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主 な 内 容

02013年度愛媛・高知支部会および2014年度全国代表者会議等のご報告 田中 チカ子 (大英 17)
○『グフテマラに暮らして』 杉山 望さん (大英 18)
○『同窓会支部会に参加して』   永丼 1言子さん (短大 14)
○『3Cl年ぶりの支郡会』     栗田 智思子さん (短大 10)
○当支部お財市の Sヽくらみ具合

讐

く2013年度 愛媛・高知支部会>

日時  2014年 3月 15日 (土)121XP1430
場所  松山全日空ホテル 6階 り園

会費  3,a10円
出席者 15名
年度末のお忙uレ 時ヽ期にもかかわらず、本

gBから野村幹事、山中転 事籾尋の興儀様

3名の方をお迎えし 15名の出席者を得て支

部会を開催することができまレL
懐かしい讃美歌を歌しヽ 本剖役員さんから

母校の近況をお間きuお いuハ食事をいた

だきながらいろいろな話題で盛り上がり…、

と、ここまではいつもの楽しく和やかな当支
gB会のようすです。

今回、はじめての試みとして、事前にお願いしておいた方長に海外の生活やスイスアルプスの山歩き、地域活

動などをご報告いただきまυL内 容の豊かさに加え、写刹 紙芝居の喫演など、ユーモアあられる15み

な話術に皆さん引き込まれまυL支 部会にもうひとつの楽しさが加わつたようでし己

今回の支部会硼こ|よ その時ご報告くださったうちのお二人からもご投稿いただいております。当日の充実し

たこ報告のごく一部です力ヽ ご想像いただけるのではないかと思います。
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<当支部会計監査>

愛媛・高知支部の会計処理について、4月 8日 (火)日浦千明さんと稲瀬多美さんに、螂 会計憲 領

収証等を基|こ 適正に処理されていることをご確認いただきまりLこ の場をお借りしてご報告するとともに、

お忙υい中、当支部健全運営のために時間と労力を害」いてくださったお二人Dい ら感謝申し上げます。

(当支部財政状測ま4ページ「当支部お財市のふ<らみ具合」をご覧<ださしヽ )

<2014年度全国代表者会議>
広島女学院同窓会自国代表者会議が4月 25日 ③ 、同窓会館別棟チャNレ

で行われ 2013年度の事業・会計報告、会計監査結果の報告を受Iス 本部提案

の本年度の事業計画案と予算案が審議のうえ事務局案通り承認されまυL
費 に『女当日側 で

…

う|ミ 同ロタフ崎帳ガ退かは 新∝ 湊

晶子学長が就任されまりL詳 しくはお手元の は鳩場講団 第 172号をご覧く

だ建ルヽ

この他、当フロック提案の全国代表者会議へのプロック出席者1名増 GD
が本部役員会で承認され 全国代表者会議でも審議され承認されまuL
こ銑 氣 会澤掛ι灌九 藤ヽ 訳沖団は 大量 師 ロック1勘Bえ 轄 氏

四凰 九州ブロックが2名出席となります。いただいたチャンスを当ブロック

の活性化につなけたいと思います。

みんなのひろば

今回は 3月開催の 2013年度支部会でご報告<ださったり、ご出席の感想をお寄せ<ださつた方々の投稿文を

ご紹介します。お忙しい中、執筆の労をとって<ださった投稿者の皆さまには厚<御礼申し上げま或

次回はあなたもどうぞL近況や感想 旅の思い出鰈 俳t爽り|IJR絵手紙などお待ちしています。

『 グアテマラに暮 して』     拗 望さん い漢 18)

メキシヨの南にあるグアテマラで、2010年から2年間響しまυL劫 ヽJCA(ジャイカ)のシニアポラン

ティアに応募したからです。今更k外国に暮すこと急 スペイン語の勉強も想定外でυL
赤道に近いので、海岸沿いは年中蒸し暑いのです餞 首都制 にあり、一年中春のように快適でυL人 々

国柳切て、果物1まれ しヽく、4al15は安しヽ 広いマンションに住み功 レジョアとテニスを楽しみ あくせくしない

暮υよ 極楽 。

と言いたいところです瓜 治安が悪く、どこも銃をもったガードマンだら|九 殺人事‖ま頻繁に起こり、信号

待ちの車から携帯電話や金を巻き上げるくらいではニュースにもなりません。日本がどんなに安全な国かよ<わ
かりまυL
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とはいえ、これも含めて異文化の書u搬 でuLマ ヤ暦や複雑

な象形文字をもつマヤ文明発祥の地であり、神殿遺跡群が全土に散ら

ばつています。国鳥の赤いケツァールが詢S劉
…

し ジヤ

ン勿 uこはじ面鳥やハナグマ、イグアナもいます。

スペイン人徊眼御よ スペイン文化が塗り重ねられてきたのでしょ

う。美しい古都の町並は当時のスペインの戒力魯刷ぎせます。復活祭

に敷き詰められる花のアルフォンプラ、キリストの山車はみごとで、

世界中から観光客が集まつてきます。

スペイン調ま上達しませんでuウ哄もう_度訪れたいところです。

(写真も杉山望さm
芹 卜蛇が降りはじめたククルカ

ン搬

詠 零焙かつ日、陽ぬ傾 <
と現れはじめます。

左下 色鮮やかな用上げ

右 キリストの出車が通る復活祭

の花のアルフォンフラ

山車が通る数分想サのため

|コ鮮やか臨 を敷凱 迎

えます。

帷 に参加して』 永丼 信子さん (短大 14)
まみ 10年振り以上でしょうか、すっかりこ無沙汰してしまいまuL
桜の開舵が待たれる3月半よ 会倒縦 届いたd配慮で、芽吹きいつぱいの中庭に面したゆったりしたお部

屋でuL本 部からのお三人を交な ほんとうに和やかなお話し合いができ、嬉し<楽しい時間を過ごすことが

できまuL
卒業年度む学gβもそれぞれこ違つた方たちの集まりでしし哄 懐かしい青春時代にタイムスリップして調こ花

が咲きまυL卒 業して 50年近<も経ちますと、あの頃の友人ともめつたに会う機会もな<、 また親しくして

いた友の訃報も増え 寂しもヽ悪いをしていたこの頃でした

年の功ですね それぞれに豊かな経験を積み重ねてご活躍され、歩んでこられた皆さまの人生の重みをすっし

りと感じまりL地 球を「ところ狭し」と翔内でおられる方々のお話はすいぶんと束!撤的で、脳が活性化された

ようです。

でもこれから1姥いの道をいやでも歩まなIjrJぬりません。健康第一で、自分の好きなことをして、無理な

<楽しい毎日を過ごしたいと思うばかりです。そして、また時々、皆さまと青春時代を共有して若返りたいもの

で魂

七月や胎内回帰道後へと

祖母の蚊帳むかuttuま時 で

て

朗 や悔へ散骨遺言に

桜鯛少女老いしより芝居で跳ね

青春を取り戻そうと館 自う

相痢疇罰 まヽ渭L口豊目を追う
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<事務局からのつ 。ぶ 。や 。き>

永丼信子さんま「オ並艇口 という愛媛の首話を伊予弁で語るサークル

で活動されていま魂 支部会当日は重し瓶
'居

持参で演じて<ださいま

しこ とてもお元気です。

左のワ可よ 道後温泉本館裏

…

吹 (イサリ 1キヤ)像とその功

績を亥崎だ石嗅 静かにその歴史を伝えています。

折しも,現在の道後温泉の基礎をつくった伊佐庭如矢のミュージカ

ルが松山市のおは 東温市の「坊つちゃん劇場」で上演されています。

伊佐庭妊矢翁の家   道後温泉本館 (大改修が予定されていますt)

『30年ぶりの支部会』 栗田 智恵子さん (短大 10)

あα淘いい と副 に的 統 り

四国をつつむ摩詞なる匂い

これま乳人玉井清弘さんが詠まれた有名な歌です嶽 40年振りに出席
した支部同窓会で、私はすぐに女学院の摩訂なる香りに包ま社 そうだ

この香りを身にまとしヽ 生きてきたんだと知りました 出席者の方々 と

は共有できることばかりで、あつという間に時が過ぎまりL
女学院での学びの時は長い胸 3伝,数年でし勧 ヽこころの柔ら

かな部分には今もその数年の時が大切に抱かれているのですね。卒業し

て 50余気 忘れかけた 敗J珈 という故郷にとつぶり身槌 き、創れ

ることのできた一日でυL
いつもご苦労をおかけする支部の方々、本部から出席して<ださった3人の方々、本当に有難うごさいまυL

また元気でお逢いできる日を楽しみに、筆を置かせていただきます。

当支部お財布のふ<らみ具合

現時点のゆうちょ銀行預金通帳と振込□座残高の合計は 195,884円です。今年 2月にお願いした2014管
会費 (2015年 3月までの分)|よ 約170名の会員のうち現在44名の方が納入くださつていますtご存知のよう
|ミ 卒業時に納入する 昨詔酵導亀 は同窓会全体の事業に用いられ、各支訓卸 会員から納入される年会費で

運営されます。愛媛・高知支部で|よ これまで数年に一度の割合てお願いしてきました

思縮ですゑ 今回もう一度振込用紙を同封いたしまuLご 協力いた日する方はどうぞお願いいたします。

(すでに納入して<ださった会員の方には同封しておりまこれ、どうぞご了承くださしヽ )

編集後記

当支剖の特徴のある身近な話題や情報を皆さまにお伝えu交 わりの場として支部会報を

再開することにいたしまυL
当面は言し出 しっぺの日中が非力ながら「よろす屋」で進めてまいります爪 お手伝い

いた日するようでしたらぜひお声かけ<ださしヽ そしてこ感想などぜひお間かせくださしヽ

ご無理のない範囲でどうぞご理解とこ協力、そしてご支援をお願いいたします。

愛媛・高知支部 田中 チカ子Cに應 17)

摩詞なる香りに包まれて


