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2013年 12月 7日 (土 )、 大阪東十二教会にて関西プロックのクリスマス祝会が開催されました。

今イliは 、5名 の初参加の方や、最高齢 100歳の,I村信子さんから 40代の方まで 39名 の同窓41と

楽しい時間を過ごしました。

第 1部はクリスマス礼拝で、斎藤成二牧師より「インマヌエルなできごとJと いうメッセージを頂きました.

ご rl身の 日常の逸話を、笑いをまじえて紹介され、それらのことから「嫌なことすべてを取り除けば、

ほんとうに幸せなのだろうか ?」 と問いかけられ ました。みなで讃美歌を歌い、お祈りをささげ、広島

女学院生時代の日常であった礼拝のひとときを、久しぶりに体験したという司窓生もおられました.

第 2部はティーバーティでした,参加者 ‐人ひとりのお名前を呼んでの紹介の後は、サンドイッチや

手作リケーキ、定番となつたフルーツホンチをいただきながら会話が弾み、賑やかに会は進み ました

東京オリンヒックが決定したことにちなんで、スホーツ関連のクイズやゲームt)あ り、盛り上がりました

また、兵庫支部の篠原悦子さん (高 4)には、アメリカ・オレゴン州で開かれた原爆追1卓の祈念会に参加

された旅のお話をしていただきました。この祈念会は、篠原さんの同級生で、アメリカで反核・反 llkの

運動を続けてこられた田村秀子さん (高 4)が所属するローグバレー 平和合唱団が、7年前に来 H公演

して以来、毎年開かれているそうです。たくさんの現地でのお写真などを紹介していただき、心 lhtまる

交流のようすや、国境を越えての反核・反戦の思いが伝わってきました。

ロビーでは、例年通リミニバザーt)開かれ、手作りの‖lゃ 各家 771か ら持ち寄つたt,のなどからllli出 し物

を見つけることく)できました。ご協力いただいた方々、ありがとうございました。

バザー …(可 を買おうか
迷いますね

篠原さんのお話の中で、田村秀 子さんの活動の

一つである英語の絵本『 平和の本に花が咲く時』

を紹介していただきました。
｀
昭 fL・ の戦 火を生き延びて、平わの道を

探したお爺ちゃんとお婆ちゃんのお話(す .

子供を震え上がらせる挿絵は皆無てすが、

戦火、焼け野原、抜射能の苦しみ、隣人麦

て結ばれる平オロの木の種、等 マ私逹か

本 当に経験した事も描 写されてぃます.｀

田村さんがお話を

書かれた絵本

↑
篠原さんのお話
写真も美しく、
大きな刺激を
受けました

←おいしいもの
を前に、実顔も
こぼれ…世代
を超えて談笑

(田 村さん 談 )

"When a Peace 1Yee Blooms"-



●あわただし<落ち着きのない毎日を送っており

ますが、病を得ていないのがラッキーです。

く橋爪禎子 (大英14/堂原)>

●3年、上の子が高校生、下の子が中学生になり、

少しほつとしているところです。

<萩原京子 (高40/寺山)>

●夫を見送り早丸 5年、独り生活に慣れ地域の人び

とと楽し<過ごしております。

<本村雅子 (短大5/中川)>

●出席できる足と眼のある幸せを味わいた<、 自

重して皆様のお顔を拝見するのを楽しみにしてお

ります。92歳を超えました。

<森朱実 (高女46/小川淳子)>

●5月初旬、ドイツより同期河村登美子さんが帰国

され、大先輩の河村信子さんにもお会いしました。

元気をいただきました。新しい役員の皆様、ありが

とうございます。  <田 中順子 (高8/塚原)>

●子供が小さいため、欠席申し訳ありません。また

現在、第 2子妊娠中です。

く嘉数由子 (文英35/宮川)>

●国語科の松重先生が今年度で退職のため、記念

となつた第 33回マン日リン部定演に OGとして参

加してまいりました。音楽のすばらしさを教えてく

ださった先生に感謝の気持ちでいつぱいです。

<清水真由 (高 52/大下)>

●大阪に来て10年になりました。

く石村美由紀 (短大34/池田)>

●上の子が大学生となリホッとしたのもつかの間、

まだまだいろいろありそうです。先輩諸姉が乗り

越えていかれたであろう道と思い、家族や己を励

ましております。   く佐藤葉子 (高 35/角振)>

●同窓会のお世話をありがとうございます。今春

より、孫が高1、 中1、 年中組と進級しました。主人も

4月末で退職しまして、これからは趣味に励むと

意気込んでおります。

く井戸南海子 (短大12/中矢)>

●2月にはまだまだお稽古不足のうぐいすが、4月

下旬に久方ぶりに訪ねてきてホーホケキヨと本調

子 1お上手になつたのねと嬉し<な りました。自

然からの癒しをた<さんいただいています。

く増田多三江 (高4/南 )>

●ホームカミングデーに参力□しました。30年ぶり…

の女学院の空気感はこれからの日々の糧の一つ

となりそうです。  く安形君予 (高35/梅澤)>

●昨秋、大を亡<しましてただつは独りの生活です。

息子二人はそれぞれ家庭を持つて、川崎と吹田に

おります。 く石田みどり(高6/林 )>

●神社参りに図書館通い、スーパーのはしご、毎日

できるだけた<さん歩<ようにしています。

く尾花由美子 (短大28/木下)>

●昨年今年と、結婚して以来初めてのひどい風邪
~

をひきましたが、おかげさまで無事回復して元気

にしています。  く榎本克子〈専家26/大沙‖)>

●年々外出がおっ<うになりました。(元気にはして

おります)皆様のご健康を念じております。

<横田廻代 (高女53・専家25/竹野)>

●独り住まいの88歳の母が心配で、大阪と広島を

毎月のように往復しています。なかなか行事に参

力0できな<て申し訳ありません。

く田辺愛子〈高20/本原)>

●少しでも役に立つのならと地区のボランテイア活

動に頑張つています。元気でお手伝いできること

を感謝している毎日です。           v
く二祖語子 (高6/稲葉)>

●数え100歳で逝つた姑の七回忌を済ませホッとし

ています。供養する故人のご縁で集う者たちの再

会が喜びです。脈々と繋がれる命の繋がりを切々

と思いました。新 曰スタッフの皆様のご努力に感

謝いたします。  く望月久恵 (文英2/伊本)>

●,年 1月右ヒザを痛め、外出も思うようにいかな

<なりました。通院、スーパーでの買い物はできま

す。同窓の皆様のご健康をお祈り申し上げます。

く若松トキ子 (高女49/岡 )>

●支部便り、楽し<拝見いたしました。いつもお世話

になり、ありがとうございます。お茶 (裏干家)の

教室をしております。 く有田澄子 (高8/戸野)>
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●今年こそは同窓会に参加しようと思っていまし

たが、ちょうど娘の出産時期と重なりますので、

残急ながら今回も失礼いたします。

く渡辺日奈 (高 23/長嶋)>

●3年の春は上の子が小学校入学、下の子が幼稚

園に入園して、私も一緒にドキドキワクワクの毎日

です。 く山谷恭子 (高43/若宮)>

●老体ながらボランテイア活動、俳句の会、ハイキ

ングとよ<出かけています。

<藤本勝子 (大英6/吉村)>

●いつもご連絡<ださり、ありがとうございます。

すつかり体も55<なり、ただいま療養中です。

く河野史子 (高 5/武田)>
´0今年こそ参方0したい !と思つていましたが、すで

に仕事関係の予定が入つており残念です。

く鹿野幸枝〈高12/寺本)>

●新支部長さま、よろし<お願いします。片出さま、

長い間ほんとにほんとにありがとうございました。

<廣瀬篤子 (高女48/勝部)>

4月 11日  大阪支部だより校正    出席5名

5月 8日   大阪支部だより発送     出席8名

6月 22日  広島女学院関西プロック同窓会

奈良ホテル

出席 59名 (お客様 8、 大阪 19、 兵庫 13、 京都 5、

奈良 12、 滋賀 1、 広島 1)

講演 「仁工像大修理」

奈良国立博物館名誉館員 鈴木善博氏

9月 10日  敬老プレゼント発送     出席 6名

11月 12ロ クリスマス祝会準備会

出席 17名 (大 阪 H、 兵庫 5、 奈良 1)

12月 7日  関西ブロッククリスマス祝会

大阪東 |三教会

出席39名 (大 阪 17、 兵庫 16、 京都 3、

奈良 2、 ドイツ1)

メッセージ 「インマヌエルなできごと」
大阪束十三教会 斉藤成二牧師

1月 29日  新年打合せ会・支部だより準備会

出席12名 (大阪 7、 兵庫 3、 奈良2)

2月 6日   大阪支部だより準備会   出席6名

3月 26日  会計監査         出席7名
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2013年度 支部会費納入者(敬称略)

鈴見郁子  大川郁子  安藤 愛   西原紀子

藤本勝了  高野奈津子  篠山素子  岡田知恵子

藤原千寿 r 定末典子  木原圭子  土谷信江

若松トキ子  渡辺 H奈   有田澄子  大西麻子

守屋康 ∫  福場澄子  横田迪代  岡部厚子

出中恭子  片山千代予 永森三世子  望月久恵

橘 順子   茅原昌子  丼戸南海 子 田辺愛子

新宅蓉 ■  王村英子  廣瀬篤子  大田原茂代

1三井洋千  徳田昭子  飯塚淳子  田中順子

石本重美  藤井恵美  馬場温子  石田みどり

榎本克子   日方澄子  関岡直江  島野友子

増出多三江  石本正美  吉見幸子  二祖静子

木村雅

`  
浜日良子  川畑笑美  安形君予

ナ

`花

由美子 橋本恵美子 山下令子  佐々木不口子

谷川洋子  二木好美  佐藤葉子  今日和子

出中夏美  八幡和子  竹鳴恭子  久地茂 チ

辰巳郁 r  西村公子  上羽喜久子  大本久美

佐野裕子  萩原京子  河野慶子  入内島直美

橋爪禎子  世良郁恵  岩崎紀久子  宮崎能子

天野芳子  飯藤房子  丸石陽子  生田恵美

片山芳子  岡本裕子  立花澄子  道菅まり

井上祥子  瀬山真由美  西川典子  宇佐美悦

以下の方 々から、寄付をいただきました

丸石陽子  木村雅子  増田多三江  出中夏美

人幡和
「

  辰巳郁 r  橋爪貞子   横田迪代

榎本克子  馬場温子  鈴見郁 子  尾花由美子

井原昌子                (I贋 不同)

ご協力ありがとうございました。

同意会大阪支部の活動は、
みなさまの会■でなりたつています

◇年会費  1,000円
◇郵便振替 00990-792839

広島女学院同窓会大阪支部

同封の振替用紙をご利用ください
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2013年 6月 22日 (土)奈 良ホテルにて

2013年 6月 22日 (11)、 「占都奈良の迎賓館」奈良

ホテルにて、広島女学院関西プロック同窓会が開催

されました。

大矢みどり同窓会会長をはじめ、広島からもたくさん

のグストを迎え、奈良支部の大先輩のビアノ演奏で

華やかに会は始まりました。

素晴らしい食事を堪能した後は、奈良国 転博物館

名誉館員の鈴木氏による東大寺南大門「仁工像

大修llPJの講演に、興味深く間き入りました。

百年を超える歴史を持つ建物と、初夏の奈良の自然

の中で、同窓生との懐かしくも新鮮な交流の一 日と

なりました。和やかな思い出を胸に、来年の再会を

約束しての閉会となりました。

2013年度会計報告 (20134～ 20143)
<収入 >

<支出>
支 部だより 印刷 34.996

文具事務費 19,750

交通通信費 63.700

会議費 3.000

クリスマス会 経費 70,225

クリスマス会 寄 {寸*) 45,000

敬 老フレゼント 37.800

支出計 274.471

次年度へ繰越 193.803

合計 468.274

*)寄付先 広島女学院同窓会、広島女学院維持会、

止揚学園、釜ヶ崎キリスト教教会、

フィリピンの子どもたちヘ

なおこのほかに特別会計として預金¥750,000-が

あります。

奈良国立博物館名誉館員

鈴木善博氏

なかなか間けない貴重なお話でした

スしふりの顔、

なじみの顔 ・̈

笑顔がテープル

を囲む、楽しい

ひとときです

2014年          同

あなたのみ吉景は、わたtの■のえ

わたtのユどとらす灯。

詩篇 119編 105節

<編集後記 >
みなさまからいただく「ひとこと」が年々増えてくるのが嬉しいです .

お会いしたことのない方でt)、 ちょつとした様子を垣間見させてもら

えると、身近に感じるのが不思議です。ヽ HK朝 ドラマ「花子とアン」

を見て、往時の母校もかくありなんと想像膨らませています。ヽ

‐
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塵 206,669

支部会費 96,000

クリスマス会 会費 58,500

クリスマス会 献金 41,500

クリスマス会 ′ヽザー 22.580

寄付 43.000

利子 25

収入計 468.274

くぉr.9ι、合わせけ二ちらまで>

発行責任者
広島女学院同窓会大阪支部長 岡本裕子
TEL  072-692-0039
ayame―osakaOmai goo_ne」p

上記

f通
り相違あり
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