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■卓話■
田口純二会員
岩手の温泉郷
今はゴルフのオフシーズンのため週末は県内の
温泉巡りをしています。今日は岩手の温泉卿をご
紹介したいと思います。その中で私の現在一番の
お気に入りを紹介します。そこは新安比温泉です。
その中にある「静流閣」です。塩分が海水の2倍
以上といわれる日本でも屈指の強食塩水で、岩手
の内陸にも関わらず、湯からは海水の香りが漂い
その成分の濃さゆえに浴槽が変形。変色するほど、
また泉質は医学博士も推奨している天然薬湯とし
て評判の高いところです。特にアトピー性皮膚炎
などの慢性皮膚疾患の改善に効果があるといわれ
ています。
遠方からの湯治客も多いです。私も日帰りでよ
く行きます。行きは高速を使いますが帰りは一般
道を走り途中にあるお豆腐屋さん「ふうせつか」
により豆乳ソフトクリーム食べ、おいしいとうふ
と湯葉コロッケを買うのがたのしみです。岩手に
はたくさんの温泉郷があります。皆様も足を運ん
ではいかがでしょうか。
八幡平温泉郷 八幡平ハイツ 八幡平ライジング
サンホテル なかやま壮 八幡平マウンテンホ
テル（旧リゾートホテル） その他ペンション
多数
湯田温泉郷 湯川温泉山人 湯川温泉四季彩宿ふ
る里 湯元温泉ホテル対流閣 湯川温泉四季か
おる宿世寿美屋 湯川温泉高繁旅館 湯川温泉
新清館 湯川温泉春山荘 湯川温泉せせらぎの
宿吉野屋 湯川温泉御宿末広 湯元温泉かたく
りの宿一休館 湯川温泉萬鷹旅館 湯田温泉旅
館一城
鶯宿温泉 ホテル森の風鶯宿 赤い風車 ホテル
加賀助 長栄館 川長 ホテル偕楽苑 清光荘
寿広園 他民宿
花巻温泉郷 愛隣館 ホテル志戸平 山の神温泉
優香苑 松倉温泉風の季 志戸平温泉志だて
鉛温泉藤三旅館 大沢温泉山水館 菊水館 自
炊 渡り温泉ホテルさつき

つなぎ温泉 ホテル大観 ホテル紫苑 愛真館
山いち 四季亭 別荘佳量 民宿山新
台温泉 やまゆりの宿 中嶋旅館 ホテル三右ェ
門 旅館かねがや 吉野屋旅館 ホット彩そめ
や 観光荘
安比温泉郷 安比グランドタワー本館 安比グラ
ンドヴィラ 安比高原ホテル 四季館彩冬
一関温泉郷 矢びつ温泉瑞泉閣 薬師堂温泉 滝
の湯いつくし園 かんぽの宿一関 まつるべ温
泉かみくら
花巻温泉 ホテル花巻 ホテル紅葉館 ホテル千
秋閣 ホテル佳松園 割烹旅館廣美亭
夏油温泉 瀬美温泉桐の花 山吹の花 夏油高原
スキー場 元湯夏油 夏油温泉観光ホテル
大船渡温泉 大船渡温泉 碁石温泉 民宿海楽荘
金田一温泉 侍の湯おぼない 座敷わらじ伝説の
宿緑風荘 仙養館
巣郷温泉 ケアハウス巣郷温泉 巣郷温泉静山荘
玄武温泉 ロッジたちばな ペンションくまさん
ち 玄武風柳亭
新山温泉卿 べっぴんの湯
松川温泉 松楓荘 松川荘 峡雲荘
網張温泉 休暇村岩手網張温泉
南網 張ありね温泉 ゆこたんの湯 ありね山荘
（日帰り）
あづまね温泉 ラフランス温泉館ホテル湯楽亭
奥州平泉温泉 しづか亭
雫石高倉温泉 雫石プリンスホテル
藤七温泉 彩雲荘
真湯温泉 温泉交流館真湯コテージ
御所湖温泉 ホテル花の湯
みちのく城址温泉 ホテルみどりの郷
新安比温泉 静流閣
千貫石温泉 湯元東館
永岡温泉 夢の湯
焼石岳温泉 焼石クアパークひめかゆ
水神温泉 水神温泉湯元東館
志賀来温泉 およねの湯 沢内バーデン
須川高原温泉 須川高原温泉

■会長報告■

れていたらしいですが歯科医院でも持病を診ても

今朝、新聞慶弔欄をのぞいてみると中学時代の
先輩と同じ名前の方の名前を目にしました。
年齢、住所から多分間違いないかと思いますが

らっている主治医も気付かないまま年明けに大学
病院で頸部リンパに転移している進行癌と診断、
明日切除と形成の手術だそうですが無事に成功す
るのを祈りたいと思います。

まだ連絡がありません。
私は今年54歳になります。10年ほど前から同年

こうして有名人が自分の病気を公表するのは忘

代の訃報・または大病を患った話が出始めました

れ去られていた病気への備えを思い起こさせるだ

が18歳の池江璃花子選手の話は驚きました。東京

けでなく池江選手のケースなどは骨髄バンク登録

オリンピックのエースとして期待されていたわけ

者が増えるとか社会現象につながる効果も期待さ

ですが今はそんなことより体を治す方が先決、治

れております。堀ちえみさんのケースだって口内

療に専念して頂き何とか克服し元気になってもら

炎が出来たら丹念にチェックし早期発見につなげ

いたいと心より願っております。

る方が出てくることでしよう。

そして昨日堀ちえみさんの口腔癌の公表も同年

自分の年齢を考えたら余計なくらい異変に敏感
になりましよう。 何があってもおかしくない年

代としてショックでした。
昨年夏あたりから長引く口内炎の症状に悩まさ

代にかかってきたのですから。

■幹事報告■

☆山地信行会長…トクソクスマイル！

１． 地区大会4月21日㈰の本会議には万障お繰り

SMILE

合わせの上、ご参加の返信をお願いします。
２． 当クラブ3月13日㈬の例会は「春の親睦会」
開催のため18：30開催です。

☆中川めぐみ会員…催促してしまい申
し訳ございません！が、皆様の頼もし

い反応に感服致しました！ありがとうございます。
☆吉田祐一会員…めぐみさんの声がけでスマイル

３．本日行う予定のクラブ細則改正の賛否投票で

をします。全員スマイルありがとうございます。
展会員…会員の皆さんのご健康を祈念し

すが、都合により、次週2月27日㈬に延期して

☆松原

行います。

てスマイルします。
☆藤井

■委員会報告■

匠会員…前回の例会で誕生祝いをしてい

ただきありがとうございました。体調不良で欠席

プログラム委員会

小保内義和委員長

ゲストスピーカー紹介

やまね

税理士法人チェスター 営業部長 山根

になりました。失礼致しました。
☆岩井澤昭一会員…今日も会員の皆様にお会いで

次週はゲストスピーカーになります。
りょう

亮氏

テーマ「働き方改革」中小企業経営者様の改革
への取り組みについて

きて大変うれしいので、スマイルします。
☆髙橋

理会員…強制スマイル！！

☆鈴木裕子会員…春を呼ぶようなめぐみさんの明
るい声に惹かれ、スマイルします。
☆片方直哉会員…誕生日ですので。

出 ○
席 ○
報 ○
告
○

会員数 38名
出席数 13名
出席率 46.43％
前々回修正出席率

☆藤村孝史会員…早い話ですが、次回4月の私の
卓話はFMいわての阿部さんです。多くの会員の
出席をお願いします。
☆田口純二会員…今日卓話担当です。つたない話

55.17％

しですみませんが、よろしくお願いします。
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卓話予定：2月27日  中川浩輔会員 3月20日  社会奉仕委員会担当
3月20日  藤井匠会員 3月27日  高橋精一会員

