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その反響の大きさを振り返りまし

十八周年のつどい・堂々開催！Ｉ︲

の力・庶民の歴史が今ここに

〒276‑0046

日記目録︑日記塾総集編の作成を目指

し︑会員一丸となって取り組みたい﹂

た︒続けて﹁再来年の二十周年に向け

梅雨入り後の激しい雨の日となりましたが︑﹁介護日記﹂の講潭昨年に
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砿： 鮒

ｃ公開トーク第二弾

今年のテーマは﹁戦中戦後生きた

書いた﹂と題し︑塚本晨至ｃんに一尾十

部が聞き取りをした成果を︑重厚な配

昨年に引き続いての戦中戦後に焦点

布資料とともに披露しました︒

かくしゃく

を当てた企画ですが︑九十五歳の塚本

さんの窒震とした話しぶりと青年部の

熱心な取り組みに会場からは大きな拍

手が寄せられました︒世代間の譲りを

﹃︑１Ｊ三■■臣一宮︲１１１︲ｌ︲

︲一■︼︲ｌ︲︲︲ｌ︲１１︲一一

実感したひとときでした︒

鯉

されました︒誰に

美佐子さんが講演

の歴史を日記で残して保存す

との縁にふれ︑﹁庶民の生活

世話になりました﹂と︑当会

開会式には︑秋葉就一八千代市市長が出席されまし
帰り展﹂②

とっても身近な介

た︒秋葉市長は﹁叔父・師岡一郎は日記の会で大変お
ＮＨＫラジ

るという活動は︑大変貴重で

のとき﹂を連載し

オ深夜便へ

護体験を赤裸々に

す﹂と挨拶されました︒

好評を博した鈴木

の出撞⑤青

は﹁身につまされ

語られ︑会場から
た﹂﹁参考になっ

待すると話されました︒

し︑今後の会の活動に更に期

つどい終了後市長は入会
﹁聞かせて

年部による
あなたの

寄せられました︒

た﹂と共感の声が
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の三つを挙

戦中戦後﹂
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子日記お里

粥秋葉八千代市長も参加

○講遠介護日記の連鑿壹て﹂

と熱く語りました︒
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囹島代表挨拶

の内容に︑会場は百名もの参加者を得て︑熱く︑賑やかに盛り上がりました︒

続いての公開トーク﹁聞かせてあなたの戦中戦後﹄︑展示と盛りだくさん

女性の日記から学ぶ会では︑六月七日︵土︶︑八千代市八千代台東南公

、

共センター五階ホールにて﹁十八周年のつどい﹂を開催しました︒当日は

げ

ん﹂に﹁夫の介護

一

画

−

TEL･FAXO47‑459‑9464

閏

千葉県八千代市
大和田新田469‑123

日記新たな出発

蚤

資料展示に見入る入場者

女性の日記から学ぶ会
代表島利栄子
会場には全国から大勢の入場者が訪れた

ＯＢテーゴ活
焔川
少一
ソて
戸﹄
動と
し

、

P

第60号
＝

総会では前年度事業報告︑予算報ました︒つどいでは︑︾
島︑
代鳧表
依が
表が
昨昨
年年の
の

幕

平成26(2014)年10月8日

日記ろまん
一

一偽

■

︲

型

い日本を作りたいと思っていました︒
｜戦友の供養について︵一九五二年

隊入営、 1943(昭和18)年

インドネシアのスマトラ島で
敗戦戦後は鉄道本省、洋食
店経営、不動産業などに従事

子市のめじろ台住み、まちづく

1968（昭和43）年から八王

軍隊で頼りになった戦友への思いは

たので︑心の糧を与えようと始めまし

二九六○年代めじろ台での活動

五十歳で退職し第二の人生を︑当時

の自治体ができたほどです︒町︿至値動

建て︑行列ができる人気で︑順番取り

｜マッカーサーをどう思っているか

国鉄のストがマッカーサーの一言で中

中国の尾栗のために︑戦中は言潔官

止になったのが印象に残っています︒

と応募した︒ひと且別から掘立小屋を
り︑敗戦後は︑

インドネシア

◆

で理想の町づくりに力を注ぎました︒

塚本さんは﹁裸になってお話しする

究し熱心でした﹂と述べられました︒

一佐藤栄作と五島慶太の思い出を

の独立に関わ
りました︒東

回鑿の印象漆出来事

る仕事︶とな

京王電鉄が開発しためじろ台の住宅で

族をなぐさめたいと思いました︒

た︒雪見エ文庫﹂と名付け繁盛しました︒

小学生だった妹達が活字に飢えてい

三九四九年に貸本屋を開いた

をしていました︒

太っ腹な人︒私の叔父が事業の手伝い

本へ今月は交際費いくら使った！金
も使えない奴が仕事ができるか﹂と

の器でした︒五島さんは仕事のとき﹁塚

きとりなしてくれたことがあり︑総理

渡り宣撫宮、その後近億渉兵連

深く︑自分が生きている限り︑その家

の日記︶

訪郡割II村高部観･茅野市宮

公開トーク青年部︑塚本昌芳さんに体当たり
︒掌中の活動への思い
女性の日記から学ぶ会言年部﹂が
昨年から取り組む公開トーク﹁聞かせ

てあなたの戦眼戦後﹂二回目は︑塚
二十年代をどう生きたか︑昭和四十年

本昌芳さん︵九十五歳︶︒戦後〜昭和
代めじろ台での町づくりについて尋ね
和舟津悠紀︑伴野文亮︑田中祐介さん︒

ました︒聞き手は小薗崇明︑比江島大
一戦争中に書いた日記二冊︵展示中︶

について
近衛連隊からインドネシアへの船中
のがあり︑両親が空襲のときに持って
記は書いていました︒

逃げてくれて無事でした︒戦争中も日
一中国での活動や︑敗戦後インドネ

川高部)生。昭和16年中国に

後にエ合天の敬意から日本を許して

シアでの活動に参加した理由

塚本昌芳さん

くれた対応は見直した︒︵国鉄勤務中︶

せんぷかん

1919(大正8)年、長野県諏

覚悟でした︒青年部の皆さんはよく研

r律p虹やP夕

公開トークの様子。中央が塚本さん

心を安定させ
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佐藤さんは義侠心に厚く︑私の友人
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が鉄道次官とトラブルになりそうなと

戦前の女学校の通学簿

雲

亜の新秩序を

： ‐

mliE

一画一心①

1

早島

塚本昌芳さん

果たし︑新し
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曾領地の人に本国政府の方針を知らせ人
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た西村榮雄さんと松本壹呈圭子さんの感

想をお聞きしました︒西村さんは︑手

一

﹁日記ろまん﹂陽記妃に感謝

柳川智恵さんへね

一例金鈍︑胃ば

る時間を﹁天国﹂と感じ︑友達との時

間や仕事での時間が至福のように感じ
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のことを︑何らかの形で皆さんに伝え

ます︒この当事者しかわからない介護

たいと思い︑介護日記を続けました︒

病人には寄り添って生きていきたい︒
とができると信じています︒

感性が豊かであれば上手に寄り添うこ

一一

近衛兵時代の塚本さん

ワウー垂

‐

囮公開トークを終えて
﹁日記ろまん﹂

ればと思います︒そのために︑私たち

集担当は東京創作出版・永島静香︵会員︶

されました︒新編
が引き継ぎました︒

ぎらいの花束が渡

きようとする力を伝えていきたい︑そ
いうことを伝えたい﹂と話されました︒

して戦争が本当に怖くて悲惨であると

さ︑敗戦直後の惨状︑人間が極限で生

水幸子︑上條祐美︑

﹁陽記妃﹂こと清一

編集を担当した

創刊以来十七年間

1

戦争経験者は防空壕での爆撃のつら

代の人が自分の責任において決めなけ

松本さんは﹁これからの錘珪云は次世

にとても腹が立った﹂と語られました︒

紙の検閲について振り返り︑﹁二十歳

鈴 木 美 佐 子さん
講演
私の主人は手足の麻揮は
ないものの︑脳に障害を受
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しずつ抑制できるようになってきてい

ました︒今では主人も自分の行動を少

るんだろう﹂という気持ちになってき

ん﹁この人面白いな︑今何を考えてい

子を身近で介護しながら︑私はだんだ

Ｄは繰り返し見て飽きない︒そんな様

らきちんとしないとだめ︑好きなＤＶ

介護では楽しいと思えることが大切
が壊れ︑人間ではない状態になりまし
た︒当初はうがいも鼻かみもできない︑

トマトを見ても食べ物であるとわから
ない︑という状態でした︒しかし介護
しながら共に生きるなかで︑時間をか
間になってきました︒

けて︑夫は頭の中が整理され始め︑人

十年経ち︑仕事で出かけて夫と離れ

ます︒

.､ 貢＝こ＝w面面幸一＝

．

二年にわたる﹁聞かせてあなたの
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の自分の手紙を勝手に開けられたこと
昭和16年上野公園にて塚本さん

戦中戦後﹂を振り返って︑昨年参加し

ダ

一口

千葉市の公民館に勤務b
平成16年、クモ膜下出
血で突然倒れたご主人
(当時53歳）を介護中。
介護日記を｢日記ろまん」
にて平成22年から12
回連載し､反響を呼んだ6

曙一…一一J‐

公開トークの塚本昌芳さん、昨年
封ﾛの画;j榮雄さんと松本喜美子
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あ

け︑言葉が伝わらない︒脳

鈴木美佐子さん

咄 M剛 脳恥lⅧMｲ1位 州

さんの資料も展示されました。

︵文責・撮影永島静香︶

ありがとうございました

紬欝学鬘豊

熈

サ

スタッフの皆さん

歴史を語る品々
今年も充実、歴5

p

4

主人は凝り性で︑テレビのリモコン

冊子も展示
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は定位置にないとだめ︑ボタンは首か

鈴木さんの介護日記。連載をまとめた
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展示資料

呵
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何時の世にかは必ず必ず︒

ｅ八月二十日五塁寺は幸福なり︒

④九月一日今日からは已に職なき
天涯のルンペンと化した訳だ︒だが失
望する易かれ︒

⑲九月三十日︵略︶我等が今後の
生活の果して如何になり行くかを思へ
ば些か胸中不安なきにしも非ず︒され
ど現実は兎角戦后の安慰感のみ︒

④十月三十一日︵略︶我等が胸中

ある︒芋四片が五円︑飴一個参円︑林

の中店は全く身動きも出来ぬ雑沓であ

檎四個十円は未だ安い︒浅草観意煙別

る︒絶えず人の群れの中を歩いて居る

と兎角斯ふいふ場所は厭はしく感じら

れて︑直ぐに隅田公園に人を避け静か

に一ふく吹かして帰路に就く︒帰りは

言間橋から鶯谷駅迄焼跡の粛々たる通

りを歩いて来た︒此の辺は三月十日の

あの最も凄惨な被害を現出した時の焼

惜眼を蔽はしむるものがある︒

跡で︑バラックとて殆どなく︑全く惨

を経て高輪⁝更に往年二ヶ月許り過し

④十月二十九日品川方面⁝泉岳寺

してゐないと云へやう︒風のまにまに

は正直の所未だ一種の星雲状態を脱
流れる︑水のまにまに漂ふ如き心的状

斉藤様の焼跡迄行き︑歩を進めて隅田

て唯暗然たるのみ︒浅草迄を一巡︑夕

公園に歩を運ぶ︒戦災者の墓迩に来り

＊氏の独身である事﹁食﹂の不安

刻帰宅す︒

ぶ︒

た念也清正公前の山口米店の所へ来
りて此の辺の幸に災禍を免れしを喜

態であり︵略︶︒

が少ない事︵宇都宮在の実家が農家で

公園など散歩して夕刻帰宅す︒

⑲九月十九日上野︑浅草辺︑隅田

の中へ流れて見た︒人の混み会ふ所は

⑲十一月一日︵略︶気晴しの為街

ある︶︑親戚とおぽしき塞泉の二軒の

もうこりごりと云ふやうに感じるが然

家の存在︒これらがあって︑﹁天涯の

湖氏にとっ

Ｇ九月二十九日家に居ると倦き倦

歳末迄を紹介したい︒この時

ルンペン﹂の言葉にも若干のユーモア

て︑市内ぶらつきに出掛く︒上野︑浅

のないもので︑矢張り行く先は何れも

きせる唾中食分迄の飯を腹に満たし

売りの小商人と米国兵の氾濫︵略︶︒

草隅田公園と廻り歩き疲れたり︒闇

が感ぜられるがどうだろうか︒

２．祐催︑散歩

し結局人の居ない所に行っても仕様

ムペ上ソ弄鉾唾の日記か皇署公召の﹁わ

就職の日までの二ヶ月間独身の気

安堵感と希望が交錯し出す︒

れる︒やがて公憤は収まり私的不安と

私的不安と公債とがない交ぜに記さ

１戦後の所感

れ果てた雑草を踏んで漸くベンチを見

踏など眺め四谷見付迄歩き︑公園の荒

⑲九月三日焼跡の露天商に群る雑

先の所感の生れる所以か︒

さほどの用件の記載もなく巷を歩く︒

ままな祐握・散歩がある︒実に十二回︑

職に就かねばならぬ故今の内に十分街

⑲十月二十五日︵略︶近々一定の

を一巡し︑疲れ果て三時帰宅︒

⑲十月七日進駐軍の氾濫する市内

廻って街の雑沓を眺め︑疲れて帰宅︒

ｅ十月一日神田︑銀座︑日比谷と

この間三回の帰郷をみる︒帰省は精

３．帰郷

神にして真に垂蟄守を護り給ふ事有らば

さずして置くべきものぞ︒吾が神国の

得なかった︒︵略︶此の仇︑必ずや果

が︑胸中悶々として安らけき夢を結び

もなくのうのうと眠り得る筈だった

町迄行く︒錦糸公園にて蓋食︒厩橋の

田街を圭雀色︑更に電車にて本所︑錦糸

靖国神社に参拝︒︵略︶焼け残りの神

Ｇ九月八日︵略︶市ヶ谷に下車︑

出して一休み︑六時帰宅す︒

段は何でも一寸口に入れる位で五円で

林檎︑栗︑マンヂウ︑大豆飴等々︑値

屋が多い︒人だかりと見れば即ち︑芋︑

浅草迄歩いて行った︒︵略︶食物の闇

の方々を見て歩いて置かう︒上野駅︑

れも帰省当日は忘れるのが常で︑十時

ぎ︑懐かしき実家に着いた︒︵略︶疲

浅草東武八時発にて︵略︶八時少し過

④九月十日・九月十一日未明起床︒

あったろうか︒

神的慰労と食糧補給そして就職却堅ロで

旺盛に巷を歩く氏の姿が坊佛とする︒

＊複雑な思いを抱きながら︑好奇心

④八月十六日昨晩は警報の心配

雑沓身の置場もなきが如き所である︒

いわい日記塾﹂を奉鱈ぎれたい︒

きたい︒※部が私の所感︒日記全文はホー

事柄別に一〜四と章を立てて拾ってい

であるっ︒

前号に続き平野日記の戦争終結から

日記原文（昭和20年8月15日･16日）

ての最大の事件は終戦︑そして再就職

〈

■亘醗剛剛卿洋一

｜昭和二十年の
一平野仁蔵日記
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⑲十一月九日五時起床︒朝食して

六時頃︒

④十一月六日五時起床朝食も忙

仲々容易ではない︒

遅刻せぬやう石川島迄馳せつけるのは

く︒長安丸に入り機関部の修理帰宅は

しく石川島深川工場に赴く︑八時半頃

しまう︒

入門︒身体検査︑試問箸と終りて入社

んと得心？したりで︑一ヶ月がたって

分と三人揃ひて山へ栗取り︒七十を越ず︑﹁英書﹂の記述だ︒多分英会話の
した老親も自分と一緒に山を歩き薮に本のことだろうか九月から十月にかけ

④十一月二十一日夜勤の朝帰りは

ｅ十月十二日〜十八日父と母と自そのいきさつを追ってみよう︒先

入り︑栗を取る元気さに些か子供心にて量菫巨は日記に七回登場９る︒こ

採用との決を受け︑午后二時工場と出

る忙しい朝の空気の中に悠々と帰って

仲々いいものである︒人が皆働らき出

頃迄雑談に過す︵略︶︒４再就職

帰って嬉しくなった︒夕刻迄に四升余の時期の新聞︵ここでは雲諏売報知﹂︶

は拭い去られし形︒︵略︶︒

交互に繰返されるのが現在の生活であ

来てゆっくり落付く！これが一週間

づ︒星全不者﹂の忌むべき名称も一応

＊十一月六日の異証売新聞﹂に左の

係り取木体八升位︒かくして栗飯の食事との茜蕾三は多い︒でもこの道は氏に

広告がある︒募集二千名︑四十歳まで︑

りの栗を取り︵略︶︒父と母とは二人の求人広告では龍呈な英会話が出来る

⑲十一月エハ日〜十一月十八日四廻りの仕事が就職の道と判断していた

事が出来る︒とって簡単ではなかったようだ︒機械

職種・待遇等が記載されている︒

杯の大荷物を負ひ一番のバスに乗車︒の工員募集に行って見る積り︒

出勤︒初奉弓︵略︶休み度き心山々な

⑲十二月二十三日昼勤替りの日曜

復︑暖かくなれり︒日曜故仕事も只形

れど励まして出で来る︒幸ひ天気は恢

採用してください﹂の掲載もある︒

前日には当時の職安から企業向け告知

五塁可も物価高に即して支障なく生活を

場所より賃金の改正に就きて話あり︒

⑲十二月十四日本日帰宅間際に工

保障さる三訳︒

円五十九銭也といふ自分に取っては生

⑲十二月二十九日給料三百三十五

れて始めての高額給料を懐ろにして帰

ろう︒氏の人生を先走って述べれば︑

この就職で得た︑﹁造船艤装﹂が定年

従業員平均三百二十円とある︒

＊﹁石川島計顛亡によればこの月全

る︒

の夜勤︵午後入門深夜十二時迄か︶も

の現場へ着く︵略︶︒午前中は職場の

いに心眼を開き活躍せざるべか負す︒

乱を感するのみ︒人生不惑に入る︒大

暮れたり︒敗戦の師走は唯︑喧曝と混

④十二月三十一日三十九才の年も

配置其他にて過ぎ︑午后より仕事に就

⑲十一月八日初の出勤︒仕上艤装

ある︒

て通勤時間は片道約一時間半○週替り

までの職場となる︒日記の記述から見

多分夜勤を含むことは告げられたであ

工場労働者として職種は様々︒当日

として﹁多少に拘星す復員軍人葎記す

なにがしかの満足感が窺える︒

もあろう︒仕事への思いは不満よりも

＊作業の繁閖は艤装職場の特殊性で

と云ふ有様なり︒

許り少し丈やりて︵略︶大部分は休養

に乗りし故︑挨と人波にムシャクシャ見やうか︵略︶︒

となる︒三時頃帰宅︒ｅ十月三十日陸王内燃機工場に

平野家６人兄弟︒昭和垢年９月旧盆墓参＊行く前になんだかんだでやめ
に帰省して︒仁蔵さん後列左より２人目
てしまったり︑年齢の関係なら

んなに多人数採用の広告は希である︒

汽車は混雑の上に︑貨車︑然も鉦雲雷︸十月二十六日進駐軍の労務に出て

戦後年末までの同紙を一覧してもこ

朝餉の用意をなし居たり︒リュック一④十月四日五反田の戸口製作所

る︒

時三十分︵略︶︒巳に父も母も起きてフシも見え隠れする︒

平成26(2014)年10月8日
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私の読んだ平野仁蔵日記
田中順子

昭和二十七年

私は平成十四年三月一日入会以来︑

に取り組んだ︒この時代の日記は︑結

二十七︑三十︑三十五︑三十八︑三十九年

た平野さんの日記に興味を持ち︑昭和

四十五歳︵上︶・結婚の年

て身近で感じさせていただいたことは

婚して家族に囲まれ︑平凡だが︑安定

平野仁蔵さんの最晩年を同じ会員とし
この上ない幸せである︒私は小島冨七

した生活が繧々綴られている︒

ろろ

日記︑本山里心づゑ日記の読み解きが一

宝弄入ブ回の昭和二十七年は平野さん

十二月三十一日の記述を比較して︑平

が結婚をした年○なお結婚は十二月
十七日である︒ここでは一月一日と

段落した後に︑平野仁蔵日記班に入れ
七十余冊もの膨大な日記から︑班員

ていただいた︒

各々が自分に興味のある年代の日記を

野さんの心境Ｑ拳鰻異沈み取ってほしい︒

一月一日には ﹁ 四 十 五 年 の 内 最 も 辛

１０
１０和
ＩＩ１
１Ｉ
ｌ１七
０Ｉ１
００一
１ｌ月
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Ｉｌ日
ＩＩ︵
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昭
二
十
年
一
火

一︽コーンゴーンと除夜の鐘の音を聞いて暫く経ってから眠りに就いた︒四時に一
一りと寝過ごしてしまった︒

一目を覚まし明るくなるまで眠られずにいたが︑再び寝入って八時頃までぐっす一

一こうして一九五二年は明け放たれた︒︵略︶

一父母の霊前にお粗末ながら雑煮と菓子を供へ︑自分も元旦の祝儀の雑煮を口一

一にした︒かかる時︑直ぐに思ひ出されるのは矢張り両親である︒今は平和はよ一

一みがえり︑物足り︑自ら若干の余裕を来し︑客観的には最上の正月と言ひ得る一
一あらねばならなかった︒

一のであるが︑然し自分にとっては四十五年の内︑最も物足りぬ心淋しい正月で一
一●十二月三十一日︵水︶

一朝は早く床を出す︒中野に行きて坂井の叔父に送金︑陶器店にて正月用の四一

一シ重ねを求む︒命じ買物も︑支払いも万端終り︑明日は︑正月を迎へる訳だ︒一
一整った部屋に二人して瓦斯ストーブを炊き狭い乍ら己が落着の場を見返して︑一

一先づ第一に脳裡に浮ぶのは亡き両親であった︒四十年間片時も忘る芦事なく一
一我に心をかけて呉れた其親は︑自分がかく社会人として一人前に︑態様を整え一

一る迄遂に生き永らへて呉れなかった︒︵略︶此の年を終り︑自分にとって二度一

一とは恐らくあるまいと思ふ満たされた正月を明日に控へて︑只一つ心に残るの一

｜諏竹了くた診仏が汗吃打割搦苛我英瞳遮曇淘罫鰐管凄Ｎ鯛叫唐
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一は︑返すシシも両親の亡き事である︒除夜の鐘を床の中でききつ葺眠る︒

卜・

Ｂト
ー
・
一五

一

蝉喬砥八詫廿脚参曇古賀ｆｇｊ５ム珂違

︑乳・

奮奮が誕咽建値群噌閣罵盤窃諏幸年＆漬で狗挺今幹妙

孵明司感．嘗似と薯憩侭謁跨う屋

グ

￨号

物足りない正月﹂卵

珂白

胆ｙ領伝が朱譜表享論堂叶で性癖遵噸聾呼種式贈り翻狂

嘱免鋤ｖ︑真物堂舞淺

侭詫斑謬祁り典亨曹かや界恥血鰹
一

一

烹 心炉箒Ｔ噴塁箸−︲暫蛾令雲︑穆彰穆脹を庚為舟信凡

亜Ｌ遜巽望令龍︲叙に樋亨脹七皇留囑あっ窪
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−Ｌ必掲驚勾ァ小躍︒需冊︑帆：穂へｚ・ロ二つや曇御：任望イノ

日記原文(昭和27年12月31日）

とあり︑十二月皿
三十一日には﹁自亜

￨皮凹
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アトランダムに読んでみようというこ

一 晒 肖

分にとって恐らく・
あるまいと思う満・

たされたお正月亜
病む﹂と記されて率
人生の伴侶を得亜

いる︒

て生活者として実亜
生活を生きていく︒
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週
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仁蔵さんと妻の勝美さん
︵田中さんが描いたイメージ画︶

辱專息怒目一十三厨二十

llllllllllllll

とになった︒私は︑結婚して家庭を持つ

四

田中順子さん
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一宇日記蝉

くれ︑古典の一貫性がよくわかり︑益々
興味湧く︒

杢

一昨年百人一首十四番の河原左大臣

平成二十四年四月三日︵

娘夫婦はその事件の一年前の六月︑
東京の椿山荘で結婚式を挙げた︒事件
の起きた日︑椿山荘から︑記念の食事

犯人の女性が一人今日逮捕された︒

リタン美術館に所蔵されているという︒

基一の﹁朝顔絵屏風﹂二双がメトロポ

を観た︒江戸時代末期の日本画家鈴木

雫成二十四年九月十九日︵水︶

もしあの日電車に乗っていたら．：：．︒

属して四年目︒今年の四月から中学校

全国組織の和装教育推進の団体に所

手間と時間をかけて︒時計の色・形・

の名前入りの立派な掛け時計が届いた︒

平成二十四年十月十九日︵金︶

い見事さ︒｜字日記基

は︑百五十年前に描かれたとは思えな

江戸サムライブルーという見事な青色

ＢＳプレミアム﹁極上の美の饗宴﹂

会に招待され二人で出かける予定だっ

今年の五月に︑孫は十七歳になった︒

たが︑体調が悪く行かなかった︒

偶然だが塩釜の鈴木さんも同一人物の

の歌のことを﹃嘉麻の風一に投稿した︒

源融が塩釜と多賀城に在任中の逸話を
同じ号に投稿されたことから交友が始

平成二十四年一月一日︵日︶

まり︑昨年の東日本大震災の慰問を兼

一字日記逮

いかに寝ておくるあ たにいうこどぞ

ね︑嘉麻万葉を学ぶ会で︑四月二十二
日から三日間︑多賀城万葉講座ツアー

時を知らせる十二曲のメロディーも二

祝・金婚の金文字と贈り主の娘一家

を企画してくれた︒お土産に︑万葉歌

平成二十四年七月三日︵火︶

例年書いていた賀状の大伴家持の歌

の栞を三百枚作った︒心はもう陸奥へ

小大君後拾遺集春上・一

昨日を去年と今日を今年と

を今年は小大君︵こだいのきみ︶の歌

一宇日記金

人の希望を叶えてくれた︒至福の日︒

正月来客用の水炊き鍋の食材の買物

平成二十四年十二月三十一日︵月︶

恒例のＮＨＫ番組を見て︑除夜の鐘の

ろしくお願いいたします︒

抜くことなく頑張りますので︑応援よ

後一回の掲載ですが︑最後まで気を

︵解説︶

一宇日記鐘

とＡＴＭにも寄り通帳記帳を済ます︒

は︑生まれて初めて学校給食を味わっ

スタッフ四人︒午前午後の九十分授
業︒ミルクだけの給食しか知らない私

し希望を持って︑新しい巳年を迎えたい︒

百八つの音に煩悩を沈め︑辰年に感謝

匝瑳市出身の俳優地丼武夫さんが六

平成二十四年八月十一日︵土︶

一字日記給

た︒

ときものの知識・マナーの授業開始︒

三年生六クラスの生徒にゆかたの着方

今日から三日間の予定で︑Ｓ中学校

くなった︒

の技術家庭科の教科書に和装教育技術
部門の指導が追加され︑私たちも忙し

一字日記融

平成二十四年五月十八日︵金︶

の旅へと飛んでいる︒

を書く︒昨秋ＮＨＫ学園講座の﹁神作
光一平成新撰百人一首﹂の四十八番目
の歌だ︒シャッターチャンスのいい一
首ですと神作先生は解説された︒

一字日記君
平成二十四年二月二十五日︵土︶

万葉集の会で出会った金沢の俵世婦
著のエッセイ集﹃満天星咲きて﹄﹃満天

星ふたたび﹄がシナジー出版社より届

夫がかかりつけのＳ病院へ糖尿病の
食事療法で一週間入院した後︑主治医

く︒﹁自費出版は︑人前で裸の自分をさ

らけだす勇気と覚悟が必要﹂と︑アド

の紹介で循環器科のある千葉Ｍセン

活躍したテレビ局が思い出をありがと

一字日記式

ろ﹂のロケ現塲を見学した思い出がある︒

在職時︑生徒で︑地井さんのお姉さ
んの世話で日活撮影所に﹁太陽にほえ

月二十九日に亡くなり︑﹁ちい散歩﹂で

担当の女医さんに即入院を勧められ
た︒入院準備品はレンタルにし︑日用

う！という追悼番組を放送していた︒

十七年前︑地下鉄サリン事件が起き︑

平成二十四年六月三日︵日︶

間の予定︒一字日記循

品は売店で済ませた︒検査入院は一週

ターへカテーテル検査の予約に行った︒

バイスをくれた人︒一宇日記咲
平成二十四年三月三十日︵金︶

今週から源氏物語の講座は﹁関屋﹂

の巻に入った︒空蝉の登場で︑全巻
七九五首の歌を復習︒独詠歌・贈答歌・

唱和歌に分別︒今年は古事記の編募か
ら千三百年余︒八年後の日本書記の完
成年︒講師はテーマ外のことも触れて

金
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見義明さんのご本屋犀け跡からＱプモ
クラシー﹄もさっさとお読みとのこと
で︑私も購入しましたがなかなかはか

人様への深い愛情が感じられ最後は自

ない介護のご苦労と思いますが︑ご主

でございました︒経験しないとわから

どりません︒鈴木さんのお話も感動的

お世話になりました︒日頃︑公民館で
分自身を大切に生きていきたいとおっ
しゃられたので本物だと思いました︒

た︒夫の介護という極めて個人的な話
なので︑どこまで正直に話すのがよい
を続けて急に何かあったら娘にも迷惑
をかけると思い︑八月末を以て店を閉

私も現在八十七歳︒これ以上一人で店

上に立ってみると︑考えてもいなかっ

める決心をしましたので大変です︒生

か︑また理解してもらえるのだろうか

たことまでしゃべったりして︑自分で

活が変わったら健康管理に気をつけれ
ばと考えております︒来年も又お会い
したいものと考えております︒

すね︒一工辿ハ年度活動予定も充実して

ず内容がいっぱいで勢いのある紙面で

︵前橋市・伊藤伸王

サポートする若者たちの掛け合いは誠

います︒よほどうまく運営されておら

★つどいは大盛会ですばらしかったで

に見事︒会の活動の成果の一つと実感

れるのか︑感心します︒一度例会やイ

★﹁日記ろまん﹂五十九号︑相変わら

の写真ありがと一塾﹂ざいました︒私は

アメリカのタイラー市からの訪問団

とが出来ました︒記念の宣真もありが

に参加させて頂き楽しい時を過ごすこ

★準備の行き届いた活気のあるつどい

のですね︒︵八千代市・山田桂三︶

人も住み易い八千代になってほしいも

長を実感し嬉しかったです︒若者も老

この思想に私も同感︒深く感じ入って

在か﹂は昭和史にとり大事な視点です︒

は私的感懐か︑公的表現か︒両者の混

十五日の平野氏の記述﹃屈辱・報復﹄

日への筆者・村松洋一氏の記述﹁八月

わせて追懐しています︒特に八月十五

代に一塁春まっただ中にいた私と重ね合

二十年平野仁蔵日記を読む﹂は同時

★﹁日記ろまん﹂五十九号の﹁昭和

す︒重旱中市・阿部健︶

と壼乳﹂ざいました︒塚本さんのしっか

います︒︵京都市・大野英美王

りされたご様子には感心し︑たくさん

八千低局校生徒の対応に市内若者の成

受け入れで連日忙しくしております︒

ベントに参加させて頂きたいもので

しました︒塚本さんと弦楽市長と一緒

す︒特に九十五歳の塚本昌芳さんと︑

︵壬栗市︒鈴木美佐ラエ

とのこと︑よかったです︒

も驚きました︒皆さんに喜んで頂けた

とずいぶん迷いました︒が︑実際に壇

お話しするのと違いドキドキしまし

★六月七日﹁十八周年のつどい﹂では

。

のパワーを戴きました︒塚本さんは吉
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★今後の予定

拠りふぐに毒あり﹄

﹃刷毛に毛がありはげに毛がなし﹄などと戯れる︒濁点のあるなしで意味
が変わる日本語の遊びだ﹂︒これは朝日新聞二○二年十月四日付の天声人語
である︒私にとって天声人語は季節や時事を学びひとときの憩として愛読して

弓世の中は澄むと濁るの違いにて﹄そのあとに﹃福に

為個瀞妃よりスタッフだより

窪這佃︲︐囑滞〃淵峠濟︐柿原価︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲﹄

︵会員数二百三十人三

一京都／桑田隆八千代帝／大野登久子王まり魚遜票就一八千代市／浜岡一

⁝

一鈴木せつ子西尾市
而／
万山囚
四靖
項久宝忌
屍都／米山廸夫王塞巾
屯／後藤康行東一

★新
新入
入会
会
・熱
敬臘
称︶略
道船
夫窪
船廻
橋︑市
勇大
夫佐
佐倉倉
一★
員員
編砿
醒栄
企同・
村︶
総村
濱松
呈大
／／
華清
碩水臺
缶市
似／
／一

郵便振替口座番号００１１０．０．３５１５６０
入会金⁝千円年会費：．二千円

松崎日記班︒場所・時間同じ
★会費納入をお願い致します
振込先﹁女性の日記から学ぶ会﹂島利栄子

○二月十八日︵水︶定例会・第七十七回日記塾﹁松崎宗子日記を読む﹂

○一月十四日︵水︶定例会︒公開トーク﹁聞かせてあなたの戦中戦後﹂
場所・時間同じ

十三時より

○十二月十日永︶定例会︒史料班︒八千代市男女共同参画センター

希望者は片岡事務局長へ︒砲０９０．６０３８．６７４３

○十一月十二日︵丞研修会．少し早い忘年会︒場所は市

圖囿嗣
＊瀞‑フ

︵中野祐子︶

今年も終戦の日を迎える︒日記を開いて小さくこぶしを握った⁝⁝︒

一人でも多くの日記を読み解こうと思う︒

紙や日記を読み解き︑その思いを皆で分かち合うことの大事さを再確認した︒

悼式に戦没兵の父母はなく妻も十六人になった︒記憶する人も死に絶えた時︑
死者は真に死ぬという﹂︒そんな戦没者の方やその時代を生き抜いた方々の手

その中に忘れられない記事がある︒二○一三年八月十六日付﹁全国戦没者追

り﹂の記事には乱暴な字で書いている︒自分を単純と笑う他ない︒

﹁ほっこり︑穏やか﹂な記事には丁寧な字で︑﹁悲惨﹂なものは段々小さく︑﹁怒

いたが︑感動した記事を覚えていられなくなり三年前から筆字で書き写しを
していた︒今回読み返して記事の内容が如実に字体に表れていることが判明︒
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