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兄弟たち、喜びなさい。完全な者になりなさい。励まし合いなさい。思

いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神があ

なたがたと共にいてくださいます。

コリントの信徒への手紙二 13章 11節

広島豪雨災害被災者へのご支援に感謝いたしま

平素より同窓会に、ご支援、ご協力いただき心より感謝申し上げます。

昨年夏の広島土砂災害では、多くの同窓生が被災されました。

10月 に同窓会長の呼びかけで義捐金を募りましたところ、総額 292万

2,340円が集まりました。

そのうち、各ブロック、支部、地区からの義捐金は、関東ブロックとし

10万円 (神奈川支部 3万円)、 関西ブロック 5万円、神奈川支部 79,000

円、京都支部 5,000円、山口支部 3万円 、広島地区 15万円、呉地区 5万

円、佐伯地区 2万円、賀茂地区 1万円、県北地区 5,000円で、合計 499,000

円でした。

神奈川支部からは合計 109,000円の義捐金を本部へ送りました。

配分につきましては、実際に被害状況を現地調査した結果、

1、 車の故障

2、 車の故障 。家屋の一部破損/廃車

3、 家屋への土砂流入 。廃車/半壊

4、 全壊

の4段階に分け、被害が大きいと判断した 18軒の同窓生の元に、H月 中

に、会長から直接お見舞金として手渡されました。

以上、同窓会本部幹事会からの報告と合わせて報告いたします。



お一人でもお気軽にご参加 ください
―あやめ会に参か して一

今年 6月 21日 のあやめ会は横浜

スカイ ビルにある豆腐 と湯葉のお

店『梅の花』で開催 されました。土曜

日開催 とい う珍しい日程で、日頃な

かなか参カロできない平 日お仕事の

方々のご参加を願つてお りました

が、やはり主婦の皆様はお忙 しいの

でしようか、役員 3名 、会員の御参

加 4名 と合計 7名 での会食 とな り

ました。しか しながら、テーブルを

囲んでゆった りとしたお席で珍 し

いお豆腐、湯葉料理に舌鼓をうちな

がら、じっくりと皆様の近況を伺つ

たり、かつての広島女学院のお話に

花が咲き、本当にとても楽しいひと

時となりました。

「梅の花」横浜スカイビル店にて

中村 香 (中川 高 35)

約 60年前の高校の修学旅行の列

車は、車両前半が広島修道高校、後

半が広島女学院だったとか、コース

は東京タワー、箱根、自由時間には

銀ブラだったとか、先生に直訴 して

中学の修学旅行をなしにして代わ

りに北海道旅行を企画した (途中東

京 1泊 )な どかつての先輩方の勇ま

しいお話を伺い、驚いたり笑つたり

しながら過ごしました。

修学旅行ひとつをとっても世代

により、訪問先が随分違つていたよ

うです。

とても楽 しい時間を共有すること

ができますので、どうぞ御一人のご

参加でも気になさらず、皆様の今後

の御参加をお待ちしております。

新姓

荒木里枝

下房地克子

岡田フジエ

上土居暁子

坂東弘子

矢田昌子

吉田知江子

安原行子

旧姓

長広

中村

平田

相良

石田

土橋

佐伯

河合

召 天 者

卒業回期

高女 46
高 12 短大 1

高女 38
高4

高 16
高 4
大英 4
高 15
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2014年 「晨雪 の集 い」凛燥死晨考近悴イ喘磁 を
2014年 7月 4口 銀座教会

椎りll由絶子 (口村 高 29え 日 11)

2014年度夏雲の集いは、7月 4日

金曜日銀座教会にて行われました。

神奈川支部の役員を引き受けてか

ら、都合がつく限り出席し、日常生

活を送る日々に、私の心の片隅に追

いやられている、原爆で命を落とし

た同窓生の方々のことを思い起こ

し、風化させないでおくひと時にし

ておりました。

ところが、思いもしない病を得ま

して、2年間出席出来ないでいまし

たので、今年参加出来たことが本当

に嬉しく思いました。

命があつて同窓生の皆様と、心を

あわせ追悼礼拝を行えたことへの

感謝と、今の私の4分の1も 生きられ

なかった同窓生の皆様の想いを、

語りつないでいく使命の重さを考

えながら、伊藤大輔牧師の「′bに

語りかける神」という題名の説教

を拝聴いたしました。

礼拝後の恒例の茶話会では、湊

晶子学長から、広島女学院創成期

の砂本先生のご活躍を紹介いただ

き、ミッションスクールの意義を

再確認いたしました。

最後は参加者 53名で「アオギ

リの木の下で」を合唱し散会とな

りました。
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2014クリスマス講演会
頼近 智恵  (中川、文英 20)

横浜情報文化センターフ階大会議室にて

日浦さんのご活躍振 りは、他の

講演会の案内で存じ上げており

ました。OGでいらっしゃること

と福祉の内容も大変関心があり、

兼ねてからお聞きすることが願

いでした。また今回が、私の同窓

会初参加となりました。

障害者福祉のご活動の事例に

基づいて、分かりやすいお話しと

日浦さんの熱意にぐっと心が引

きつけられました。
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障害者の方が、御家族や寄 り添

う人々との関わりの中で自己肯

定感を持つことが大きな力とな

り、人生を生き抜 くことが出来る

と分かり、大変感激しました。

また、同窓会にご出席なさつた先

輩にボランテイアに携わる方々

をお見受けしたのも、女学院の伝

統を感じました。

卒業後もみなさまとのお交わ

りの大変良い機会を頂き、感謝致

しております。ありがとうござい

ました。
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2014年度神奈川支部年間活動報告 2013.4。 l γ2015。 3.31

支部活動
*支部便り発行 42号 (5月 )

*あやめ会 6月 21日 (土 )

横浜スカイビル29階「梅の花」にて会食

7名参加

*敬老の日 9月  76才以上の会員 131名 に、折り紙手作リカードを送る
*ク リスマス講演会案内はがきの発送 (10月 )

*同窓会本部主催  「広島土砂災害義捐金」受付窓日、集金、送付 (10月 )

*ク リスマス講演会 12月 3日 (水 )

講師 :日 浦美智江さん (自井、大英 10)

テーマ :「重い障害をもつ子どもたちとかかわって」

会場 :「横浜情報文化センター」7階 大会議室 30名参加
*そ の他、編集会議、行事打ち合わせ等

関東プロック行事への参加

*夏雲の集い 原爆死没者追悼礼拝 7月 4日 (土)13:30よ り
日本基督教団 銀座教会 (千葉支部担当)

追悼礼拝・説教 伊藤大輔牧師

有志による合唱「アォギリの木の下で」「平和の祈り」
茶話会

参加者 50名 (神奈川 9名 )

*支部長会議 2回

*支部便り発行 43号 (5月 )

*あやめ会 「み rJfと みらいホール 1ド ルコンサー ト」
6月 24日 (水)11:30 開場  12:10 開演
その後「皇苑」 ロイヤルパークホテル 68階にて会食

会費 4100円
*そ の他
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2014年度神奈川支部会計報告(2014.4,1～ 2015.3.31)

"15年
3月 31日

会計に誤猟勁

"ま

せん
会計監査

_L知水ふじめ

神奈川支部の役員―今年度もよろしくお願いします

部 長  徳久 碧 (田丸 高 24)

会計監査

中村 香   (中川 高 35)

梶川由紀子  (田村 高 29文 日 11)

陣崎 佳子  (津田 高 29)

三輪智恵美  (三輪 高 24)

え部使りへの写真の投稿もお待らしています。

上久保ふじえ (金子 文英 6)

教たの折 り紙を制作 していただいています。

支部の企画、支部便りの発送作業など、ご一緒にしていただける方,

大募集中です。

計

員

支

会

役

7

科 目 金額

会費発行経費 171.154 印刷代、発送費用

会議費 31.920 交通費、会議費

通信事務費 41,307 通信費、文具費

支部活動費
49,241 あやめ会、敬老カード

クリスマス会
関東ブロック分担金 20.422

次年度繰越金 171_580

^=ロ ロ 485.624
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☆ 綺麗なお花に、可愛い蝶々が止まつていて、

本当に綺麗です。私は何 も、会費す らお支

払 していませんのに、毎年、覚えて下さり

有 り難 う御座います。

遠藤路得子 (赤木 高 9)

☆ 今年も敬老のカー ドをお送 り下さり大変

ありがとうございました。お陰様で元気で

暮 らしています。役員の皆様のお心遣いに

いつも感謝 しています。お忙 しい皆様 どう

ぞお身体をお大切になさいますように。

板垣 秋江 (石 口 大英5)

☆ 先 日は敬老の日のお祝いを頂き、ありがと

う。和紙で作つたお花 と蝶が可愛いですね。

安藤福美 (榊原 高 5)

☆ 敬老のお心のこもつたカー ドと美 しい栞

をお送 りくださいましてありがとうござい

ました。同窓の方々の温もりを感 じました。

役員の皆様のお心遣いに感謝 してお ります。

お礼申しあげます。

甫出かおる (平田 高校 9 )

☆いつもお世話様でございます。

西江由貴子 (山川 高校 13)

口 ● ● ■ ● ● ● ●

☆ いつもお世話になるありがとうございま

す。徳久さんの新支部長ご挨拶嬉 しく拝見

しました。

金子由美 (大矢 高校 22)

☆ 新支部長 御苦労さまです。あやめ会には

出席できませんが楽しい会になります様祈

っています。

谷本静子 (菅野 高校 11)

☆ 新 “支部長"就任ご苦労さまです。これか

らもよろしくお願いいたします。

梶谷由佳里 (北岡 高校 28)

☆ 読みやすく親しみやすい支部便り、嬉し

く拝 見 しました。ここにコメントすると又 お

手をわずらわせる事 になるかと恐縮しなが

ら書いています。わずかでも自分の文が活

字になるのは嬉 しいものです。反面気恥ず

かしくもあり掲載 は 1回 分で充分満 足して

います。

木村美年子 (原田 高女 55)
木村さん、お気になさらずいつても書いてください。
大歓迎です。

☆ 五月には浅草にて同期会がありました。

楽しい一時でした。御世話 になるばかりです

がよろしくお願い致します。

鈴木香苗 (広田 高校 16)

☆ いつもありがとうございます。役員の皆様に

は大変お世話になっております。今後ともど

うぞ宜しくお願いいたします。

藤井かすみ (4ヽ 田 高校 31)

(上の写真 と次ページの写真の折 り紙は

上久保ふ じえさん作製です )
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☆いつもお世話 になつています。神奈川

支部便り大きな字でわかりやすくよく出来

ています。役員の方が一生懸命作製され

ているのだと思い感謝しています。

石井玲子 (岡野内 短栄専 5)

☆いつもお世話になつています。

原 和子  (船木 高校 9)

☆いつも大変おせわになりありがとうござ

います。

占部恵子  (山 田 文英 1)

☆お世話ありがとうございます。今 は卓球で

で忙しく、機会があればそのうちに…・と思つ

ております。

上治博美  (灘野 高校 21)

☆ 役員の方々の毎回大変お世話様でござ

います。これからは参加いたすこともあります。

その時は宜しくお願いいたします。

中島敦子  (高橋 高校 26)

☆ 新しい支部長さんの元で神奈川支部の益

々のご発展をお祈りしています。若かった頃

の 自分を思い出させて呉れる同窓会は歳を

重ねるたびに大切な場所です。支部便 りを

楽しみにしています。

植野ふさ子  (三浦 高校 19)

11

☆ いつもご案内ありがとうございます。いつ

か参加 出来る事を楽しみにしています。

三野仁子  (山崎 高校 23)

☆ いつもお世話になつております。今年も神

奈川支部の活動を通じて皆様 にお 目にかか

れることを楽しみにいたしております。

今年度もよろしくお願いいたします。

中西亜由美  (大野 高校 35)

☆ いつもお世話さまです。よろしくお願 い致

します。

増本純子  K/1ヽ野寺 大英 8)

☆ よろしくお願いいたします。

山田雅江  (金子 高校 24)

☆ 支部便りありがとうございました。文字も大

きくレイアウトも楽しく読みやすい紙面に役

員の皆様のお心づかいを感 じて心よりお礼

を申し上げます。

森崎保子  (佐々木 大英 5)

☆ いつもありがとうございます。卒業以来一

度も広 島に行つていないと申します と驚か

れると思いますが、元気なうちに立派になつ

た母校及び若葉寮を訪れたいと願つていま

す。

板垣秋江  (石 口 大英 5)

☆ 家内は昨年末亡くなりました。永い問お世

話様にな り感謝 してお ります。

上土居暁子 さん (相 良 高校 4)のご主人

上土居幸信様より



☆ いつもお世話様になつています。後期高齢

者になりましたが頑張つて友人とクルーズ

等 (チェジュ島)出かけています。

林 弘子  (酒井 高校 9)

☆ 毎月10日 余り、仕事と母の介護を兼ねて広

島に通つております。思わぬ時に同級生に

バッタリ!楽 しみです。

永水正子  (水戸 高校 20)

☆ お世話様になりありがとうございます。

素敵な企画、いつか参加させていただきた

いと思つております。

水谷公子  (西日 高校 18)

☆ いつもお世話をして頂きありがとうござ

います。

安田文子  (友谷 高校 8)

☆ 元気でやっています。

森本百合子  (藤原 高校 16)

☆会報は楽しみに読ませて頂いております。

いろいろご配慮有難うございます。

内野美喜枝  (山本 高校 7)

☆ いつも懐かしい同窓会便りをお送り頂き

ありがとうございます。

西川祝江  (大英 15)

☆ いつもお世話になつていてありがとうご

ざいます。

松原淑子  (大内 高校 7)

☆ ニューヨークから帰つてきたばかりです。

lヶ月滞在して又アメリカの方に戻りますが、

神奈川支部便り、楽しく読ませてもらってい

ます。役員の方ご苦労様です。

寺崎孝子  (岡井 高校 8)

☆ 夫の転勤に伴い、来年 3月 で引つ越すこと

になりました。故郷である広島に戻る事が

でき、嬉しい反面、こちらでの友人、知人

と別れるのはさびしいです。

藤井恵子 (砂田 短生文37)

☆ 敬老の日にあわせて大変素晴らしいお花

と蝶々の折り紙をお送りくださいまして誠に

ありがとうございました。

とてもよく出来ているのでしばらくじっと眺め

ておりました。お心のこもつた作品本当に嬉

しく有難く存じました。折り紙大切に致しま

すね。

山田恵美子 (永山 高校 5)

☆ 役員の皆様にはいつもお世話になりあり

がとうございます。

江口貴子  (仲光 高校 11)

☆ 役員の方 御世話御苦労様です。

松本清子  (木原 大英 9)
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☆ 役員の皆様、ご苦労様です。いつも会報を

楽しみにしております。

高橋恭子  (木村 高校40)

☆ いつも感謝でございます。

畠山仁子  (菅久 高校 5)

☆同期会のお知 らせです☆

高校19、 短大18、 大学文学部1回卒業の同期会

日時:7/6(月 )17:30～ 19:30 場所 :未定(王子駅、東京駅周辺で検討中)

会費:¥60∞       申込締切:6月 15日

申込・問い合わせは 滋野 (旧姓前峠)まで 03-6760-6322

」une.74443660docomO.ne.」 p

一昨年から夏雲の後に同期会をする様になりました。

今年は大阪から(こ とば工房)、 同期の浅海 (脇)さ ん、関岡(津田)さ んも参加し

てくださるので、夏雲も同期会も盛会になればと思つています。

口菫会支

“

役員より
これからも同窓会のみなさんの交流の場として支部便りをご

活用ください。ただし現在のところ、支部財政の状況と役員の

メンパーが少数であるために、支部便りは年一回5月 ごろの発

行となつておりますので、その点ご留意ください。

多くのみなさまのご参加と、支部便り発行時のお手伝いよろし

くお願いします。

り
０



2015あやめ会のご案内

横浜みなとみらい大ホールでのパイプオルガン生演奏

そして、ホテルの豪華な中華ランチを堪能 しましょう :

初めての方大歓迎 !お食事のみの参加も可能です。

お気軽に参加お申し込みください。

★オルガン 01ドルコンサート

日時 :6月 24日 (水)11:20集合 (厳守 )

場所 :横浜みなとみらいホール

横浜市西区みなとみらい2-3-6(〒 220-0012)

・ みなとみらい駅(東急東横線直通/みなとみらい線)下車、「クイーンズ

スクエア横浜連絡口」より徒歩3分

・ 桜木町駅 (」R京浜東北線・根岸線/横浜市営地下鉄)下車、動く歩道からラ

ンドマークプラザ経由でクイーンズスクエア 1階奥(徒歩 12分 )

*チケット売り場付近に集合、役員がまとめてチケット購入 します
スケジュール :11:30開場 12:10～13:00演奏

演奏 :近藤 岳「′ヽッハ讃・未来への轍」

★お食事 ロイヤノリく―クホテル 68階  「皇苑」

会費 :4,100円  当日集金

申込先 :中村 (携帯)090-5801-0920(留守電対応)

メール J/Ogabわ。たa17aga″a@gmattcor77

申込〆切 り :6月 14日 (日 )

キヤンセル :6月 20日 (土 )まで (そ の後のキャンセルで費用が

発生した場合は、やむを得ず費用をいただきます。ご了承ください。)


