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ア ジ ア 会 長 主 題
東日本区理事主題
あずさ部部長主題
東京西クラブ会長主題

“On the Move!! ”「さあ 動こう!!」
“With Pride and Pleasure”「誇りと喜びを持って」
「みんなで力を合わせて、１･２･３」
「入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！」！為せば、成る」No
ＮＯ ５１４
「いつも自然体で！ 楽しい例会参加を」

2019 年７月号

喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい。
ローマの信徒への 手紙１２章１５節

いつも自然体で！楽しい例会参加
今期、東京西クラブの会長を務
めさせていただきます。よろしく
お願いいたします。
入会して 15 年、いつまでも人
に頼りきりのワイズ生活でした。
同時入会の大野貞次さんはあず
さ部部長や YMCA ユース担当、
教会の幼稚園長などを務め活躍、
6 月まで会長職の本川悦子さんは
例会を楽しくする工夫で例会ゲ
スト数を伸ばしました。
さて、劣等生の私に何ができる
かと考え過去のブリテンを振り
返ってみました。そこにはクラブ
の先輩方が生み育てた沢山の企
画がありました。
「こおちゃんの Wellness」の実
践の場である体操教室、好奇心を
満足させてくれる毎月の WHO、
これらは入会のきっかけとなり、
会場を提供してくれた木原洸さ
ん達とのバザー開催、応援してい
る国際ホテル学校生との交流は

篠原文恵

楽しい思い出でした。
ブリテン記事では竹内隆さん
の老年医学講座、幅広い人脈を持
つ吉田明弘さんのインタビュー
記事、数えあげれば沢山の宝物が
ありました。半面、体力的にでき
なくなった行事もあります。
平均年齢がかなり高くなって
しまった現在のメンバーでは、体
力では無理でもアイディアを持
ち寄り、魅力的なクラブ作りを目
標に頑張ることになるでしょう。
勿論、頭を柔らかくして新しい
メンバーの獲得に努力しなけれ
ば健全なクラブとはならないと
思います。
とは言え“言うは易く、行うは
難し”。水鳥の足のようにせめて
足を止めず頑張ってみたいと思
います。
皆様のご協力をよろしくお願
いいたします。
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７月例会案内
今月の強調テーマ：

受付 本川 悦子
司会 大野 貞次

キックオフ・ＹＭＣＡ・ＲＢＭ
さあ…、篠原会長とともに東京西ワイズメンズ
クラブの新しいプログラムをスタートさせましょ
う。例会には臨床心理士・宮崎加奈子先生を迎え
お話を伺います。題は「睡眠の話」。楽しみです
ね、皆さんお友達を誘って集合です。
日時：６月１８日(木) １８：４５～２１：００
会場：「ウエルファーム杉並」４Ｆ集会室
（杉並区天沼 3－19－16 03-535-7330）
会費：1,500 円（ゲスト・ビジター）
担当：C 班（大野、篠原、村野、小山、山田）
ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ
8 日 神崎 清一
21 日 木川
拓

16 日
30 日

河原崎和美
山田 紀子

開会点鐘
ワイズソング（いざ立て）
聖書朗読・感謝
挨拶・ゲスト＆ビジター紹介
会食
卓話

「睡眠のはなし」
宮崎加奈子さん
臨床心理士・公認心理士・精神保健福祉士

ハッピーバースデー
会
長
諸報告（地域奉仕、会員増強、国際・交流、ユース）
会 長 他
YMCA 報告
担当主事・木川 拓
ニコニコ献金
一
同
閉会点鐘
篠原 会長

②8 月納涼例会の期日を、8 月 22
日時：6 月 27 日（木）
日（木）に変更する。会場と内
18：15～21：00
容は月当番に委任する。
会場：ウエルファーム杉並
③本川悦子さんの申し出により、
出席者：石井、大野、神谷、河原
例会当日、会場での室料精算、
崎、篠原、高嶋、鳥越、
マイク等の借り出し、撮影許可
本川、村野、吉田
の申請、CD 係を本川さんが担
＜報告事項＞
当する。
①6 月のデータを確認した。
＜協議事項・例会以外＞
②6 月の月次会計報告を一部修正
①山田利三郎さんの今後につい
して、承認した。
ては、功労会員という方向で、
③山田利三郎さんの近況につい
本人に確認する。
て、吉田明弘さんから報告があ
②2019～20 年度監事を、山田利
った。
三郎さん、鳥越成代さんとする。
④深尾香子さん（東京多摩みなみ） ③新年度のブリテン編集体制を、
から、香港 YMCA 研修生のも
原則として下記の通りとする。
てなし学習（お茶会）の企画書
(篠原文恵さん提案）
が提出された。クラブメンバー
・最終版下作成者（アンカー）は
の有志は、7 月 24 日（水）午
鳥越成代さん、編集担当者は、
前 9 時、荻窪の太田黒公園茶室
大野貞次さん、神谷幸男さん、
に集合し、深尾さんの指示に従
吉田明弘さんとする。
う。
・その月の編集担当者が、企画、
⑤杉並 Y 会員の石川喜代子さんか
原稿依頼、草稿整理を行い、概
ら、82 円切手 30 枚を寄贈頂く。
略のレイアウトをアンカーに
＜協議事項・例会関係＞
引き継ぐ。
①7 月、9 月例会の卓話候補者が
・執筆者は原稿を、編集担当者に
上がり、7 月については、後日
送る（CC をアンカーに）
決定した。
（書記・石井元子）

－６月第２例会（事務会）－

篠原 会長
一
同
村野 絢子
会
長

卓話者紹介
宮崎加奈子（みやざきかなこ）さん
慶応義塾大学文学部卒、国
際医療福祉大学大学院博士課
程満期退学。
精神科病院、長寿医療セン
ター研究所に勤務後、2016 年
までがん研究会有明病院の常
勤心理士として患者と家族、
遺族の心のケアに携わる。
現在は「宮崎カウンセリン
グオフィス」を開業し、がん
に関わる方のカウンセリング
を行い、2019 年 4 月より、東
京医科大学病院・緩和医療
部・緩和ケアチームの心理士
として非常勤勤務。

会計からのお願い
半期分の会費を例会に持参か、
振込でお願い致します。
振込先
みずほ銀行方南町支店
普通口座 ８０２７９２８
東京西ワイズメンズクラブ
（会計・高嶋美知子）
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ホテルマンとしてのスキルも備えたホテル学校留学生

右は、蘆花の最初に購入した旧居。左は梅花書屋

事 1・活動報告として WHO 活動
出発。早くも、ポツリと来ました。
の冷夏
の冷夏
6 月例会は、1 年の活動を評価
参加、YMCA 留学生支援につい
祖師谷公園は、
さして広い公園
ホテル学校学生さんへの授与式？
し、新役員体制で、新年度のスタ
ての報告に続いて YMCA 関係、
ではありませんが、最後に寄った
コンビニエンスストアの日米比較
コンビニエンスストアの日米比較
ートに向かう月、20 日に開催さ
IBC、DBC 活動の報告がされ承
200 坪ほどの三角花壇が見どこ
れた。私費留学生奨学金贈呈式、
認された。議事 2 の会計決算報
ろでした。丈の高い濃い色のスカ
クラブ定期総会、役員就任式の順
告、次年度予算案は 7 月例会にて
シユリなど園芸種が、投げ活けの
に進められた。
行う。議事 3・新役員が紹介され、
ように調和していました。米国原
贈呈式は木川担当主事が業務
未決の事業委員などを決めた。
産のアジサイの一種、アナベルの
で欠席のため、東京 YMCA 国際
役員就任式は吉田明弘さんの
花の大きさ、重量感には驚きまし
ホテル専門学校校長の小畑貴裕
司式で 90 年前に定められた式辞
た。思わず掌に受けて重さを確認
さんが引率、留学生を紹介され
の全文が読まれた後、新役員が宣
する人もいました。
た。事前に自己紹介をブリテンに
誓し就任が宣言された。本川会長
世田谷百景のひとつ安穏寺か
顔写真と共に掲載され、自己紹介
から篠原新会長に、石井書記から
ら一路、蘆花恒春園へ。それぞれ
文も別刷りで準備されていた。
神谷新書記に、河原崎会計から高
小雨を避けて昼食休憩。その後、
ネパール出身のオリ・ハリバク
嶋新会計にバッジの交換がなさ
花の丘を巡り、蘆花が明治 40 年
タさん（男性）とライ・スリジャ
れた。
（村野絢子）
に最初に購入した 15 坪の萱屋、
ナさん(女性)は、安全な日本でキ
例会出席者:＜メンバー＞石井、
その後移築した家屋と夫妻の墓
ャリアアップをして、ネパールは
大野、神谷、河原崎、篠原、高嶋、
地を公園スタッフのガイドで見
まだ世界から遅れているのでこ
鳥越、本川、村野、吉田、＜ビジ
学出来ました。
れから自分がネパールを良くし
ター＞藤井寛敏(東京江東)、太田
蘆花の没後土地建物とともに、
たい、ネパールの地元の観光地で
勝人（町田スマイリング）、＜ゲ
愛子夫人が整理した原稿、遺品な
ホテルを経営したい…等と夢を
スト＞小畑貴裕、オリ・ハリバク
ど一切を東京市に寄贈され、それ
語った。
タ、タイ・ケイセイ、ライ・スリ
らを活かして建てられた資料館
中国出身のタイ・ケイセイさん
ジャナ、リ・テイ（ホテル学校）、
で、蘆花の生涯とその時代に想い
(女性)とリ・テイさん(女性）は
＜メネット＞神谷雅子、＜メイキ
を馳せました。
自発的に動く日本人と日本のド
ャップ＞神崎(東日本区大会)、木
公園名を由来とする京王線芦
ラマが好きで、プロのホテルウー
川(YMCA 出張)
花公園前駅に向かい、途中、世田
メンを目指し、オリンピックに全
谷文学館に入り、解散しました。
世界からのお客様を笑顔で迎え、
徳冨蘆花が遺した”武蔵野
天に思いが通じたのか、解散まで
最高のおもてなしをして、ずっと
ＷＨＯウォーキングのご案内
傘を差したり、すぼめたりでし
日本に住みたい…等と語った。
WHO・6 月 22 日は、都立祖師
た。蘆花の愛してやまなかった武
4 人の輝く笑顔と若さ、滑らか
谷公園の草花と、“美的百姓”と
蔵野の農村の面影は、1970 年代
な日本語のスピーチに室内が明
して晩年を過ごした徳冨蘆花の
には消え、今や蘆花恒春園と作品
るくなった。そして、本川会長か
都立蘆花恒春園に武蔵野の面影
『みみずのたはごと』に留めるの
ら 4 人の留学生に奨学金が手渡
を訪ねるコース。
みです。
(吉田明弘)
された。
内心、暑いより小雨の方が良い
ワイズ関係参加者は、石井・吉
2018～2019 年度クラブ総会と
と思っていました。京王線千歳烏
田（東京西）、中澤・藤江（東京
なり、本川会長の議案により、議
山駅から午前 9 時 45 分、29 人で
たんぽぽ）、関（石巻広域）

－６月例会報告－
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－東日本区大会報告－
6 月 1～2 日、代々木のオリン
ピック青少年センターにおいて
第 22 回東日本区大会が開かれた。
開会式セレモニー、理事年次報
告、各部部長報告等のあと、記念
講演では、被爆者でもある歴史研
究家の森重昭さんによる「原爆犠
牲者に国境はない」。戦争当時は
「敵」であった米兵のことを自分
の家族のように調査し続け、遺族
達に事実を伝えたということで、
来日したオバマ大統領から抱き
しめられた光景は有名です。
晩餐会では、賑やかな交流、ア
ピール大会の中、急用で欠席した
当クラブのメンバーの席に
YMCA ボランティアの女性が着
席してくれ、日頃の活動を聞くこ
とができたのは思いがけない収
穫であった。
2 日目は各事業報告、各種表彰
があり、来年の北海道・十勝での
再会を期して閉会となった。当ク
ラブからの参加は、大野、神谷、
神谷 M、篠原、高嶋、鳥越、本川、
村野、吉田の皆さんでした。
（篠原文恵）

－西日本区大会参加記－
2018-2019 年度西日本区大会
は 6 月 22・23 日に、京都トゥー
ビークラブのホストによって、京
都平安神宮の近くにあるローム
シアター京都において開催され
た。当日は曇りがちの天気であっ
たが、暑くもなく風が心地よい快
適な天気であった。開会前 13 時
頃には参加者が続々と参集し、
我々も開扉までの待ち時間、1 年
ぶりに会う友人たちとそれぞれ
に旧交を温めることが出来た。
本大会はペーパーレスを指向
しているため紙のプログラムは
配布されず、示された QR にアク
セスして大会の情報を読み取る
こととなっていた。
大会第 1 日前半は、概ね型通り
の運びだったが部長報告は時間
に追いかけられることなく十分

な報告で好感が持てた。後半は懇
親会。会場を「ウェスティン都ホ
テル京都」
に移して 18:30 に開宴。
乾杯に続いて和服姿の京都市長
の祝辞。食事はフランス料理のフ
ルコース。食事の間も、12 人掛け
のテーブル 70 台程が設置された
大宴会場を右往左往して酒を酌
み交わす人たち、記念写真を撮り
合う人たちで大賑わい、よい交歓
ができ、21：00 お開きとなった。
第 2 日は、9：20～50 主日礼拝。
小休憩の後、各事業主任報告、各
事業主任表彰、理事表彰、理事・
役員引継式があって、12：30 西
日本区大会は盛大の内に終了し
ました。
(神谷幸男)

ペンタゴンＤＢＣ会合参加記
大会終了後、会場近くの料亭で
おこなわれ、約 40 人の東京西、
京都ウェスト、大阪西、神戸西、
熊本にし各クラブのメンバーが
参集した。京都ウェストクラブの
元気のよいメンバーが司会を務
め、森田代表幹事のあいさつ、神
谷東日本区大震災復興支援会計
幹事の会計報告、乾杯があって食
事となった。
各クラブ会長によって各クラ
ブの近況、アピール等がなされ、
美味しいお酒と美味しい料理を
飲み食いしながら大いに歓談。顔
なじみが多い中、初対面メンバー
もおり、ペンタゴン DBC の交流
の輪が少しずつ広がっていくよ
い会合であった。初対面のメンバ
ーと名刺交換しなかったので、お
名前を忘れてしまったのは残念
であった。また畳の部屋で行われ
たためか、また手狭なこともあっ
て卓間の行き来があまり行えず、
挨拶もできなかったメンバーも
いて、少々残念なところもあっ
た。この日のうちに帰宅するもの
もいて、アジア太平洋地域大会で
の再会を約して早々にお開きと
なった。東京西クラブの参加者
は、大野さん、高嶋さん、神谷夫
妻でした。
（神谷幸男）

ＹＭＣＡ Ｔｏｄａｙ
■ホテル学校では一学期も終了。
2 年生の就職活動も一次のピーク
を終え、現在の内定率 87.2％。
これからは夏季休暇後の取組み
としてチャリティーランや街頭
募金、山手バザー、ソフトボール
大会など、YMCA 全体への協働と
して有志を募っています。
■6 月 8 日～14 日の期間にボラン
ティアをテーマに「ワールドチャ
レンジ」が実施されました。これ
は YMCA が誕生した 6 月 6 日を
覚え、毎年世界中の YMCA が共
通テーマを設けてアクションを
起こすもので、東陽町センターで
は「クリーンウォーク」として地
域清掃活動を実施。社会体育・保
育専門学校の学生、にほんご学院
の留学生、英語幼稚園やインター
ナショナルスクールの生徒たち、
ウェルネス東陽町スタッフ、一般
企業の社員ボランティアの方々
等、総勢 132 人が参加。また、イ
ンターナショナルスクールの生
徒たちがホームレス支援の NPO
を訪問し、食材を寄付しました。
■6 月 22 日、「第 22 回会員芸術
祭」のオープニングセレモニーが
東陽町センターで開催されまし
た。開幕のテープカット、菅谷功
先生（新槐樹社準委員）による講
評、ウクレレ演奏等があり、出展
者同士の交流がはかられました。
今回は 47 人 70 作品の出展があ
り、6 月 29 日までの期間中は会
員やワイズメンズクラブの方々
に受付などのご協力をいただい
ています。
（担当主事 木川 拓）

WHO リポートは、ウ
ォーキングが、７月、
８ 月は夏休みでの
た め 休 刊で す 。東
京 YMCA の HP で、
これまでの活動を見
ることができます。
http://tokyo.ymca.or.jp/communi
ty/2019/05/20190529.html
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大澤 和子さんに聴く

―小学校に勤務され、学級崩壊の
クラスを担任されたそうですね。
所沢クラブ
「私は特別支援コーディネータ
ーとして相談業務を担当してい
ましたが、定年前に 4 か月間、学
級崩壊した 6 年生のクラスを担当
することになりました」
―「学級崩壊」とは、実際にどう
いうことが起きるのですか。
「今では笑い話として、1 時間で
―大澤さんのお生まれは。
もお話しできますよ。黒板に向い
「神奈川県逗子市です。東京の
ていると消しゴム投げが始まり
築地、板橋で育ちました」
ます。それぞれ好き勝手に話し、
―ワイズとの出会いは。
私が何かをやろうと言うと、1 人
「2 人の息子が、高校生と大学生
が『やりたくねぇ』と叫び、皆が
だった時に、YMCA のフィリピ
『やりたくねえー』と唱和します」
ンワークキャンプに連れて行っ
―厳しくてもやさしくても上手く
ていただきました。帰国報告会で
いかないようですね。
YMCA の素晴らしい取り組みと
「私は、食べ物の好き嫌いは多
子どもたちの目の輝きが素敵で。
いし、忘れ物はあっても当たり前
私が勤務していた小学校の校長
の、かなりのプッツン人間です。
と当時の総主事の勧めもあり、所
そんなゆる～い担任だったので、
沢クラブに入会させていただき
崩壊クラスの子どもたちには、良
ました」
かったのではないかと思います。
―子どもの頃から、先生になりた
でも厳しかったかもしれません。
いと思っていたのですか。
弱い者いじめと授業妨害だけは
「はい。小学校 1 年生の頃は手
許しませんでしたから」
も上げられない内気な子どもで
―その経験を書かれた本が小学校
した。3 年生の時の担任が子ども
の新任教師の教育用に使われて
の気持ちをよくわかってくれる
いるそうですね。
先生でした。初めて手を挙げた時、
「テキストにした指導教官もい
手の挙げ方と話し方をほめても
らっしゃるということです。教頭
らいました。こんな先生になりた
先生から経験を後輩に伝えて退
いと、子ども心に思っていました」 職して、と言われたので学級通信
―勉強は好きでしたか。
を抜粋してプリントして、お世話
「勉強が楽しくて好きで、担任
になった人に差し上げました。幸
に『高校はどこにでも入れる』と
い好評で自主出版しました。幼稚
言われていました。進んだ高校で
園から海外の日本語学校までの
反抗しました。一番嫌だったの
若い先生や子育て中のママたち
は、先生の言っていることとやっ
に読んでいただいています。その
ていることの違いでした。嫌いな
後は、「学級崩壊を防ぐ 5 つの秘
先生の授業では無視したり、テス
訣」を加え、増刷を重ねて、6 刷
トでは答案用紙に『裏を読め！』
目、600 冊印刷しました。今は
とだけ書いて、裏に批判を書き連
1,000 円で買っていただき、東日
ねました。安保デモに参加した
本大震災の支援金として 400 円
り、1 日中アイススケート場にい
を YMCA／ワイズを通じ東北に
たりしたこともありました。2 年
送らせていただいています」
生の時に衝撃的な事件が起こり、
―『1 年 1 組物語・6 年 1 組物語』
悩み悩んだ末、思い直して懸命に
ですね。読ませていただき、小学
勉強を始めました」
校の時に先生から言われたいろ
☆☆☆

いろな言葉を思い出しました。今
はどのような仕事を。
「ライフワークと思っているの
は、ジョイスタディーという学習
支援教室の運営です。学校の一斉
授業では難しい子や、生きづらさ
を感じて教室に居場所がない子
たちに寄り添っています。約 30
人くらいの子どもたちを 15 人の
スタッフで支えています。低額の
授業料なので、スタッフにも十分
に手当てを出せません。オール 1
の中学生が、3 か月でオール 2 に
なり、今では 4 か 5 をとれるよう
になったり、不登校だった子が、
高校の卒業式で答辞を読み、大学
の入学式では、新入生代表になっ
たりするなど、輝く子どもたちの
姿に元気づけられています」
―ご主人の遺志を継がれてフィリ
ピンでも。
「よくご存じで。埼玉 YMCA の
二子石総主事が退職後に作られ
た特定非営利活動法人 CFF ジャ
パンを応援しています。長男が初
代の事務局長でした。フィリピン
の CFF の小高い丘の中腹に分骨
して埋葬した夫のお墓がありま
すので、時々訪問します」
―趣味は。
「毎日 1,000m から 1,500m 泳い
でいます。ダイビングは、10 年
以上潜っています」
―YMCA とワイズに加わって良
かったことは。
「社会に対してまっすぐな青年
たちに出会えること。ワイズメン
ズクラブのメンバーは、理想主義
者。暗い世の中を照らす小さな光
です。小さな光ながら、集まれば
大きな光になるだろうと…」
―ワイズに対する夢
「もっとメンバーが増えてほし
いです。一緒に楽しく有意義な社
会参加活動がしたいです」
―何かの時に浮かぶ言葉は。
「すべての人に何もかもはでき
ないけれど、誰かに何かはでき
る。ボブ・ピアスさんの言葉です」
―有難うございました。(吉田明弘)
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旅で出会った人 ⑩
村野絢子
ドイツ・オーバーアマガウの受難劇
10 年に 1 度開催される受難劇を家族 3 人で観に
行った。20 年前から望んでいたが 2000 年はミレ
ニアムの騒ぎで止めた。2010 年、長女の和泉が直
接オーバーアマガウに問い合わせて、チケットと宿
が取れた。それに合わせて（和泉が 25 年前、半年
間ホームステイした）オーストリアのインスブルッ
クと（姪の美緒夫婦と友人の宮崎さんの家族が住
む）パリにも寄ることにした。
9 月 6 日成田発エールフランスでミュンヘンに向
かい列車でインスブルックに着き、まずステイ先の
故ペーター・トゥルナー夫妻のお墓参りをした。ガ
ラスの墓石は建築家のペーターの自作、約 10 年ぶ
りの和泉と初対面の私たち夫婦をペーターの次男
のフロリアンの家族は大喜びで迎えてくれて、2 時
間の思い出話と教会での音楽会の情報を得ておい
とました。
近くの登山、教会の音楽会などを楽しみ、クリス
タルガラスで有名なスワロフスキーの本社がある
ことを知り、バスで見学に向かった。アンディー・

京都の旅
本川

悦子

平成から令和にかけて、京都へ
いきました。京都駅から近い東寺
から、お寺巡りをしました。
東寺は、広い境内と建物を巡
り、最後に美しい木造の建造物、
五重の塔の前に立ちました。木造
の建造物としては一番の高さで
すが、周りに溶け込み、ホッとす
る空間でした。
次に楊貴妃観音菩薩坐像が祀
られている泉涌寺を訪れました。
大門を入ってすぐ左に楊貴妃観
音堂があります。ここは美人祈
願、安産祈願、縁結び成就のパワ
ースポットとか？ もっと真剣に
お参りをすればよかった、と後悔
しきり‼
正面の仏殿に安置されている
阿弥陀、釈迦、弥勒の三尊仏をお
参りして、次は伊藤若冲と縁のあ
る石峰寺に向かいました。
石峰寺は京阪電車の深草とい

ウォーホルの 30 万カラットの世界最大のカット
クリスタルには驚いた。
インスブルックから電車を乗り継ぎオーバーア
マガウに向かった。オーバーアマガウの街は世界
中から劇を見に来た人でお店もレストランも賑や
かであった。宿の主人も劇に出演するという、町
中の人が演者・衣装・道具・オーケストラ等、何
かに関わっている。その村（今は町）にとって災
害を免れた神の恵みに対する契約として始まっ
た。10 年毎に開かれる 400 年前から続く大切な受
難劇である。主役のイエス、マリア、ユダ、ヘロ
デ…の役は誰がするか、誰もが知っているストー
リーだけに、演出家も重要となる。30 年前に観た
友人夫妻の話から待ちに待った PASSHION 受難
劇は圧巻であった。
その後、パリで数日間、古い街並みの良さを味
わい、友人知人と会食を楽しんだ後、帰国した。9
月 17 日成田に戻った。11
日間の旅であった。今も劇
中の、イエスを縛った白布
が掛かり、釘跡の残る木の
十字架が残像として心に残
っている。

う小さな駅を降りて、山に向かっ
て 10 分くらい坂を上ったところ
にあります。山門はまるで中国の
お寺を思わせるような、変わった
造りです。4 時閉門なのに、着い
たのは 10 分くらい前でしたの
で、裏山だけならどうぞと言われ
て、本堂は拝観できませんでした
が、石像郡は見ることができまし
た。裏山いっぱいに置かれてい
る、五百羅漢の石像は圧巻でし
た。石像郡はお釈迦さまの生涯が
表現されています。コケが蒸して
いて、朽ちかけてはいますが、楽
しい、悲しい、嬉しいなど、それ
ぞれの表情は伝わってきました。
日がすっかり暮れたので、石像
郡とはお別れして、伊藤若冲のお
墓を巡ってホテルに向かいまし
た。

編

集

後

記

キックオフの大切なブリテン 7
月号の発行が遅れてしまい申し訳
ありませんでした。
寄稿していただいた方々に感謝
申し上げます。内容は盛りだくさん
でした。感謝カンシャ…。

私事で恐縮ですが。健康は大切
と、つくづく思わされるこの 2 週
間でした。6 月 27 日幼稚園の帰
りに、体調がおかしいので事務会
の前に病院へ行き、診察を受ける
と思わぬ結果報告、右臀部に帯状
疱疹が出ているとのことでした。
2～3 日は大した痛みでもなかっ
たのですが、あらあらと思ってい
るうちに痛みがひどくなり、座る
ことが出来なくなりベッドに横
になり痛みをこらえる日々が続
き、ブリテンどころではなくなっ
てしまい、皆様にご迷惑をおかけ
してしまいました。この痛みに七
転八倒…苦しみました。本当に健
康の大切さを思い知らされた
日々でした。
（T.O）

