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2014年 12月 6日 (い、大阪束
「

■教会にて、広島女学・LI司 窓会関西ブロックの
クリスマス祝会が開かれました。

当日は、37名 の同窓生が集まりました,遠くはドイツから、また広島からt)参加があり、
卒業以来

｀
「

世紀ぶりの再会とtヽう場面t)あ りました.

ハイブオルガンυ)厳かな前奏で始まったクリスマスネL拝 ,大阪束
「

三教会の
斎藤成 l牧 師からは「定点観測 Jと 題し、二人の学者が、日々定点観測を
し続けていた天文学者だったからこそイエス誕生を告げる彗星を見つけることが
できた、|」 常生活を真摯に続けていく中から素晴らしい
t)のが見えてくる、というメンセ~ジをいただきました。

ネL拝 後のティーバーティーは、和気あいあいと、年代を超えて
みんなが女学院生にタイムスリンフするひと時ですt初めて参加

された方などの紹介のあと、おぃしい食事に
感謝しながら楽しく和やかにいただきました。
高校36回卒であり、染色家の人谷理彩さんに京都から来ていただ
いて、お話をお間きしました.ご 自分の信仰について、フランクに
エネルギッシュに語られ、その作品からあふれるパワーの源を感じる

ことができました.

その後は、全 員でクイズタイム。世界のクリスマスの

風習についてのクイズに、みんなで頭をひねって、需り
上かりました。

も盛況でした,売上は毎年いく簡所かへ寄付しており

ますが、今回は一部を同窓会本部を通して、広島 11砂 災害義捐金
にさせていただきました。
クリスマス祝会に参加すると、礼才卜の厳かな雰囲気とともに、母校
でのクリスマス前の何とt,いえない iLやいだ気持ちを思い出します .

広島弁の飛び交う、暖かくアットホームなこの会を続けていけたらと
思つております。今年 t)、 12月 5日 (土)に 予定しています。どうぞ、
ご参加下さい.i件 ■)

不用畠はtちろん、

日お生0手作りの品や、
フィリピンのお母●たたちが

染e家・天谷理彩さん

お洋田tご自身0
作品だそうです

毎年恒例のバザー

亡学燎卒業以来の員会 .

蔀えてみたら50年 断く経つてろ !

でt、 不思議なtので―曖で

あの嘔に層れすιた。

作つたカードt好評です



ひ どこと
みなさまからの近況報告を
Tw tterサ イズで紹介します

くお名前(卒年/日姓)>

>3のところ一人で平凡な生活を送っております。

息子二人は各々家庭をもって、川崎と名古屋で

暮らしております。  く石田みどり(高 6/林)>

>両親を見送り、主人も送って′5、と気づけば、わが

身が思うようにならな<な り、皆様にお世話に

なっております。女学院での生活を、生きる誇りに

思つています。<高山素子 (高 5短大4/渡35)>

>S27年 ヴォーリズ氏設計の若葉寮が新築されて

牛田の仮宿舎から入寮しました。クリーム色の壁

に赤い屋根、スパニッシュ・コロニアル様式でまる

でホテルのようだと市民の羨望の的でした。H12

年に閉寮し、現在は図書館になつていると聞いて

います。懐かしさで涙ボロボロです。

(福場澄子は豆大2/力□藤)>

>お墓参りに竹原に帰りました。′3るさとは、無限の

愛、心のよりどころ、オフシスですね。

r墨絵にも 似て |ぎけし春 瀬戸の海」

<増田多三江〈高4/南 )>

>大阪に転勤してきて10年目になります。

く出□孝子 (高 33/福 島)>

>母の体調もあり、実家と行き来をしております。

く土屋典子 (高 35/高下)>

レ先日、友人数名と広島に集まり女学院へ行き

ました。松重先生に偶然お目にかかることができ、

楽しい時間を過ごしました。

く島野友子〈高36/西川)>

>大阪に転居して半年になりました。連絡ありが

とうございました。 <廣田寿美 (高33/松村)>

卜「誰の心にも詩がある」と信じる俳句の師につい

て6年目になります。

『言葉寒 決めかねてゐる 外出着』

<榎本克子 (専科26/大洲1)>

卜前号の支部便りで紹介されていた、「平不□の本に

花が咲<時」の絵本を子どもと一緒に読みたいと

思つています。  <嘉 数由子 (文英35/宮川)>

>少夜足が痛みますが、年齢なりに元気でおります。

感謝です。 く山本昌子 (高 6/Ш縣)>
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卜昨年第二子を出産、子育てに追われる日々です。

く湯前葉子 (高51/3村 )>

>3年、年齢的に大きな節日です。半世紀という

長いFo5生 きてこられたことに、あらためて感謝し

つつこれからの時間も大切にしていきたいです。

(安形君予 (高 35/梅澤)>

レ星野先生がいらっしゃる機会に参加できず、残念

でした。先生のオルガン、聞きたかつたです。

く中野真理子 (高39短大38/廣畑)>

>72歳になりますが、まだジャズダンスを教えて

おります。 <依田正子 (高13/島本)>

卜OT年 5月下旬に高8期同期会が山形で開かれ、

参力0し ました。この年齢まで続けている水泳の

おかげで元気に過ごしています。

く田中順子 (高8/塚原)>

>山形で高8の同期会が行われ、参D□しました。

く有田澄子 (高 8/戸野)>

>娘たちも高 2、 大2になりましたが、日々仕事の

スヶジョールが確定しに<い状況です。

(岩本麻紀子 (短大35/財前)>

>近 江の里は矢0人 も多<懐 かしい土地ですが、

80歳を超えた私には参力0する元気がありません。

皆様、楽しんで<ださい。

く初本千尋 (高4短大3)>

卜60歳を過ぎながら、株式会社を設立しました。

後世の若者のために土台を10年かけて作つてお

きたい…その一念です。く宮脇千鶴子〈高22)>

>二人の子どもたちも成人し、これから自分のため

に…と思っていたところ、相次ぐ義父母の入院、

手術、そして老眼、足の関節炎と一気に年齢を

感じています。今は体と相談しながら手芸とガー

デニングを楽しんでいます。

く東加代〈高34/百本)禾□歌Ш支部>

レ母校を懐かし<思っています。

く玉置邦子 (短大7籐路)>

>傘寿を迎えました。以前より膝を悪<して通院の

毎日です。支部便り、楽し<拝見しております。

敬老の日のお祝いをいただき嬉し<、 申し訳あり

ません。美味し<頂戴いたします。

<久志茂子 (高 4/ス志)>



>広島に3っ越しました。お世話になり、ありがとう

ございました。  く岡田矢0恵子〈高23/吉成)>
>大学進学のために広島を離れ、そのまま関西に

居ついてはや30年。大学生2人と高校生1人の息

子の食事作りとパート勤務の毎日です。ところで、

「高女」や「文英」などの分類が複雑で、自分がど

この何年に属するのか分かりません。

く大西麻子 (高 37/田代)>

卒会分類と卒業年度は、同窓会から送付される郵便物の

タックシール (住所や宛名が印昴1されたシール)の 下端に

印昂1された番号で知ることができます

高女…高等女学校   1000
高校…高等学校 (新制)2000
専科…専門部家事科  4000
専英…専門部英文科  4200
専庭…専門部家庭科  4500
専保…専門部保健科  41011
専被…専門部被服科  4300
専経…専門部経済科  4400
短大…短期大学部   5000
大英一大学英文科   6000
文英…文学部英米言語学科    7000
文日…文学部日本語日本文学科  7100
文社…文学部人間・社会文化学科 フ307

科文…生活科学部生活文化学科  7200
科食…生活科学部生活科学科食物栄養専攻 7308

科環…生活科学部生活科学科生活環境専攻 7309

生デ…生活科学部生活デザイン・情報学科  7310
生管…生活科学部管理栄養学科  7320
文幼…文学部幼児教育心理学科  7110

高女は 56回まで、1949年卒より新制高校となります。
大学の大英は 1953年卒～1970年卒までです。

くタックシールの番号の見かた>
例:   2000 28E 7000 10C

/々/  /     ヽ   ｀ヽ
、

高等学校 28回 Eクラス 文学部英米言語学科 10回 Cクラス

もし不明な点がありましたら、お気軽に同窓会大阪支部

まで、ご連絡ください

,敬老 のプ しゼントタ

広島女学院同窓会大阪支部から、

毎年80歳以上の会員に、

心ばかりの敬老の品を

お贈りしています。

昨年度は、46名の方々に

発送しました。
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2014年度 支部会費納入者微称略)

西原紀子   萩原京予   佐野裕子   南方香繊

浜H tt r   望月久恵   若松トキ了  渡辺 日奈

吉見幸子   大川郁 r   北村登久恵  浜 1良 子

田中順子   十谷信iI:   深i:美起代  藤原千寿子

定未典子   石橋美佐子  人幡和子   窪崎 千代子

方賀雅子   田中恭 r   廣瀬篤「   福場澄子

横田/」
j代   橘 順

「
   高野奈津子  片| 千代子

高山素子   宮脇千鶴 子  榎本克子   1:村 共子

山本昌 ∫   生田恵美   有出澄子   河野慶千

竹嶋恭子   佐藤葉 r   山岡
't奈

   守ド康「

茅原昌子   関岡直江   安形君予   安藤 愛

橋本恵美子  日方澄 r   福岡満寿子  田i」 愛子

L良郁恵   藤本勝
「
   飯塚淳千   島野女子

鈴見郁 i   尾花山美子  竹日1自子   木村雅千

布円TI千   馬場温 ∫   増田多三江  阪本留員

新宅蓉子   堅円雅 r   tt Ltltt r   人内島直美

藤井山美 ∫  今日fII了    石本 Iド 美   石本重美

宮崎能子   徳田Hg r   古田|,(I   Il部 ,I了

飯田ユリ   石田みどり  玉置邦 f   二ll静
「

堀内佐為 r  上屋典 r   長谷川ヒサ子 小川順子

井戸南海 r  讃岐絹 r   上羽喜矢子  鹿野幸枝

大塚善了   初本千尋   久志 I支 子   西本1公 了

天野芳子   岩崎lL久 了  片山芳千   岡本裕千

十:花澄 r   道菅まり   瀬山貞由美  西川典子

′
F佐美悦

以下の方々から、寄付をいただきました

宮脇 千鶴 r  tt llみ どり  小川順 i

竹田直千   ブヽ幡不口r   横田迪代

馬場温子   安藤 受   尾花山美子

新宅蓉 r

ご協力ありがとうございました。

増 11多二,:

オ:原 昌子

榎本克千

(順不同)

, 同窓会大阪支部の活動は、 輛
みなさまの含■でなりたっています

◇年会費  1.000円
◇郵便振替 00990792839

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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20:4年鷹広島七学餞闘■■口■クロ意舎 h近江ハ僣
2014年 5月 31日 (上 )、 滋賀支部担当で、関西ブロック同窓会が開かれました。

広島女学院中・高校長であリオルガニストである星野H青 夫

先生を迎え、ヴォーリズ夫妻創設の近江兄弟社学園にて、
「讃美歌とオルガンの響きJと題したバイフオルガンの演奏

を聴きました。なかなか普段は足を踏み入れることのない

他校にお邪魔させていただき、美しい建物の中で先生の演奏を聴く…とても贅沢な

時間でした。1日 女学院中学校の校合がヴォーリズ氏による設計ということにも不思議

な縁を感じました。

その後、ホテルニューオウミヘと移動し、美味しい食事をいただきながら、多くの方々

と楽しい時間を過ごしました。

この機会にと、近江ノヽ幡市内も堪能しました。赤こんにゃくや、クラブハリエのバウム

クーヘンなど、名物が沢山あつて、充実した初夏の 日となりました。

今年度は、京都支部担 当です。京都・嵐 日の天龍寺で予定

されています。こちらも、これから楽しみですね。詳しくは同封の

同窓会案内をご覧ください。できるだけ多くの皆さまとお会い

したいと思っております。(道菅)
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―
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4月 2日   大阪支部だより校正   出席5名

4月 16日  大阪支部だより発送   出席8名

5月 31日  広島女学院関西プロック同窓会

於 近,T兄 弟社中学高等学校/ホテルニューオウミ

出席 64名 (お 客様 9、 大阪 19兵庫 H、 す|“ 1、

奈良 51・ 賀 2、 広島・同 11)

「讃美歌とオルガンの響き」

広島女学院中学高等学校校長 星野晴夫先生

9月 10日  敬老プレゼント発送    出席4名

11月 11ロ  クリスマス祝会準備会

出席15名 (大 阪「 兵庫7奈良1)

12月 7日  関西プロッククリスマス祝会

於 大阪東十二教会

出席 37名 (大 阪 13兵庫 18、 京都 2

奈良 2ドイツ 1、 広島 1)

メンセ~ジ 「定点観測 J

大阪東十三教会 斎藤成 ■牧白F

l月 24日  新年打合せ会・支部だより準備会

出席15名 (大 阪ア、兵庫6奈良

“2月 26H  大阪支部だより準備会   出席5名

3月 24日  会計監査        出席7名

*)寄付先 広島土砂災害義捐金、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。

上記の通り相違ありません。 2015年 3月 24日

鉗監査
太み暑チ([)

2Cb15年度広口貫学鵬日菫会年■塵嘔
たわりに、え第たち、キびなさい。鬼杏を考になりをさい。

励まt^い /●・れ 。`3、 をヽ一つにtな れ 。ヽキおき保ちなれ 。ヽ

そうサイtば、たとキおのやがあなたがたと共にヽ`てくだれ ま`す。
コリントのイき往への手ムニ ′夕幸 ′′:わ

く編集後記>
今年は阪神淡路大震災から20年 です.あの同体験したことが ll史 となっていく

ことに、時に,i惑 いを覚えます 戦争や原爆を体験された方 t々,こんな気持ち

だったのでし|うか あの夏から70年で ,ヽあります.(西川)
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<収入>
前年度繰越 193.803

支部会費 98,000

クリスマス会 会費 54.000

クリスマス会 献金 36.700

クリスマス会 バザー 21.505

寄付 43.000

利 子 28

収入計 450.036

<支出>
支部 だより F口 刷 48.524

文 具 豊 8.144

交 通 62,106

会議費 2,600

クリスマス会 経費 70,653

クリスマス会 寄付 *) 35,000

敬老フレゼント 39,798

支出計 266.825

次年度へ繰越 183,211

合計 450,036


