残念ながら
一度もないが、正真正銘の「お坊っちゃま」になった気分である。
だんご

松山の銘菓「坊っちゃん団子」を片手に乗ったなら、もっと雰囲気が出たに違いない。
松山は便利なマチである。人口が５０万人以上あり
ながら全てが機能的に密集している。坊っちゃん列車
に揺られること十数分。道後温泉駅に着いた。
レトロな駅舎前には道後ハイカラ通り（道後商店街）
や坊っちゃんカラクリ時計が出迎えてくれる。
（写真中央の緑色のア－ケ－ドが「ハイカラ通り」の入口、右に「カラクリ時計」が見える）
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夏目漱石
さて、幾度か「坊っちゃん」の言葉が出てお気づきのように、松山は著名な俳人、文人を
まさおかしき

数多く輩出している。なかでも松山に関わりの深い俳人といえば正岡子規、文人といえば
夏目漱石であろう。
今回の旅ではまとわりつく様に”坊っちゃん”が出てくる。先
だんご

の「坊っちゃん列車」に始まり、「坊っちゃん団子」とくる。坊
っちゃん団子は「大変うまいという評判だから温泉の帰りがけ
に、一寸食ってみた」と小説坊っちゃんにも登場する３色の団
子。
ほおば

女子高生が学校帰りに頬張って歩いているかと思ったが、そう
いう光景は残念ながら目にしなかった。おそらく自宅で頬張っ
ているのだろう。
道後商店街（ハイカラ通り）には漱石「坊っちゃん」の登場人物
の人形をあちこちに見かける。坊っちゃん団子を持った坊っちゃんに出会った（上写真）。
左にはマドンナがいるが、団子は持たされておらず、なんか不機嫌そうである。
夏目漱石は松山中学に教師として在籍した期間を松山で過ごした。静養のために松山に帰
ぐだぶつあん

省していた子規と一つ屋根の下 52 日間の共同生活を送ったところが先に書いた愚陀仏庵
である。
たびたび連れ立って道後温泉に通い、そこで詠んだ子規の俳句が後の漱石の作品に強く影
響を与えたともいわれる。
ここで漱石の経歴を載せよう。もう我々世代には試験はないので暗記する必要はない。
それではなぜ載せるか。
お札の肖像にもなった日本を代表する偉人、文豪だからである。
このペ－ジが半分余ってしまったからでは決してない。
夏目漱石（本名、夏目金之助）
慶応 3 年（1867）、江戸牛込馬場下横町（現在、新宿区喜久井町）
に生まれた。幼くして養子に出された。
東京帝国大学卒業後、 松山中学校 、熊本第五高等学校などで英
語を教える。
明治 33 年（1900）から明治 35 年（1902）まで、英国へ留学する。
帰国後、東京帝国大学などで教鞭を取るが、明治 38 年（1905）、
「ホトトギス」に『吾輩は猫である』を連載、明治 40 年（1907）
には教職を辞し朝日新聞社に入社する。以後、朝日新聞に『虞美
人草』、『三四郎』、『それから』、『門』、『彼岸過迄』、『行人』、『こゝろ』、『道草』、『明暗』
などを連載する。大正 5 年（1916）12 月 9 日、胃潰瘍のため死去。
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正岡子規
慶応３年（ 1867）、伊予国温泉郡藤原新町（現松山市花園町）に生ま
れ、明治３５年（1902）、３４歳の生涯に 23,647 句の俳句を作った松山
が生んだ不世出の俳人正岡子規。
「薫風や 千山の緑 寺一つ」
氏の年表によると、
「明治２５年、陸羯南の日本新聞社に入社、
俳句革新に乗り出す。明治３０年松山で発刊された「ほととぎ
す」を３１年東京に移し、全面的に関与する 。「歌よみに与ふ
る書」を「日本」に連載し、短歌の革新もはじめる」とある。
また子規は「野球の祖」としても有名で、自分のペンネ－ムに
のぼる

「野球」を使い、野球を題材とした短歌、俳句も数多く詠んで
いる。
「春風や まりを投げたき 草の原」

野球に興じる子規

子規は自らが野球をプレーし、彼の訳した野球用語で今
日なお残る訳語には「打者 」「走者 」「四球」「直球」「飛
球」などがあり、子規の没後 100 年にあたる平成 14 年、
子規は野球殿堂入りを果たしたとのことだ。
なるほど、そう言えば高校野球で松山は強豪であること

子規記念博物館

を思い出した。松山は野球に年季が入っているのである（笑）
そ

かなり話が逸れるが、松山は”野球拳”の発祥の地とし
ても知られている。
説明文に、「松山野球拳は、大正 13 年香川県で伊予鉄チーム
が高松 OB チームと対戦した際、懇談会の席上、マネージャ
ーで川柳作家の球太郎こと前田伍健氏が、即興に作詞振付し、
三味線に合わせて踊ったのが始まりです。」とある。

ユニフォームのままでの即興歌と踊りは、宴会の雰囲気に

松山野球拳 全国大会

ピッタリとマッチして喝采をうけ、全国に広まったという。
これが温泉での懇親会になくてはならない（？）余興にまで発展したのだろうか。
野球拳の起源を知った今、これを読む野球ファンの諸兄も、自宅の風呂に”道後の湯”の
入浴剤を入れ、風呂上がりに是非この高尚な遊びを練習してもらいたい。できれば、子規
の句を想い、邪念を捨てて取り組んでもらいたい。全国大会にはまだ充分の日がある。
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道後温泉
その昔、聖徳太子もご来光されたという日本最古の温泉・道後。
「松山に来て道後温泉に入らないと意味がない」
風呂嫌いで、おまけに熱い湯が嫌いな私にとっては温泉は好き好んで来るところではない
が、今回だけは違った。
何せ日本最古といわれる温泉である。それにも増して松山城を散策したことにより汗だく
なのだ。今は１１時。１３時からの会議には十分間に合う。
さてここで、湯に入ってのぼせる前に基礎
知識を復唱してみよう。
道後の名の由来であるが、 3000 年の歴史を誇
る日本最古の道後温泉は、古代には「伊予の
に き た つ

温泉・熟田津の温泉」といわれていた。
その後、大化の改新（ 645）によって各国に国
府が置かれ、この国府を中心として、道前・
道中・道後の名称が生まれる。つまり国府の
後部にあたるこの地域を「道後」と呼ぶこと
になったのである。

道後温泉本館

ここ、道後温泉本館は明治 27 年（1984 年）に建て
られ、国の重要文化財に指定されている。
各地の温泉場には、由来すなわち源泉の発見につ
いて、古くからいろいろな興味ある伝説が残され
しらさぎ

ており、ここでは「白鷺の伝説」が有名だ。

白鷺伝説

神の湯 入口

※ 白鷺伝説＝傷を負った一羽の白鷺が湯に足を浸していたところ傷が癒え、それを見た人達が
入浴を続けたところ疲労回復、病人もいつのまにか全快したという。

「神の湯」に入った。大浴場といっても 20 席くらいの
洗い場がある広さで、時間帯のせいか人もまばらである。
湯は無色透明。硫黄を含むアルカリ性単純温泉で、効能
はなめらかな湯として湯治や美容にいいとされている。
汗を流し体を洗い、湯に足を入れる・・・とても熱い。
でもここでくじけては神の湯に申し訳ない。

神の湯
こうごう

まと

聖徳太子に負けてはいられない。何とか数十秒がんばり、神々しい香りを身に纏い、道後
温泉本館を後にした。
向かうは今日のメイン会場、「大和屋本店」。
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大和屋本店
今回の研修会会場であり宿泊の場所でもある 大和屋本
店は道後温泉から徒歩で僅かに数分のところにある。
この地に明治元年に創業した大和屋の心を受け継いで平
成八年夏、大和屋本店として新たに開業した新館である。
パンフレットに「日本の美と心を極めた旅館のもてな
しにホテルのサービスを添えてお出迎え」とあるように、

大和屋本館

外観

客室係がハイカラな道後マドンナのいでたちで、上品な
ホスピタリティ溢れる笑顔で迎えてくれた。
なつかしくも美しい日本の姿を久々に見た気がする。
今日の懇親会では我を忘れず、優雅に振る舞い、美しく
飲まなくてはならない（笑）

四階には何と能舞台がある。野外に独立して建造さ
れたもので、天候に左右されることなく楽しめるよう、
けんじょ

見所からだけでなく、レストランや宴会場からも観劇
できるらしい。
結婚式場としても利用できるとのことで、幽玄の世
界で誓った新婦はさぞかし能面のようにおおらかで、
はんにゃ

そして般若のように快活で優しい奥さんになることで
あろう（笑）

道後能楽堂・「 千寿殿」

今回の全国研修会は、ここ大和屋本店で行われた。
北海道、東京、中部、関西四国、中国、九州の６会が
一同に会し、 13 時から幹事会として、各地の代表によ
る会議が行われた。
幹事会では開催地の関西四国”鳴門会”会長が、
たなばた

「7 月 7 日の七夕の日、年に一度の大会にまた皆さんに
再会できたことたいへん嬉しい」と挨拶。
今日のスケジュ－ル確認（グル－プ討議、タウンミ－ティング、懇親会）に続き、来年の
さんしょう

開催主管を中国”山 翔会”に決定。
部屋での休憩の後、会議場に向かった。
（研修内容は別添レポ－ト参照）
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エリエ－ルゴルフクラブ松山
普段、研修レポ－トにゴルフ場のこと
を書くことはめったにない。
しかし、今回に限り少し触れておきたい。
それほど素晴らしいコ－スだったからで
ある。
私の場合、コ－スの良さとスコア－は
見事に反比例するので、ここではコ－ス
とど

のみに止めておきたい。
ここエリエ－ル GC 松山は「大王製紙エリエ－ルレディスオ－プント－ナメント」の開催
コ－スでもある。
”瀬戸内海国立公園の大パノラマを一望の丘陵地に展開する１８ホ－ル。静寂と深緑の中で、至極
の時間を皆様にお届けいたします ”

このパンフレットの言葉に偽りはなかった。
標高 500m を越える眺望から瀬戸内を見下ろして打つ第一シ
ョットは・・・、と言いたいところだが、あいにくの雨、霧
まで出てきて全く前が見えない（笑）→（右上写真）
IN １番

３ホ－ル目からは霧が晴れ、ようやくコ－スの全貌が見えて
きた。右中の写真をみて頂きたい。眼下に見えるのは雲海で
ある。山々が雲の間から覗いてみえる幻想的な光景である。
ここまで高度が高いと球は飛ぶはずである。
みなぎ

ドライバ－を握る手に力が 漲 り、瀬戸内に向かって思いっ
きり振り切った。
しかし、球が止まったところはティ－から僅か 10 ｍ（涙）。
チョロに高度は関係ないのである。
名門といわれるコ－スはどうしてこう意地悪なんだろう。
打つところ打つところに変なものがある。
右下の写真は IN の 17 番。フェアウェイに沿って池が並んで
いる。グリ－ン方向にひょろりと立つ一本の木。狙っても当
たらない木になぜいつも当たってしまうのか。
はば

それよりも問題は我が狙いを一手に阻む池である。
なぜか夏目漱石の顔が頭をよぎった。
振り抜いた球は弧を描き、やがて静寂な空気に至極の音が
響いた。

「ボッチャン」

ここ松山はやはり「坊っちゃん」のマチであった。
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ティ－ショット前

さよなら松山
表彰式が終わり、クラブハウスで散会となった。
今年も多くの人と知り合い、多くを語った。
鳴門会会長の「来年は中国地区でお会いしましょう」の言葉を最後に、我々は郷里に戻る。
郷里には各々の日常の競争が待っているのだ。
社の形態こそ違えど、競争の厳しさ、業態の悩み、課題は我々に共通するものである。
全国ジュニア会に参加ということで、エネオスという一本の幹の元に集まった全国 69 名
の胸中に去来し、各々が持ち帰るものは何なのだろう。
それは仲間から受ける”刺激”なのだろうと思う。
同じ業態の仲間から受ける刺激。ディスカッションは自分のレベルを計れる場でもある。
己の弱さを知り新たなる目標を定め、己の強さを知り自信をつける。
また一年後の再会と互いの成長を約束し、歴史薫る湯の街「四国松山」を後にした。

今回のスケジュ－ル設定、会員への案内および、幹事会出席のため一日早く現地入りしなけ
ればならなかった私に同伴してくれた新日本石油北海道支店業務課の中垣卓弥氏に多大なる感
謝を申し上げます。
また北海道チニタ会から参加してくれた１０人のメンバ－の皆さん。同行してくれた加藤副支
店長、そして会の運営に多方面から協力下さった松尾支店長をはじめ北海道支店の皆様に感謝
を申し上げ、本レポ－トを締めさせていただきます。

平成 18 年 7 月 15 日

澤井石油商事株式会社
常務取締役
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澤 井 篤 司

北海道石油新聞

日刊留萌新聞

２００６年（平成 18 年）８月５日

２００６年（平成 18 年）８月９日
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