
広島女学院同窓会
第 39号
2012年 5月埼玉支部だより

|り
「
1

,ず

千″ハ、マ||、 たりすlザ |

」、.夕,い ■ ;リ ン ‐ビー才11:ん―し1'プ

中野美代子 (小坂) 大英8



: 年間聖句
' ●●●●●  ・●

`

「求めなさい。そ うすれば、与えられる。探 しなさい。

さい。そ うすれば、開かれる。誰でも求める者は受け、

かれる。」

そうすれば、見つかる。門をたたきな

探すものは見つけ、門をたたく者は開

ルカによる福音書 11章 9-10節

“2011夏雲の集い"ご報告

～原爆死没者追悼礼拝～

7月 4日 (月 )王子教会には広島女学院同窓生がぎっしり着席され、天窓

から自然光が入り皆さまの熱気が浴れる中、追悼礼拝は始まりました。

まず出張のお忙しい中お越し頂きました黒瀬院長が原爆で亡くなられた

350名 の追悼をされました。そして「初めての英文科の定員割れとこれから

の少子化を考え、大学改革をすることにしました。」と大学の展望を述べられ、

又「我々の教育は関連つていない。いつもゲーンス精神を貫いてきました。

24,lXXl人 の卒業生を見て下さいと大きな声で言えます。」と熱く語られまし

た。その中の一人として身が引き締まる思いでした。

礼拝の第一部では福岡清子さん (花神)の司式、今井典子さん (石井)の奏楽、大久保正

禎牧師には「彼女を記念して」の説教を戴きました。

第二部では埼玉支部の奈良原章子さん (森 )、 杉岡法子さん (上居)、 河野昌代さん (中村)、

森頼子さん (上野)、 清水敬子 (元岡)を含む有志 16名 (他支部長の積極的な呼びかけとご協

力を得ました)が今井典子さんの伴奏で 「平和の祈り」を二部合唱しました。そして梅宮玲子

さん (天野)にシャンソン「ヒロシマ」を弾いて歌つていただきました。

茶話会でも今井さんの伴奏により梅宮さんに佐々木貞子さんを歌つた

「祈りJを歌っていただきました。心に重く深く響きました。そして西恵

三先生から天体のお話をお聞きし、広大な気持ちになりました。猛暑にも

かかわらず 60名の皆様が集われましたことに感謝です。

(清水)

<奈良原章子 さん書>

<梅宮玲子さん>

<合唱 して頂いた皆様 >



広島女学院創立 125周年を祝 う会

2011年 10月 29日 (土)品川プ リンスホテルにて 125

周年を祝 う会が開かれました。

埼玉支部から 17名 、全体では 140名 が集いました。

広島から黒瀬理事長・院長、長尾学長、星野中・高校長、

古屋同窓会会長、中・高の片山美代子先生が、そして西元

院長がご出席下さり、岡崎智恵子さん (高 22)のオペラ

もサプライズで歌つて下さいました。12:lXl～ 1430ま で皆様賑や力ヽ こ歓談され、終了後同ホテ

ルの 39階 “トップ オブ シナガワ"で 70名 の方々が二次会を楽しまれました。

当日は片山先生とお話しができて、嬉しいことでした。大崎まで帰つ

たところ同期からのЪlでまい戻り、思いがけずまたまた、楽しいおし

ゃべりができました。ながめもすばらしくお世話下さつた役員様に感謝

―おネし状から
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いたします。

詳しい内容は、広島女学院同窓会のホームページの “東京支部ニュースNo.57発行のお知

らせ"を ご覧下さい。

色々な都合で参カロ出来なかつた方々も出席された方々も

より、明日からの一歩が頑張つて力強く踏み出せるのでは

<埼玉支部からの出席者の皆様>

、自身の青春時代を記念することに

<祝会テープル花 >
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と思います。 (清水 )



20H年度会計報告 (2011.4.1.～2012.3.31)

前年度繰越金
支部会費 (他年度込)

寄付金

茨 同繰 識谷

当決算報告は、公正、妥当と認めます。
2012年 3月 31日 会計監査

(印刷・封筒代・送料他 )

(夏雲、祝会の写真送付等)

(交通費)

、ヽ祝会の分担金、お花代)

寄付 )

(80名 /230名  敬称略)

々 牙 十 子
③

季奢喜秦季{呂姜を9)
別処美津枝 (高 6)

堀田裕子 (高 23、 文日5)

前悦子 (高 19、 文英 1)

町田君子 (短 16)

丸笹まゆみ (高 25)

三上愛子 (会友)

三上真美 (高 33、 文英 15)

宮澤真智子 (高 31)

宮前美子 (高 7)

官不明子 (高 15)

村田春美 (高 23、 文日5)

森頼子 (高 26、 文日8)

森田祐子 (高 28)

横尾清子 (高女47)

横山玲子 (高 25、 文英7)

吉川幸美 (高 33)

i‐原恭子 (高 8)

米田喜世香 (高 8)

若林マスミ (高 10)

渡辺道子 (高 6)

¥51,622
¥168,000
¥11,lXXl
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2011年度 支部会費納入者

高橋マ リ (高 21、 短 20) 福岡清子 (大英 14)
山下陽子 (高 21、 脱会されました)

昨年度の分も納入された方

来年度の分も納入された方

赤池喜久子 (短20)

新井恵子 (高 10)

石田佳恵 (高 18)

猪熊志真子 (高女52)

今井典子 (高 15)

岩井美子 (高 32)

遠藤節 (高 7、 短6)

大熊幸子 (短 6)

大野真澄 (高 7)

大畠啓子 (高 20)

大平加代子 (高 24、 文英6)

喬弊綸晨福艘大英Q
加藤和江 (高女51)

金舛ますみ (高 13)

金子悦子 (大英8、 高8)

川口和子 (高 10、 大英10)

菊谷多恵 (高 13)

北谷恭子 (高 18)

久保田陽子 (高 22)

河野幸子 (短 18)

河野文子 (高 10)

河野昌代 (高 24、 文日6)

小嶋陽子 (高 21)

小原誠恵 (大英 13)

小松愛子 (高女49、 専庭7)

近藤和恵 (高 13、 短 12)

昨年度既に納入済みの方

中島 規予子 (高 6)

西條ミナ(高女50、 専家24)

樫蕉嚢着李Π普猛、蜘。
準磐穆季1呂 :な 疑習な)
還藤蜜季{奨奨キ4)
あ最樫季{膏 1と、露キの
螢禽譲季1唇 :;｀

文英6)

,蓬塁孟1書 ::キ 大英15)

思泉壊季{居:,｀

短12)

走倉晏曳霙1'短
19)

書目醤籠季{暑 l:}

串雫邊季長晉号
19)

串簿費弩貢書査番
8)

奮見曇豪言1`行要Ll)
糟品墓袋漫管き誇

英8)

高橋真弓 (高 4、 大英4) 東洋子 (高4) 野崎真奈美 (高 34)

山口智寿意 (高女44)



敬老の日によせて

今年も敬老の日をお祝いして会費を頂いている 75歳以上の方々に会員一同よリプレゼント

をお贈りしました。お礼状から抜枠しました。 (敬称略)

猪熊 志真子 (目 崎)【高女521 茨城県取手市

お気にかけていただきお礼申し上げます。私事いつのまにか自分でも信

じられない様に年ばかり重ねて、でも何とかいろいろ好きな事を楽しみ乍

ら日々過ごして居ります。唯ずい分に何事にも用心深くなりました。

渡辺 道子 (万力)【高 6】 新潟市

素敵な写真とお手紙有難う御座いました。先日二人でミニミニ同窓会をしました。皆さん元

気で何よりです。今年も地震やら原発やらで集まりも一年振 りでした。 日本が元気にならない

と私共も元気が出ません。

中島 規予子 (佐々木)【高 6】  さいたま市

この度は素敵なレターペーパーをお送り頂きまして有難うございました。広島女学院同窓会

とのロゴ入りで校章も付いてうれしゅうございました。最近は頭の体操にと辞書を片手になる

べく手紙を書くように致して居 ります。 (中略)お気に入りのレターペーパーが加わりました。

有難 うございました。

山口 智寿慧 (大下) 【高女 44】  さいたま市

「手紙が書けなくなったのでお礼のお電話をしました。学生時代はパレー部でお転婆でした。

女学院が大好きで学校へ行くのが楽しかつたです。今でも女学院が大好きです。今はハープや

ミニバラ等でポプリを作って娘のお店のお客様に差し上げています。出掛ける事は出来なくな

りましたが元気です。」と明るい声でお話しされました。

東 洋子 (石井)【高 4】  群馬県前橋市

九月に貴女から写真入りのすばらしいお手紙をいただいてより、ずつと私の部屋の壁に貼り

毎日眺めて暮らしています 。・・。それなのにお返事が書けなくて、とうとうこんなにも遅く

なつてしまいました。ごめんなさい 。・・。 ～略～ でも本当に富士山の写真がすばらしく

て嬉しくてうれしくて何とも言えない程うれしかつたのです。～「昔、富士山に登りたかつた

為車の免許を取得後、車で工合目まで登つたもののガソリンが切れてしまい、お供の息子さん

のア ドバイスで坂道を下り、下の湖まで下りた所で車は止まりました。本当にラッキーでした」

と思い出話を披露して下さいました。富士山つて本当にいつ見てもどこから見てもすばらしい

ですよね。実はもつと早くお返事を書きたかつたのですが、・・ 。と体調を崩されたこと、「夏

風邪には気をつけろ」とお医者さまから言われたこと、“埼玉"はすばらしいですね、ご活躍を

お祈りします、など温かいお言葉の溢れるお便りを頂きました。～

☆ 武内淑子 (阿部 【高51さいたま市)さ ん、平石加須子 (宮本 【高女 49】 り||口 市)さ んか

らもおネLのお電話を頂きました。
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ぐ  震災関係のお便りく暉韓響<
大規模地震や昨年 3月 の地震の余震があり、まだまだ予断を許さない昨今です。

昨年 3月 の東日本大震災後、支部長を兼任しております新潟・茨城・宇都宮の一部の方々に、

副支部長と手分けして、電話やお手紙でご様子をお伺いしました。

昨年の 38号でも少しお伝えしましたが、皆様ご無事であつた旨のお礼状を頂きましたので、抜

粋してお知らせします。

古屋 由利子  【同窓会会長】 広島市

この度の大地震・大津波 。原発の事故 あまりの被害の大きさに声もありません。心よりお

見舞い申し上げます。同窓生一同心を痛め心配しております。一日も早い復興と皆さまが早く

平穏な日々をとりもどし、お元気になられることをお祈りしております。なお、同窓会から義

援金を寄附する予定です。 (2011年 3月 30日 に届きました)

☆震災義援金は福島市の桜の聖母学院の里規制度に使われます。

小田部 典子 (上岐) 【高32】 茨城県ひたちなか市

震災当日は職場 (介護)での安全確保等した後、自宅まで 13kmの距離を徒歩帰宅。家族全

員無事でした。家財等修繕はまだですが、笑い声に包まれ生活しています。人は物・金・地位

ではなく心で生きる 本当に清水さんの言われる通り家族が原点、そして良き友人を持つこと

ですね。母校 (同窓会)の皆様にもよろしくお伝え下さい。(2011年 4月 22日 に届きました)

大苗 みどり (片山) 【短211 栃木県宇都宮市

横揺れがとても長い震度 6強でしたが何事もなく無事に過ごさせてもらつています。ただ主

人の元の職場は大被害で回復には時間がかかるみたいで心配です。(中略)被災者の皆様に早く

春がきますように祈る日々 です。 (2011年 4月 22日 に届きました)

勝原 文恵 (川本)  【高 191 茨城県龍ヶ崎市

お日にかかつたこともない方から、このようなお気持ちのこもつたお手紙を頂戴し、ただた

だ恐縮しております。・・ 。と申しますのも、私方は被害というほどのことは、ほとんどなく日

常の生活を続けておりますので 。・・。どうぞご心配くださいませぬよう。お手紙 うれしゅう

ございました。 (2011年 4月 26日 に届きま した)

人木澤 英美 (福田) 【高 31】 栃木県宇都官市

先日は度々お電話いただいたり、お手紙まで、お手数お掛けしました。本日支部だよりが届

きました。楽しく拝見させていただきます。まだ余震も続きます。原発も不安ですが、どうぞ

一日も早く収束することを祈ります。 (2011年 5月 31日 に届 きま した)



水本 禎子 (日 浅) 【文日10】  茨城県ひたちなか市

おかげさまで家族一同無事に過ごしております。一部物損はありましたが、大したこともな

くすみました。ただあの日から停電が三日、断水が十一日も続き、止まぬ余震と原発におびえ

る日々です。早く収束してほしいと願うばかりです。それでも、こうして心配して下さる皆さ

まにどれだけ心強い思いをしてお りますことか 。・・ (20H年 5月 2日 に届きました)

小原 誠恵 (寺本) 【大英 13】  茨城県牛久市

地震発生時は外出していてあの揺れの怖さを知らなかつたことは幸いでしたが、帰宅してび

つくり。建屋は殆ど被害が無かつたのですが足の踏み場がないほどタンスなどが倒れ中の物が

散らかつていました。特に食器や壊れ物は全減でした。命があつたことが何より有難い事と思

い、久しぶり二ヵ月田舎暮らしをしてきました。しかし、いつまで経つても放射能問題は先が

みえず、避難生活にも疲れて限度を感じ自宅に帰つてきました。まだまだ余震が続いています

が、元気でゆつくり体養をとりながら整理に励んでおります。(2011年 5月 25日 に届きました)

石原 恭子 (田 中) 【高261   茨城県水戸市

今回の震災での私共の被害、不自由は、多くのものを失われ、避難生活を強いられていらつ

しゃる東北の方々のことを考えたらものの数ではございません。幸いにして、一か月半以上経

過 した現在、ほぼ通常の状態に戻つてお ります。 (2011年 5月 2日 に属きました)

中盛 玲子 (高橋) 【高28、 文英 101  茨城県かすみがうら市

大丈夫でした。茨城といつても、県南の為か、福島県寄りの方よりも被害が少なかつたと思

います。もちろん、直後には停電や断水もしましたし、今でも車を走らせると屋根にブルーシ

ー トが被せてある所や、塀が少し崩れてる家があります。でも、近所の方々とよく話しますが、

これだけで済んで助かつたと本当に思います。まだまだ関東全域で余震が多いですが、災害の

備 えは必要ですね。 (20H年 5月 11日 に届きました)

三上 愛子  【会友】 茨城県龍ヶ崎市

過日は思いもかけぬ御丁重な御見舞いを頂き唯々感謝致しております。なつかしい女学院の

方の暖かいお言葉に胸いつぱいになりました。やはり女学院のあの心が、受け継がれているの

に心が熱くなりました。女学院に育って私は本当に幸せだつたと思つて感謝致しております。

お蔭様で私共は小物の破損だけですみました。被災地の方には申し訳ないほどです。未だ余震

は毎日の様にありますが、震度3程度には驚かなくなりました。唯交通機関が未だ百%ではな

いので外出には不自由しています。そんなゼイタクは云つてはいけないですね。

(2011年 4月 24日 に届きました)



How are you ?

皆様いかがお過ごしでしょうか、アンケー トでお聞きしています。

質問 近況をお聞かせください。

～夢、楽しみ、取り組んでいる事、心がけている事など、ご自由にお書き下さい～

菊谷 多恵 (岡田)【高 13】  新座市

三寒四温の頃 桜の季節が待ち遠しいですね

いつも何かとお世話頂き感謝しています

1月 で 92才になつた母の在宅介護で相変わらず自身の時間は小間切れの日々を送つてい

ます 認知症は進んでも身体的には よく食べ よく眠り面白い事を?話 し元気にしてい

ますので まあ 幸せなことと思つています

今年は古稀を迎えます 人生の一つの区切りと身辺整理を心がけるつもりです

ささやかな活動ながら地域でのボランティア {バ リアフリーマップ 冊子作成}も頑張つ

ています

また同窓会でお会いできますことを願いつつ、、。

村上 啓子  【高 8】  茨城県牛久市

ご無沙汰しています。

史上初の被爆地ヒロシマから核兵器廃絶、平和利用という原子力の商業利用に異論を唱え

る年月を重ねています。

昨年 11月 は北欧を巡つて原発問題やエネルギー問題について市民レベルの対話を重ねた

り施設の見学をしました。

表舞台から消えたいのですが、少 し残っているエネルギーで次世代が平和に暮らせる方策

を探 ります。

秦 靖枝 (島本) 【高 13】   茨城県 牛久市

知的や精神の障害をお持ちの方が地域で普通に暮らして行けるように、ひとリー人の不便

さをていねいに支援する活動を続けています。

現在は、4棟のグループホーム、就労の場、パソコン教室などの事業運営と市民への啓発

活動に追われて、超多忙な毎日です。

90歳になる母が有料老人ホームに入居中。近いので毎日顔を見に行くのも大切な仕事で

す。
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別処 美津枝 (奥本) 【高61  朝霞市

なつかしく温かいお便りありがとう御座いました。心にかかりながら、日々の生活に追われ

時の過ぎる早さに気付かされています。

後期高齢になり、夫婦とも病をかかえていますが、初孫に恵まれ、心から人並みの喜びを感

じ病の痛みも忘れる事が出来、感謝の日を送つています。

昨年より日本も思いもかけぬ災害を受け各々の悲しみ、苦しみに耐え前向きに生きる姿に戦

中派にとつては原爆の食糧難を乗り越えて来た強さを日本人に感 じます。一歩一歩復活への

道を進むと信じております。

どうぞ、皆様も御自愛下さり、いつの日かお会いできます日を楽しみにしております。

桜井 直美 (山 下) 【高 111  比企郡嵐山町

いつもご案内いただきまして、ありがとうございます。こ 数ゝ年女学院の同窓会の行事に

参加出来なく申し訳ございません。夫が体調を崩し、外出を控えております。

足が、かなり不自由な夫を助手席に、家業のフルー トエ房へ行くのが、日課となつており

ます。自宅から4キロの滑り||までの道は秋にはり||の上手を歩くスリーデイズ 。マーチの集団

に会うこともあります。又、早苗が植えられ水を張つた田んぼの広がる春の景色は大変心和

むものがあります。

楽しみとして出かけているのは、大学の川越市中心の行事です。 99才の支部を作った最

長老の方や、大学を卒業し多方面で活躍中の若い方もいる層のあつい同窓会です。

有志による月 1回の読書会に出向くのは、不勉強の身には丁度良い刺激となっております。

特に広島市出身の竹西寛子著の作品は今まで 3冊選ばれております。『兵隊宿』『五日鈴川の

鴨』『詞華断章』です。読書会の本を選ぶ人は若い時からの竹西先生のファンということで、

お いゝに反省いたしました。とりとめのないことで恐縮 しております。

近藤 和恵 (森原) 【高 13】  春日部市

いつもお世話になり、有難く思つております。

昨年 3月 、 5人 目の孫が誕生。喜びもつかの間、翌日に東日本大震災が発生しました。多く

の方が亡くなられ 「命の尊さJを痛感しました。

娘婿は帰宅難民となり、娘は産後のナーバス状態で水騒動にも巻き込まれてしまいました。

原発問題も深刻です。私も被爆者の 1人です。被爆と被曝。放射能の恐さは同じです。当た

り前のことですが、一生懸命生きるという気持を強く持ち、平穏無事な日々に感謝しつ 過ゝ

ごしているこの頃です。

次世代を担 う子や孫達が住みやすい社会になつて欲 しいです。



『通信欄から』

支部会費納入の振り込み用紙の通信欄に寄せられた、皆様の近況報告を抜粋しました。

☆ 女学院が創立 125周年を迎えられた事本当に嬉しく、私もその中に入つている事光栄に思

つて居ります。当時が思い出されます。今、体調を崩 して居 りますが、母校と支部の御発展

をお祈り申し上げます。

平石 賀須子 (宮本)高女 49川 口市

☆ いつも乍らお世話になり感謝いたしております。皆様によろしくお伝え下さいませ。

猪熊 志真子 (目 崎)高女 52 取手市

☆ 当方、病院通いの日常ですが、がんばつております。いつかお会いする日を楽しみにして

おります。

別処 美津枝 (奥本)高 6 朝霞市

☆ 思いがけない震災おさわりございませんでしょうか、支部だより有難 うございました。

中島 規予子 (佐々木)高 6 さいたま市

新井 恵子  (石崎)高 10 春日部市

戸田 由紀子 (脇坂)高 14 所沢市

☆ お世話さまです。 どうぞよろしくお願いいたします。

大野 真澄 (古り||)高 7

中下 澄江 (藤本)高 7

米田 喜世香 (水岡)高 8

☆ 御世話有難 うございます。今年度もよろしくお願い致 します。

新座市

志本市

所沢市

☆ 支部だよりありがとうございました。

おります。

澤村 紀美 (竹尾)高 11短 10 鴻巣市

土谷 真由美 (土谷)短 19 鳩ヶ谷市

高橋 マ リ (伊藤)高 21短 20 所沢市

今年もまた、おめにかかるのを楽 しみにいたして

谷本 公子 (り ll上)短 6 川日市

]o



☆ いろいろとお世話になりありがとうございます。支部便
lなド魯[し蓋蝶重嘉

°

「
tF哺

吉原 恭子 (′

杉岡 法子 (上居)高 15短 14 さいたま市

☆ 支部だより、限られたスペースに沢山の情報を載せて下さり楽しく読ませて頂きました。

ありがとうございました。

大熊 幸子 (岡島)短 6 所沢市

☆ 幸せな事に (?)相変わらず 91才の母の介護に日々過しています。

菊谷 多恵 (岡 田)高 13 新座市

☆ なかなか行事に参加できず申し訳ございません。お便りいつも楽しく拝見しております。

円井 瑞枝 (藤村)高 18大英 18 富士見市

☆ 先日は地震見舞いのお電話ありがとうございました。皆さまとの絆を改めて感謝いたし

九

石田 佳恵 (村上)高 18大英 18 筑西市

☆ 支部の運営、資金面でのご苦労等、役員の皆様ありがとうございます。ポストに支部便り

を見つけると即開封、学生時代を懐かしくひとときを楽しんでいます。

中井 貴美恵 (山崎)高 19 ふじみ野市

☆ その節にはお電話を頂き有難うございました。震災のことなどお気遣い下さいまして恐縮

に存じます。お蔭様で皆な元気にすごしております。

大畠 啓子 (坂本)高 20 水戸市

☆ いつも支部便りお送りいただき有難うございます。なつかしく拝読しております。

野日 育代 (米澤)高 26文英 8 宇都宮市

森田 祐子 (三宅)高 28文英 10糸魚りll市

☆ How are you?で 友人の近況報告を目にしました。懐かしくて思わず筆を

昔を思い出した次第です。埼玉支部だよりのおかげで、女学院時代は不減です。

多田 智子 (新谷)高 31 上尾市

11
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支部だよりを読んで  (敬称略) 一抜粋 しま した一

○ 格調高い表紙絵に始まり、美しい花のイラス トに彩られた紙面は良かつたです。機会を与

えて頂き久し振りに母の思い出を掘り起こす事が出来て嬉しく思つております。

家内 (23回生)が 「あっ、あの天野さんだ。」と懐かしそうにしておりました。合唱クラブ

で一緒だつたようです。こんな出会いを与えて頂き感謝しています。

広島女学院中学高等学校校長 星野 晴夫

○ 支部運営も会報もいろいろ工夫されていて、内容も豊富で一気に読ませて頂きました。

武内さんのカラーの表紙も素敵でしたが、今回の中野さんの白黒も又良いですれ

6月 25日 佐賀支部会に福岡支部も合流させて頂くので、参加者を募つているところです。

九州プロック長 瀬良 紀子 (高 11大英 11)

○ 楽しく読ませていただきました。よき交わりの輸が広がっていますね。素晴らしいことだ

と思います。“夏雲の集い"も よい会になりそうですね。主のお守りをお祈りいたします。

広島佐伯地区支部長 内山 豊子 (高 8)

○ 梅雨時となりました。いまだ余震の続くようですが、如何でございましょう力祐今年も色々

と行事があるようですね。充実した支部だよりじつくりと拝読させていただきました。

中部プロックも年一回の集いを計画中です。

中部プロック長 片山 和子 (高 16短 15)

○ 充実した内容で楽しく読ませていただきました。それぞれ支部で頑張つてらつしゃるので、

私達北海道支部も張り切らなきゃと思つています。札幌はやつと初夏の様子、ライラックが

咲いています。来週は “よさこい"と いう祭 りがあります。

北海道プロック長 神野 純子 (高 22文英 4)

○ 表紙絵は白黒でも趣があつてステキですね。

いただきました。

星野先生の「母のことJも興味深く読ませて

東京支部長 坂下 恵 (文英 1)

○ 星野先生のお話は情景が浮ぶ様です。そして温かなお人柄も伝わりました。子育てする中、

母の存在は大きいと改めて思いました。

千葉支部長 村中 陽子 (高 27文英 1)



2012夏雲の集い

関東プロック主催

～原爆死没者迫悼礼拝～

2012年 7月 5日 (木)13:00～ 15:00

於 :日本基督教団 横浜指路教会

関内駅 (JR根岸線、横浜市営地下鉄線)下車 徒歩 5分

礼拝・説教 :横浜指路教会 藤掛順一牧師

関東プロックでは、母校での350名 の原爆犠牲者を追悼し平和に向きあう集会として、故
山本知子 (秦)先生の提唱による「夏雲の集い」を 1988年から毎年開催してきました。
今年は山本先生のご主人である俳優の山本學さんが原爆の詩を朗読してくださいます。山

本さんはビデオ「夏雲―逝きしものへのレクイエム」のナレーションを担当して下さいまし

た。今も「夏雲の集い」が続いていることに嬉しさと懐かしさを感じられ、今回、詩の朗読
を自らご提案頂きました。 (東京支部ニュースより)

出席 して下さる方は清水 (8049-261Ю284)か
北谷 (8049-2646751)に ご連絡ください。

(詳細をお知らせ します)

… … …… …… …… … … …… …… …… …… … … …… … … …… …… …… …… … … … … … …■

私達の小さな “hoIIle"に ようこそ

花岡 幸枝 (文 日5)

皆様は広島を離れて何年になりますか?

新幹線で 4時間と近くなりましたが、親兄弟やお友達の介護・お見舞いに帰るには、やはり

広島は遠いと実感しています。
広島女学院という学会で青春の時を過ごした私達が集い「支部会」として小さな “home"

を作っています。年に 1～ 2度集まりおいしいものを頂きながら、思いつきり広島弁でおし

ゃべりをします。また「支部だより」としてお便りを届け、会員の方々の動向やニュースを

お知らせしています。
年齢の壁をこえた同窓生達の小さな “home"を私達は大切にしています。どうぞ皆様も

小さな “holne"の扉をノックして下さい。お 1人でも大丈夫 !!私達はウェルカムでお待

ちしています。

今年度の役員です。 よろ しくお願い します。

支部長    清水敬子

副支部長   北谷恭子

今井典子  (石井)

河野幸子  〈坪池)

奈良原章子  (森)

杉岡法子  (土居)

花岡幸枝 (石本 文日 5)さ んには ,

1 長い問お世話戴きました。ありがとう |・ ,
‐ ございました。             4

杉岡さんは新役員です。よろしくお 'III:

願いします。

(元岡)

(家頭 )

高 15

充118

短 15

短 17

高 18

高 15短 14

★パソコンが出来、年 4回ほどの集まりにご協力下さる方を募 ります。
役員同志の集まりも楽 しいですよ。
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埼玉支部会のご案内

下記のように埼玉支部会を開きます。今回は、総合的な盆栽文化を発信する世界で

初めての公立の盆栽美術館として、2010年に開館した「さいたま市大宮盆栽美術館」

の盆栽・盆器・水石・盆栽庭園などを鑑賞し、その後は、結婚式場アー トグレイス大

宮離官のカフェ&レス トラン「四季庭」に移動します。 たまには優雅な空間の中、

シェフ自慢のお料理とおしゃべりを楽しみませんか ?

6月 11日 (月 )10:30(時間厳守)

JR宇都宮線上呂駅改札口

さいたま市大官盆栽美術館

アー トグレイス大官離宮「四季庭」

3,000円 (美術館入館料含む)

埼玉支部会の振込み用紙「通信欄」

(〆切日より早目にお願いします。)

又は 清水 敬子 Ibl・ F ax049-261-0284(早朝が良)or

河野 幸子 Ъ l・ Fax048-687-4839(午前中が良)に

お電話下さい。

申込み〆切 6月 4日 (月 )

* いつも大好評のミニバザーを開きます。ご協力下さい。

* 当日の緊急連絡先 清水 (携帯 :090-5587‐ 2393)

奪霧
支部会費納入のお願い

振込用紙を同封しておりますので、年会費 2,αЮ円をお振り込み下さい。

ゆうちょ銀行の通帳から記号 103“ 番号 55810411広島女学院同窓会埼玉支部に振り

込まれますと、振込み手数料はかかりません。

今期も年一回発行に致 します。記事内容がタイムリーではありませんが、ご容赦下

日  時

集合場所

会  場

会  費

申込み先

■bl:048‐ 780-2091

lbl:048-662-5551

に出席 と書いて頂くか

当館771

さつき盆栽展 (仮称)、 開催

さい。よろしくお願いします。

■ir


