しや除雪、排雪費が発生しますので、官民を合わ
せるとおそらく年間 50 億円は下らない額になると
思われます。これが毎年発生するのですから、こ
の土地に住む者にとっては、降雪は毎年確実に
襲ってくる災害と言ってもいいかもしれません。
神様はある意味、公平なんですね。

<季語/いちょう落ち葉・季語/晩秋>

阿波野 青畝（あわの せいほ）
俳人、高浜虚子に師事。昭和初期に山口誓子、高野素
十、水原秋桜子らと「ホトトギス」の四 S と称された。
「かつらぎ」主宰
句意：いちょうの落葉が、まるで金色の光のように降
り注ぐ。作者は光舞う中に立ち尽くし、自分が神にで
も祝福されているような感じを受けたのではないだ
ろうか。

～ 私が選んだビッグニュース!! ～
いつも「恋たより」を読んでいただいている皆
さま、こんにちは！お元気でいらっしゃいます
か？ 皆さまのお住まいでは、9 月の台風 18 号等
による影響はいかがでしたか？関東や東北地区
では記録的な豪雨に伴う河川の氾濫と洪水に見
舞われました。前号の秋の恋たより編集時には
豪雨災害が起きておりませんでしたので、被害
にあわれました皆さまには、改めて心よりお見舞
い申し上げます。
幸い当地よねざわの被害は、皆無といっても
過言でないものでした。またこれまでも吾妻山
系に守られているため、台風や豪雨の被害はほ
とんどなく、地盤のせいか地震の影響も受けない、
天災とは無縁のかなり安全な地域となっております。
しかしもうすぐ長い冬が訪れ、雪との戦いが始
まります。米沢市の予算は 340 億円くらいですが、
その内除雪費は毎年 10 億円くらいかかり、時に
は 14 億円に達することもあります。これに個人や
企業が自分たちで負担しなければならない雪降

さて話は変わりますが、皆さんが今年ビックニ
ュースと感じたものはなんだったでしょうか。私
は 2 日連続で日本人が受賞したノーベル賞の話
題です。医学・生理学賞の大村智・北里大特別栄
誉教授、物理学賞の梶田隆章・東大教授が受賞
し、この快挙に日本中が沸き立ちました。日本人
のノーベル賞受賞は 2 年連続で、日本の科学の
水準の高さを示すものとして、私たちに元気を与
えてくれる出来事でした。お 2 人とも研究者とし
ては超一流なのでしょうが、テレビで拝見してい
ても、それ以上にお人柄の良さや、豊かな人間
性があふれ出ており、たちまちお 2 人のファンに
なってしまいました。
2人とも自然科学の名の通り自然を深く鋭く見
つめ、梶田さんはもっぱら未知の世界を明らかに
し、大村さんは医薬品開発し、開 発 途 上 国 を 中
心 に 多 く の 患 者 の 命 を 救 っ て き た という、実
用面で人類に貢献されました。日本はなぜ、今世
紀になって急速にノーベル賞を受賞できるように
なったのでしょうか？それは日本人の研究や物
事に対するあくなき追及・没入のレベルが、他を
圧倒しているからではないでしょうか。
これまでの受賞者を分析してみると、この度の
大村さんを始め、それらの研究は長い歳月をかけ
て積み上げたものが多いようです。また梶田さ
んの受賞も、種まきに例えられる恩師らの先行研
究があってこそ実を結んだものだと思います。で
あるとすれば、今後も20世紀後半以降の日本の
研究が数多く花咲くのではないでしょうか。ます
ます期待は膨らんでまいります。
米沢にある山形大学工学部でも、ノーベル賞
を期待できる研究者が数人おります。有機ＥＬの
研究において世界的権威として知られる城戸淳
二教授がその人です。現在有機ＥＬの実用化は
着々と進んでおりますが、この実用化がより一層
成されれば、近い将来必ずやノーベル賞を受賞
できると信じています。城戸教授の研究内容や実
用化に向けての取り組みは、隣のページで若干ご
紹介しておりますのでご覧ください。
また 2 月にお会いしましょう！
宮坂 宏

＜アルカディアおきたま再発見シリーズ 第 20 回＞

スマート未来ハウスとは？
山形大が米沢市の米沢オフィ
ス・アルカディアに整備した有機
エレクトロニクスに関する実証工
房「スマート未来ハウス」が、10
月 15 日に開館しました。20 年後
を想定し、有機ＥＬ照明や太陽電
池、有機トランジスタなどを使っ
た生活を提示し、データを収集し
て実用化に生かします。

どんな家なの？

リビングは壁に埋め込んだ２４０インチの大
型ディスプレイがメーン。現在は液晶だが、
「有機ＥＬの低価格化が進めば、さらに鮮明
で臨場感のある映像となる」と城戸教授。モ
デルハウスの画面には遠隔会議や授業のイ
メージが映し出されます。

2 階の窓には有機薄膜太陽電池が貼られ、
半透明のフィルム状でテーマは「発電する
窓」。トイレの便座は有機トランジスタを活用
したセンサーをセット。体温や心拍数、尿の
館長の城戸淳二 成分などを瞬時に数値化し、ディスプレイに
山形大学卓越研究教授 映し出されます。
ダイニングキッチンに入ると、テーブルに
有機ＥＬ照明パネルを使ったコースターが並
木造、一部鉄筋
び、窓際には野菜の栽培キット。太陽光に近
コンクリート 2 階建
い光で収穫してすぐにサラダにして食べる生
てで延べ床面積
活が提案されています。
は約 230 平方メー
トル。文部科学省
有機ＥＬ＆有機トランジスタとは？
などの支援プログ

スマート未来ハウスの外観

ラムの「フロンティア有機システムイノベーシ
ョン拠点」事業の一環として約 1 億 4700 万円
を投じて建設されました。敷地は米沢市から
無償提供を受けました。

未来は、こんな部屋になります！

有機ＥＬとは、「有機エレクトロルミネッセン
ス」の略です。 簡単に言うと、特定の有機物
（炭素を含む化合物）に電圧をかけると、有機
物が光る現象のことを指します。この有機ＥＬ
は、下記の理由で次世代ディスプレイ、証明
として大いに注目を07M-000088qzd浴びています。
◆面発光、◆非常に薄い（曲がる照明も作れ
る）、◆明るさの調整が可能、◆構造が簡単、
◆発光色が多彩（発光材料が無限）、◆発光
効率、寿命が急速に向上中、◆水銀ゼロで環
境にやさしい

ベッドには遠隔地からの見守りシステムを
装備しました。想定はお年寄りの 1 人暮らし。
パソコンや携帯端末を使って状況を映像で確
認し、寝返りを促すマット操作などの実現を目
指します。

有機トランジスタ（増幅、またはスイッチ動
作をさせる半導体素子で、近代の電子工学に
おける主力素子）とは、炭素などの有機物か
ら成る「有機半導体」で作られたトランジスタ
のことです。有機トランジスタはシリコンなど
の無機物を素材とする従来のトランジスタに
比べて、軽く、柔らかいという特徴があり、こ
れによって、薄く、折り曲げることが可能な電
子デバイスなどが実現できるのです。例えば、
有機薄膜トランジスタを利用して巻き取り可
能な薄型ディスプレイなども実現することが
できます。

おいたま先人顕彰
シリーズ第２８回
～己を語らず封印された奇跡の救助劇～
PARTⅠ

『敵兵４２２人
を救助した武士
道駆逐艦「雷」
艦長海軍中佐
工藤俊作』
工藤

俊作

安倍内閣は、特定秘密保護法に続いて、
去る 9 月に安全保障関連法を力ずくで成
立させた。今後は憲法改正を視野に環境
整備を強力に推進している。安倍首相は、
「戦争を未然に防ぐための法律」というが、
実は「子供たちを戦場に送り込み、日本を
戦争に引き込む」法案とならなければよい
が・・・
さて日本にとって過去最大の戦争とな
った第 2 次世界大戦が始まって間もなく、
1942 年にジャワ島北方のスラバヤ沖で、
日本艦隊と英米蘭の連合国艦隊の海戦が
あった。その戦いで日本海軍は自らの危
険を顧みず、沈没した連合国艦船から多
数の漂流兵を救出した。世界海戦史上で
も希な感動的な出来事であったが、にも
関わらず何故かほとんど語られることはな
かった。

■誕生の地と祖父■
工藤俊作は、明治 34 年 1 月 7 日、山形
県東置賜郡の屋代村（現在の高畠町大字
竹森）に、父七次、母きんの次男として生

まれた。工藤家は農業を営み、経済的に
は恵まれていた。祖父・父とも情が深く、
不作の時には自らの年貢を引き下げて小
作人を労った。この祖父は以前から海軍
の充実が近代国家の建設に不可欠だと考
え、孫の俊作を海軍に進めたいと思って
いた。この祖父の影響で、俊作も幼少の
頃から海軍将校を夢みていた。しかし当
時海軍兵学校は、難関中の難関で、有名
進学校でもトップクラスにいないと合格
できなかった。次に続くのが陸軍士官学
校、旧制高等学校（現在の東大などの教
養課程）、大学予科であった。つまり東大
に進むより海軍兵学校に入学する方が難
しかったのである。ちなみに戦前は士族と
平民という階級があり、工藤家は後者で、
この当時平民から海軍兵学校に進んだ者
はいなかった。

■興譲館と恩師■
米沢には、人材育成を目
的として上杉鷹山公が藩校
として作った興譲館があっ
た。明治に入り山形県立興
譲館中学（現興譲館高校）となり、財界の
トップリーダー池田成彬、民法学者我妻栄、
建築家の伊東忠太、童話作家の浜田広介
など多くの人材を輩出した。また驚くこと
に米沢は盆地で海がなかったが、この興
譲館からは山下源太郎、南雲忠一、左近
司政三の 3 人の海軍大将、中将 16 名、少
将 12 名の海軍幹部を始め、大佐以下の階
級でも傑出した数の師弟を海軍兵学校に
送り出し、その数は戦前の旧制中学校で
は群を抜いていた。
俊作は大正 4 年、後に同じく海軍兵学
校に進んだ首席の小林栄二、近藤道雄
（山形 2 区衆議院議員近藤洋介の祖父）に
次ぐ 3 番目の成績で興譲館に進学した。
そこで俊作に大きな影響を及ぼしたのが、
前述の民法学者我妻栄の父であり、興譲

館の英語教師の又二郎であった。当時、
の故事を生徒に語り継いだ。後の工藤の
兵学校の進路指導を担当していた我妻は、 敵兵救助も、この精神の表れであろう。
どうしても海軍に進みたいという俊作の
純真な思いに打たれ、何としてもこの男
■工藤大仏 おらが艦長■
を兵学校に送ろうと決意する。事実我妻は、
工藤が少佐と
兵学校希望者には頻繁に特訓を行ってい
なり、駆逐艦「雷
たが、特に俊作への指導は厳しいもので
(いかずち)」の艦
あったという。しかしこの恩師の指導がな
長として着任した
かったら、彼は希望通りに進学できたどう
のは、昭和１５年
かは分からない。
11 月 1 日、39 才
駆逐艦「雷」
の時であった。身
■江田島 海軍兵学校■
長 185 センチ、体
工藤が大正 9 年入学時、海軍兵学校 51
重 95 キロと大きな体に、丸眼鏡をかけ
期生は 255 名であった。彼らは精神的に
た柔和で愛嬌のある細い目をしていた。
豊かな良き時代に、英国流の洗練された
兵学校の友人が付けた「大仏」という
教育を受け、青春を謳歌し、良き軍人に育
あだ名を持つ温厚な艦長に、乗組員
った。陸軍のスパルタ式とは違い、海軍独
たちはたちまち魅了されていった。着
特のリベラリズム（自由主義）の校風があ
任の訓示も、「本日より、私的制裁を禁
った。中でも入学時に校長をしていた鈴
止する。特に鉄拳制裁は厳禁する」と
木貫太郎中将の影響を強く受けた。鈴木
いうものだった。士官達には「兵の失
はその後、連合艦隊司令長官を務め、昭
敗はヤル気があってのことであれば、
和 4 年から８年間も侍従長として昭和天
決して叱るな」と口癖のように命じた。
皇にお仕えした。
見張りが遠方の流木を敵潜水艦の潜
望鏡と間違えて報告しても、見張りを
さらに終戦時の内閣総理大臣に任命さ
呼んで「その注意力は立派だ」と誉め
れて、我が国を滅亡の淵から救う役割を
た。このため「雷」の見張りは、どんな
果たす。工藤が入学した時に校長に着任
微細な異変も見逃すことなく、4ｋｍ先
した鈴木は、従来の教育方針を以下のよ
の潜水艦潜望鏡を見つけることの出来
うに大転換した。鉄拳制裁の禁止、歴史
る能力持ったものが多かったという。
及び哲学教育強化、試験成績公表禁止
（出世競争の防止）。日本古来の武士道に
次号「恋だより」～己を語らず 封印された奇跡
は鉄拳制裁はない、というのがその禁止
の救助劇～ＰａｒｔⅡに続く
の理由だった。工藤らは、この教えを忠実
に守り、最上級生になっても、下級生を決
継承略、参考文献：「敵兵を救助せよ！」恵
してどなりつけず、自分の行動で無言の
隆之介著、山形新聞、産経新聞
うちに指導していた。また歴史および哲
学教育の強化の一貫としては、鈴木自身
＜今回の工藤俊作については、2007 年に
一度本誌で紹介しています。しかしもう一
が明治天皇御製についての訓話を行い、
度取り上げて欲しいというリクエストが多
「四海同胞」の精神を称えている。加えて
数あり、2 度目の掲載となりました。但し内
鈴木は「武士道」にこだわり、日露戦争で
容については、加筆・改訂しています。＞
敗軍の将ステッセルの扱いに際し、「武人
の名誉を保たせよ」と言われた明治天皇

タスクフーズ～創業祭 2015～
春のゴールデンウウィークでは『恋まつ
り』が開催されましたが、わが社のイベント
は年２回の２本柱となっております。
秋は創業祭として、春以上に皆様に喜
んでいただけるイベントを行っております。
今年は、１０月２日(金)から４日(日)まで
の３日間開催され、たくさんのお客様に足
を運んで頂きました。ご来場して下さった
みなさま、ありがとうございました。
今年の創業祭は３日間とも天候に恵ま
れました。イベント前夜には全国的にぐず
ついた天気で影響が心配されましたが、
小雨が少しパラついたり一時強風により
外に張っていたテントが飛ばされそうにな
るも時より太陽が見える３日間でした。

毎年恒例の大抽選会はもとより、今回
は地元の歌手の方３名をお招きしてイベ
ントを盛り上げて下さいました。黒澤雄一
さんを皮切りに、海龍司さん、加藤マチャ
アキさん…ご来場くださった皆さまのハー
トをわしづかみにしていらっしゃいました
今回は日替わりでことこと煮、棒だら煮、
福袋をタイムサービス商品として販売いた
しました。定番人気のことこと煮と棒だら煮
には大特価で販売させていただいた事も
あり、たくさんのお客様に長い時間お並び
頂きました。ありがとうございました。春の
恋まつり同様整理券の配布が行き届かな
かった方々には大変申し訳ございません
でした。
福袋をお買い上げいただいた方はもう
中身は確認されましたか？人気のあれや
これや…色々な商品を厳選してお入れい
たしましたので初めて口にする商品もあ
るかと思いますがぜひご賞味いただけれ
ば幸いです

左上：黒澤 雄一さん
右上：海

龍司さん

左：加藤 ﾏﾁｬｱｷさん

今年のイベントは終了致しましたが、来
年もまた皆様に喜んでいただけるような
イベントを開催できるように計画中ですの
で、その際はぜひ足を運んでいただけれ
ばと思います。

編集後記
なせば成る 秋まつり
どん丼まつりが開催!!
９月２６日(土)と２７日(日)に松が岬公
園にて『なせば成る 秋まつり』が開催され
ました。同時開催の『どん丼まつり』は当社
も毎年参加しているのですが、今年は『米
沢牛の二色丼』とうこぎがのった『兼続牛
丼』を販売致しました。
特に二色丼は１７種類の中
でも２番目の販売数を記録致し
ま し た !! ご 購 入 頂 き ま し た 皆
様、ありがとうございます。

恋だよりを最後までご拝読頂きまして誠
にありがとうございます。
タスクフーズの近況はといいますと、こ
の原稿を作成している時期は、このカタロ
グやお取引先様のお歳暮のカタログに掲
載になる商品の製造の為、師走になる前
に、セカセカし始めます。秋の創業祭が一
つの区切りになっているのです。
米沢もだいぶ寒い日が続いております。
朝は霧が濃く、冬の訪れを感じます。
全国的に寒くなっておりますので皆様
も、風邪など引かれませんよう、ご自愛く
ださい。
ゆうこ

