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国 際 会 長 主 題 

ア ジ ア 会 長 主 題 

東 日 本 区 理 事 主 題 

あ ず さ 部 部 長 主 題 

東京西クラブ会長主題 

「価値観､エクステンション､リーダーシップ」 

「変化をもたらそう」 

「未来に向けて今すぐ行動しよう」 

「変わるに挑戦！」  

「楽しく､元気で､そして仲間を迎えよう！」 

 

 

 

 
 

 

 

4 回目のクラブ会長をさせてい

ただくことになりました。 

会長主題は「楽しく、元気で、

そして仲間を迎えよう」といたし

ました。 

私たちのクラブは、皆元気で楽

しいメンバーです。今年度はさす

がに東京西クラブと言っていた

だける例会にしたいと思います。 

といってもどうしてよいか、皆

様のお知恵を拝借するしかない

と思いました。 

会員数は 12 人、少数精鋭でこ

の 1 年頑張りましょう。 

会長主題「楽しく、元気で、そ

して仲間を迎えよう」に沿って、

私たちが、楽しく、元気ではもち

ろんのこと､例会に沢山のお客様

をお迎えするように努めましょ

う。大勢の人が集まれば活気づく

と思います。他クラブ訪問も大い

にいたしましょう。 

例会は、毎月第 3 木曜日夜、事 

 

 

務会は毎月第4木曜日夜に行ない

ます。8 月は納涼例会、12 月はク

リスマス例会とします。3 月は東

京世田谷クラブとの合同例会と

し、今年は当方が担当します。 

WHO ウォーキングは、毎月第

4 土曜日に開催し、7 月、8 月は

休みます。 

東京 YMCA ホテル専門学校の

学生支援の奨学金は継続します。

“ホテ校ファンド”を促進し、贈

呈式を 6 月に行います。 

IBC 台北セントラルクラブに

クリスマスカードを送る。来年 2

月 4 日･5 日神戸に開催予定の東

西日本区交流会に参加し、ペンタ

ゴン DBC 交流しましょう。 

例年と変わらないプログラム

ですが、もう一度、一つ一つを見

直し、魅力を再発見して磨き上げ

てみましょう。その変化に、新し

い協力者に加わって頂くことを

図りたいと思います。 

 

こどもたちは夏休み 
ＷＨＯウォークも夏休み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもたちは夏休み、海や山に

歓声が聞えます。WHO ウォーキ

ングも、7 月、8 月を夏休みとし

て、野川シリーズは3回で中断し、

9 月から再開です。 

三鷹の大沢の里を発し、調布の

深大寺など、調布の”農“の面影

を求めつつ、暑さ次第ですが、狛

江まで足を伸します。10 月は、

都内で高級住宅地とされる成城

の町を歩きます。ここは､仙川に

沿う崖線も加わり湧き水の多い

地です。 

 

６ 月 の 記 録 ニ  コ  ニ  コ －円 

在 籍 者 数 

(内功労会員) 

１２人 

１人 
メ ネ ッ ト １人 クラブファンド －円 

出 席 者 数 １０人 コ メ ッ ト －人 ファンド残高 113,468円 

メーキャップ １人 ビ ジ タ ー １人 ホテ校ファンド －円 

出 席 率 100％ ゲ ス ト １人 ホ テ 校 残 高 －円 

内 Zoom 参加 ０人 出席者合計 １３人 WHO 参加者 ４２ 人 

 

 

歩き始めた新年度のご挨拶   会長・高嶋美知子 

2022 年７月号 
ＮＯ ５５０ 

 

クラブ役員 

会  長 高嶋美知子 

副 会 長 吉田 明弘 

書  記 本川 悦子 

会  計 篠原 文恵    

担当主事 横山 弥利 

 

 

川の飛橋付近で魚採りする親子ら 

 

愛は決して滅びない、予言は廃れて、異言はやみ、知識は廃れよう。 

コリントの信徒のへ手紙１３章８節 
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―６月事務会報告― 

日時：6 月 16 日（木） 

17:00～18:45 

会場：山手センター 3 階 

出席者：大野、河原崎、篠原、 

高嶋、鳥越、本川、吉田 

＜報告事項＞ 

①会計報告は会計が欠席のため 7

月に報告する。 

②6 月例会にベトナムからの留学

生グエン・クアン・タイさんが

出席して奨学金を授与した。タ

イからの留学生スンダラ・イカ

ンナウ・ウイさんは体調不良の

ため欠席をしたことが報告さ

れた。 

＜協議事項：例会関係＞ 

①7 月例会の卓話は東京八王子ク

ラブの花輪宗命会長メネット、

花輪豊子さん 

②7 月事務会会場は、山手センタ

ーホテル専門学校。 

③8 月納涼例会 

 担当 B 班（吉田、石井、鳥越） 

④9 月例会 

 担当 C 班（神谷、河原崎、本川、

横山） 

＜協議事項：例会以外＞ 

 評議会全般についての協議を

した。    （書記・本川悦子） 

残念だったチェロ演奏 
7 月 16 日（土）にあずさ部の

2022－2023 年度の第 1 回評議会

が、YMCA 山手センターホテル学

校の 201 の教室で行われました。

東京西クラブが第1回評議会の担

当クラブです。 

1 部、2 部の評議会に続いて 3

部の懇親会で杉並に関わること

ができないかと考えました。      

ウクライナから避難している

チェリストが杉並に在住されて

いるという情報がありました。 

東京西クラブは杉並で活動し

ていることもあり、何とか懇親会

で演奏をお願いできないかと思

いました。まず杉並区役所文化交

流課に会の趣旨を話して(ワイズ

の紹介カードが役にたちました）

チェリストの支援者を紹介して

くださいとお願いしました。 

文化交流課は忙しかったよう

で、お願いしてから 1 か月くらい

たって、「2、3 日前に杉並区文化

交流課から紹介されました」と音

楽事務所から電話がありました。 

事務所からもチェリストの方

は依頼が多いので調整をするの

で少し待ってくださいと言われ、

なかなか交渉には至りませんで

した。1 週間くらいたってから、

今度は当方と直接交渉をするよ

うにと電話でいわれました。 

それから 2、3 日経った夜、支

援者？  通訳？  の外国人から、

「今、傍にチェリストがいますが」

と電話をいただきましたが、その

時は評議会が迫っていたので、チ

ェロの演奏は見送ろうとクラブ

内で決定していました。事情を話

して残念ですがお断りしました。 

全く経験がない交渉事をする

難しさが良くわかりました。チェ

ロの演奏が見送りになったこと

は残念ですが、杉並で活動してい

る東京西クラブとして、これから

ご縁があれば出来る支援はした

いと思います。   （本川悦子） 

 

 

会計からのお願い 

半期分の会費を例会に持参か、

振込でお願い致します。 

振込先  

みずほ銀行方南町支店 

普通口座 ８０２７９２８ 

東京西ワイズメンズクラブ 

 

 

 

 

司 会 篠原 文恵 

開会点鐘           高嶋美知子会長 

ワイズソング           一     同 

聖句朗読・祈祷          村野 絢子 

ゲストとビジター紹介          会   長 

2021～2022 年度会計の承認 

2022～2023 年度予算承認 

食事 

ハッピー・バースデイ 

諸報告 

ニコニコ             一     同 

閉会点鐘                会   長 

 

 

強調テーマ： キックオフ 

新体制で 2022～2023 年度の歩みがスタート

しますね。皆さんで楽しく進めたらと思います。 

今月は、コロナ感染の広がりを受けて、卓話の

ない例会となります。中身としては、2021～2022

年度会計報告の承認、2022～2023 年度予算案の

承認、これに伴う問題点の協議を行います。 

「ふりかえり」として悪かったこと、良かった

ことが話し合えればと思います。 

 

日時：７月２１日(木) １８：４５～２１：００ 

会場：ウエルファーム杉並 03-5335-7318 

担当：A 班（大野、村野、篠原） 

 

ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ 

 16 日 河原崎和美  30 日 山田 紀子 

 

７月例会のご案内 
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ホテ校留学生支援と総会 

－６月例会報告－ 
6 月例会は定例日の 6 月 16 日

（木）18：45 から東京 YMCA 山

手センター3Ｆで行われました。

主な行事は恒例の東京 YMCA 国

際ホテル専門学校留学生への奨

学金贈呈と今年度を締めくくる

クラブ総会。 

対象となる今年の留学生はお

二人。グエン・クアン・タイさん

（ベトナム出身）とスンダラ・ウ

イカンナウウイさん（ラオス出

身）。しかし残念ながらスンダラ

さんは体調を損ねて欠席。贈呈式

は滞りなく進められました。 

贈呈式に先立って、小畑貴裕同

校校長から 87 年の長い歴史のあ

る同校の創立の理念・哲学、その

後現在に至るまで時代の移り変

わりに即する普段の努力につい

て、幻に終わった 2020 年の東京

オリンピック開催に際しての各

界からの要請に対応に努力した

などのエピソードを交えて約 15

分にわたって数点の資料と共に

お話しされました。 

YMCA がいかに青少年の育成

をはじめとする社会貢献してい

るかを学ぶことができ大変有益

なお話でした。またこのようなお

話を聞いて YMCA の会員である

ことに誇りを覚えました。 

次に留学生を交えての楽しい

会食。留学生は引き続き行われる

クラブ総会への出席は辞退し退

席。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に大野貞次さんの司式で役

員交代式。これも滞りなく無事終

了しました。 

続いてクラブ総会。予め配布さ

れている資料に従って鳥越会長

が議長となって行われて上程さ

れた議案は全て承認され無事終

了しました（議案内容は省略）。 

定例行事と続き、ハッピー・バ

ースデイは該当者なし、横山担当

主事による YMCA 報告、ワイズ

報告と続き、ニコニコタイム。そ

れなりにメンバー同士の交流が

なされ、定刻にお開きとなりまし

た。        （神谷幸男） 

出席者：＜メンバー＞石井、大野、

神谷、河原崎、高嶋、鳥越、本川、

村野、横山、吉田、＜メネット＞

神谷、＜ゲスト＞グエン・クア

ン・タイ、＜ビジター＞小畑貴裕

（東京たんぽぽ） 

 

 

 

ＹＭＣＡ Ｔｏｄａｙ 
■ホテル学校は一学期も終盤を

迎え、夏季休暇期間に希望者が参

加するリゾートホテル実習の準

備が進んでいます。今年は 63 人

が 22 ホテルで実習を行う予定で

す。2 年生の就職活動は現在の内

定率 76.5％。パッケージツアーに

よる外国人観光客の受け入れ開

始など回復傾向にあること、新規

ホテルの開業予定も多数あるこ

とが企業の採用意欲を高めてい

ます。 

１. ■6 月 8 日より、夏季キャンプ・

スクールの参加受付を開始。6 つ

の宿泊キャンプはどれも人気が

高く、ほとんどが即日定員一杯

に。他にデイキャンプ、水泳、語

学、音楽などの夏季スクールの募

集も順調に進んでいます。 

■東京・フロストバレーYMCA

パートナーシッププログラムと

して、現地の夏キャンプに 3 年ぶ

りに日本からリーダーを派遣。7

人のリーダーが 6 月 16 日に日本

を出発し、約 2 カ月間、在米日本

人の子どもたちを対象としたキ

ャンプのカウンセラー（リーダ

ー）をつとめます。 

■6 月 17 日に定時評議員会が開

催され、役員の選任が行われまし

た。代表理事の菅谷淳氏が重任。

小町正人監事に替わり、伊藤幾夫

氏（元評議員）が同日をもって新

監事に就任しました。 

■「第 20 回世界 YMCA 大会」が

7 月 3 日～9 日にデンマーク及び

オンラインで開催。世界各国から

参加者が集い、世界 YMCA 同盟

の行動計画「VISION 2030」策定

に向けた協議や、役員・常務委員

の選挙の他、交流やディスカッシ

ョン等が予定されています。同日

程で開催される「YMCA 世界大都

市会議」と合わせて、東京 YMCA

から松本数実氏が現地参加、数名

のスタッフがオンラインで参加

予定です。 

（担当主事 横山弥利） 

 

写真上は新旧クラブ役員交代式。 

下は鳥越会長からグエン・クアン・タイ

さんへの奨学金贈呈 
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太平洋戦争の思い出 

―６月ＷＨＯ報告－ 

 WHOウォーキング 6月例会「野

川下りシリーズ③」は、25 日（土）

でした。まだ 6 月なのに気温は

34℃、快晴の真夏日との予報。中

止にしてはとの電話もありまし

た。私たちは、当日、現地受付と

しているので、中止の連絡は難し

いのです。集合して様子をみて決

めることにしました。 

 当日、西武多摩川線多磨駅で参

加者を確認すると 42 人。皆さん

元気いっぱいです。とりあえず、

近い都立武蔵野の森公園まで歩

きました。戦時中は陸軍、戦後は

アメリカ軍の飛行場跡地です。公

園に入るなり、予定になかった管

理センターに入り、戦時中の記録

展示を説明して頼みました。ここ

にある冷房がお目当てでした。 

 園内の「ふるさとの丘」には、

全国 47 都道府県を代表する石の

展示がありました。丘の上に立つ

と、伊豆諸島と結ぶ旅客機やヘリ

コプターの発着する調布飛行場

と、公園の南部分の各種球技場が

見渡せて、その広大さに驚きの声

が上がりました。実は、戦後進駐

してきた米軍の将兵・家族のため

の水耕野菜栽培農園、代々木ワシ

ントンハイツが移転した “関東

村”、東京外語大学、警察大学校

の敷地もかつての「東京調布飛行

場」の跡地だそうです。 

修景池に面した芝生広場には、

ふだんは、子ども連れの若い家族 

がテントやワンタッチテントを

張って、食事や軽スポーツを楽し

んでいますが、この日はまったく

姿がありません。公園の気温は

34℃と表示されました。「お出か

けはお控えください」との園内の

アナウンスに「ここまで来てから

言われても」の声も。 

公園最後の見どころは、掩体壕

（えんたいごう）。戦争末期、首都

防衛のため配備された「飛燕」な

どの戦闘機を米軍の爆撃から隠

す防空壕です。土を盛り、その上

に木材や鉄骨で骨組みを作り、砂

利、砂、セメントで固め、土を掘

りだし、壕として、上に土を被せ

て、草を植えてカモフラージュし

たものです。 

この作業には地元中学生も大

勢動員されたそうです。有蓋壕は

30 基造られ、現在 20 基残り、2

基を見ることが出来ました。米軍

の物量にまかせた爆撃の前に戦

闘機は、帰還することのない特攻

機として出撃したそうです。 

 参加者の中には、昭和 20 年の

下町空襲を墨田区で体験された

方もおられました。  

公園を出て都立野川公園の木

陰で、三々五々のお弁当。都立公

園は最近、殺虫剤の散布をしない

ためか、1cm ほどの薄緑の色のカ

マキリの赤ちゃんが T シャツに

落ちてきました。ここでも集散に

は冷房の効いたサービスセンタ

ーを利用しました。 

人見街道沿いにある新選組局

長・近藤勇の生家（宮川家）跡、

産湯をつかった井戸、彼の父が天

然理心流近藤周助のために建て

た剣道道場跡、胸像、墓所と巡り

ました。その後、野川の相曽浦橋

で、打ち止めとし、バスで JR 三

鷹駅に向かいました。  

参加者 42 人。ワイズ関係参加

は、吉田（東京西）、中澤正子・

藤江喜美子（東京たんぽぽ）、樋

口順英（東京グリーン）、関喜一

郎（元石巻広域）でした。 

    （吉田明弘） 

 
東日本区大会での表彰 

東日本区大会は 6 月 5 日 Zoom

方式で行われましたが、当クラブ

の山田利三郎さん、吉田明弘さん

が会員在籍 50 年以上なのでゴー

ルデンメンバー賞として表彰さ

れました。 

また、過去 1 年間の例会出席率

は 100％で同率 1 位、1 人当たり

の TOF 献金額も 2 位入賞という

嬉しい発表があり、この他にも

CS、ASF、FF、BF、RBM、YES

の諸献金について表彰を受けま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左の後方は、旧陸軍跡に残る戦闘機「飛燕」を米軍

の空爆から隠す防空壕「掩体壕」。手前は飛燕の模型。 

写真右は「ふるさとの丘」にある全国４７都道府県を代

表する石の展示。 
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☆☆☆ インタビュー ☆107☆  

正木 岳馬さんに聴く 
松本クラブ 

＊  ＊  ＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―正木さんのお生まれは。 

「1949 年、長野県諏訪郡原村で

生まれました。高原野菜で有名で

夏は涼しいけど、冬は恐ろしく寒

いところです。家族は歯科医師の

父と母、3 人の姉と私でした」 

―幼小期は、どんな子でしたか。 

「生家の池で溺れかけたとか。

ポケットの飴玉とかんしゃく玉

を、間違えてかんしゃく玉の方を

口に入れ、爆発し血まみれになっ

たこともありました」 

―中学、高校でのクラブ活動は。 

「中学は、バレーボール部、高

校は、生物クラブで、諏訪湖のプ

ランクトンの観察、静岡県戸田村

ではウニの“卵割”に感動しまし

た」 

―歯科に進まれたのは。 

「学園紛争の盛んな時で、授業

もない状態のため原村に戻り1年

の浪人生活の後、歯科大学に入学

しました。良い友人に恵まれ、最

高の学生生活でした」 

―私は学生時代に軽井沢の星野

温泉で内村鑑三の『Dentisty is 

God’s Work』という額を見たこと

がありました。歯科医には手先の

器用さとか､センスが必要なんで

しょう。 

「『Dentisty is a Work of Love』

だと思います。この額は、実家に

ありました。現在は私が飾ってい

ます。内村鑑三は小諸市内の歯科

医で歯を治療したことがあった

そうです。そのとき書かれたので

しょう。県の歯科医師会が印刷し

て配ったのでしょう。歯科医は手

先の器用さも必要ですが、誰にで

もできる仕事です。当然練習も必

要ですが」 

―卒業して､すぐ開業でしたか。 

「歯科大の解剖学教室に 13 年

間在籍しました。学生の指導もあ

りましたが、献体収集が大仕事で、

県下の病院、老人施設巡りをしま

した。歯の根管の研究で小児歯科

の学位を頂きましたし、あらゆる

動物の骨格標本も作りました」 

―パートナーの明子さんは高知

県のご出身ですね。どこで。 

「彼女は､高知で薬剤師として

働いていました｡従妹の紹介で知

り合い､1979 年に結婚しました」 

―松本と高知ではデートも大変

だったでしょう。 

「ケータイもラインもない時代

でした。今考えると大変だったか

も。でも苦にはなりませんでした。

スピード婚で、6 月に知り合い、

10 月に入籍しました」 

―原村で開業されたのは。 

「塩尻に住み、研究と診療半々

の生活をしていましたが、父も高

齢になるので、1991 年に開業し

ました」 

―ワイズメンズクラブへは。 

「広島に住む従兄がワイズメン

で、松本クラブがチャーターする

のでと入会を勧められたのがき

っかけです。創設に尽力されたの

は､現会員の北村豊さんや故・岡

本雅寛さん達でした。私は、それ

まで YMCA は予備校くらいしか

知りませんでした。 

私の母方の叔父、伯母が牧師で、

それほど抵抗はありませんでし

たが、集まっても YMCA とかの

話だけで面白くなく退会を考え

たこともありました。でも、年配

の方々の知恵と経験が素晴らし

くいつも勉強になりました」 

―松本には YMCA がないのに 2

人のお嬢さんは積極的にワイズ

のプログラムに参加されていま

したね。 

「子どもが幼いうちは、よく外

国に連れ出し、外国の友達を作る

ことは素晴らしいと教えました。

ある程度の年齢になると、ワイズ

のユースコンボケーションなど

は安心なので、子どもだけで行か

せました。大人になって、ローマ

集合、ローマ解散の旅行も可能で

した｡今は子どもがすっかり親を

追い抜いていき､実践し、逆に教

えられています」 

―クラブ内では、どういう役割を

担われてきましたか。 

「IBC、DBC をやらせていただ

きました。現在は、クラブの事業、

留学生の論文コンテスト『アジア

賞』の資金作りの文旦販売の担当

でもあります」 

―信州のクラブの「土佐文旦販売」

には意表を突かれました。最初か

ら成算はあったのですか。 

「あると思いました。始めたの

は、もう 20 年以上も前ですので、

文旦の値段も安かったし、相当差

額がありました。現在は、このと

ころの異常気象により文旦代金

の値上がり、消費税、箱代、送料

などの高騰により利潤は、当初の

半分ですが、多くの方に喜んでい

ただこうと、薄利多売としました。

松本クラブだけでなく、多くのク

ラブに支えられています。2 箱単

位でもお受けいたします。どうぞ

よろしくお願いいたします」 

―松本クラブの会員は、遠くから

例会に来られるのでしょう。 

「メンバー11 人全員がクルマで

す。例会が終わるとすぐ帰宅する

のでなかなか親睦が図れません。

でも、IBC や DBC が来松の時は

それぞれ都合をつけ、私も松本に

泊まります。夏には別荘地でも原

村で東京武蔵野多摩クラブとの

宿泊合同例会を続けてきました。

今は、残念ながらコロナで中止し

ています」 

―いま、ワイズに加わって良かっ

たと思われることは。 

「たくさんの方と知り合いにな

れたことです」 

―大切にしている言葉は。 

「『求めなさい。そうすれば与え

られる』です」 

―有難うございました。（吉田明弘） 
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2022年 5月 15日は沖縄が沖縄

県となり、通貨もドルが円に戻っ

た日から 50 周年の記念日。テレ

ビで式典の模様が流れていた。沖

縄県と政府が共同で行われた。式

典の最後に女子高校生の合唱が

流れた。沖縄民謡「芭蕉布」「じ

んじん」「てぃんさぐの花」の 3

曲だった。どれも素晴らしかっ

た。 

その歌で思い出したのは、約 20

年前妙高の家族キャンプの時、小

布施で 17 歳の成沢未来君に会っ

たこと。母「ももえさん」、齢の

離れた双子の弟「自由くん・希望

くん」も一緒だった。 

未来君は 1986 年先天性脊髄髄

膜症と水頭症のため下肢が麻痺。

生後半年で 4 回の手術を受け、身

障認定 1 種 2 級となった。小布施

の小学校に入学してから父母譲

りの文学の才能に恵まれ、短歌や

俳句を詠み、読書感想文は 9 年間

連続で受賞し、長野県から表彰さ

れたという。 

その後何度も手術をして、今は

スクラッチ（松葉杖）で歩く。『一

等賞の旗－障害をみつめる十

七歳』となって本になった。（東

京 YMCA の総主事だった新堀邦

司さんの協力があった）話の後、

沖縄出身のももえさんが沖縄民

謡「てぃんさぐの花」を歌われた。

心に浸みる唄であった。 

その後未来君は、千葉県の神学

校に進んだと聞いていた。其の後

どうしているのだろう。本の出版

社に問い合わせたが、個人情報で

教えられない、と連絡が取れな

い。千葉の神学校を調べていく

と、千葉国際基督教大学に古い名

簿に在籍していたことが確認さ

れたが、卒業生名簿にはその名が

ないという。どうしているのだろ

う心配が募るばかりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 年前のある日教会で昼食を

会員の皆さんと共にしていた時、

牧師から幼稚園の事務と会計の

仕事の依頼を受けました。 

上手くできるかは不安であり

ましたが受けることにしました。    

さて、前任者との引き継ぎも終

え、始めて見ると、それは大変で

したがそれなりに仕事をこなす

ことができ、1 年目 2 年目と続け

ているうちに余裕ができ、子ども

達とも触れ合うことの喜びを覚

えました。 

この 14 年間の間に牧師も 3 人

変わり、また、運営システムも変

わりその都度戸惑いもしました

が何とか過ごすことができたこ

とはありがたく感謝でした。 

毎年 4 月に新入園児（満 3 歳

児・3 歳児）を迎えるときは、ほ

のぼのとした光景を見ることが

できました。特に満 3 歳児は本当

に小さく、初めは親から離れるの

を嫌がり泣いたりしてすねてい

た子が、2、3 か月もすると元気

に走り回る姿に嬉しく頼もしい

思いをする事ができました。 

また、子供たちの 1 年間の保育

スケジュ－ルの中で子ども達の

能力とすばらしさを見ることが

できました。 

クリスマスが近くなり1か月前

くらいからペ－ジェントの練習

を始めるのですが、自分たちのそ

れぞれのセリフを完全にマスタ

ーし、クリスマスの当日に演じる

のです。本当に子どもたちは、覚

える速さと、優れた表現力を持っ

ているものだと感心させられま

した。 

そんな子ども達も3年目の年長

組になると、体も大きくなり話す

ことも大人びて頼もしく感じて

いると、ある子どもが、「よっ！ 

先輩、元気か」と声をかけられて

返事に困ったことも懐かしく思

い出しています。またハンドベル

の演奏を各パ－トごとに覚え楽

しくする姿を見ることができま

した。 

そして卒園式の時には子ども

たちは幼稚園で楽しく過ごした

こと、そして将来の夢を壇上に上

がり堂々と語る姿は、本当に入園

の時泣いていた子がと、涙が出ま

した。弓町本郷幼稚園で過ごした

14 年間は多くの楽しい思い出が

できたことに感謝し、この 4 月末

で、業務を終え卒業することが出

来ました。  

 

編 集 後 記 

6 月の末ごろから続く暑さと言

うか酷暑に悩まされ日々、ただた

だ耐える日が続き、頭の中も朦朧

とし、なかなかブリテンの編集に

取りかかることができず発行に

遅れが出ました事をお詫びいた

します。 

皆様はいかがお過ごしでした

か、健康を害された方はいません

か。例会には元気な笑顔で集まり

たいものです。 

それにしても世の中は騒々し

く、いろいろな事件が起き心を痛

め、怒り・悲しみ・疑問等が生ま

れる日々が続きます。 

安部元首相の暗殺、ウクライナ

の戦火の終息が見えないこと、コ

ロナウイルスの感染拡大等、悩ま

しき日々が続きます、そんな中、

寄稿して下さつた方に感謝いた

します。        （T.O） 

 

 

 

 

思い出を辿って⑦ 

未来君と｢てぃんさぐの花｣ 

村野絢子 

14 年の思い出 
大野貞次 

 

上のカットはてぃんさぐ（ホ

ウセンカ）の花 


