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8 月 15 日は暑い日であつた。総長以下当日偶々在校していたものが講堂に集まって、生まれて初めて一同

拝聴した昭和天皇の玉音、正面の演壇の机の上のラジオから流れる甲高い声、何だかよく聞こえなかったが「忍

びがたきを耐え」と言う事だけがわかった。どうやら戦争が終わったらしい。講堂から教室へ帰る途中、配属将校の

大佐と話しながら歩いていた。彼は冷静に暑いねと言っていた。私は農村動員の過労で倒れ、故郷で静養して、

やつと東京に戻った翌日のことである。帝都は何処も焼野原、空襲の後と言うのはさっぱり何もなく、学校の周り

は何とか残っていたが、他は見渡す限り砂地の見える平地、銀座・新橋界隈は殆ど何もなし。見えるのは鉄道

の高架と富士山だけ、正に国破れて山河ありの光景だった。３月１０日の下町の空襲１０万人が一夜に焼夷弾

に殺された。昭和１９年９月末に始まった帝都空襲から、焼夷弾攻撃を受けるとあっという間に周囲一面の火災、

煙が立ち込めると息苦しい。そんな中でともかく生き延びた日々。今夜からはもう空襲はないと、電灯を覆ってい

た黒い遮蔽布を外し、これからはサイレンに夜中に起こされず過ごせるとホツトしたことを思い出す。（次頁に続く） 

 

 

  

Ｈ２7年 8月～9月に多彩な楽しい行事が予定されています。会員以外の方もお誘い下さい。 

月   日 時間 内容 場所 

8月 9日（日） 13時 30分～ 第 9回運営委員会 ﾅﾙｸ東神戸事務所 

1２日(水) 10時～ 同好会 麻雀 

21日（金） 13時 30分～ お楽しみ会  （花火） サンライフ魚崎 

22日（土） 13時 30分～ 第 10回運営委員会 ﾅﾙｸ東神戸事務所 

18時～ ｻﾝﾗｲﾌ魚崎ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｽﾀﾌとの親睦・交流会 かごの屋(住吉店) 

23日（日） 14時 30分～ お楽しみ会（回想レクリェション） サンライフ魚崎ケアハウス ４階 

２６日(水) 10時～ 同好会 麻雀 ﾅﾙｸ東神戸事務所 

２７日(木) 13時 30分～ 歌のサロン 鶯（うぐいす）第 5回 東灘区民センター9Ｆ音楽室 

28日（金） 13時 30分～ 同好会 カラオケ コードダジュール 

9月 6日（日） 13時 30分～ 第 11回運営委員会 ﾅﾙｸ東神戸事務所 

9日(水) 10時～ 同好会 麻雀 

11日（金） 10時～ QCサークル全国大会 特別企画に参加 神戸国際会議場 

１３日（日） 14時 30分～ お楽しみ会 （スーパーピアノと、うぐいす） サンライフ魚崎ケアハウス ４階 

22日（火） 13時 30分～ 目からｳﾛｺ、お元気セミナー （担当：高橋敬介） ﾅﾙｸ東神戸事務所 

23日(水) 13時 30分～ 第 12回運営委員会 

24日(木) 13時 30分～ 歌のサロン 鶯（うぐいす）第 6回 東灘区民センター9Ｆ音楽室 

28日（月） 13時 30分～ お楽しみ会 （お茶席） サンライフ魚崎 

29日(火) 13時 30分～ 同好会 カラオケ コードダジュール 
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（前頁からの続き）思えば小学校へ入る前の年が満州事変、卒業の前が支那事変、中学修了前の年に大東

亜戦と学校は戦争時代であった。お国の為にと忠君愛国を吹き込まれ、兵隊になる為に心身鍛錬を強要され、

憲兵等に言論は統制され、その反動で学生は軍人をゾルと呼び侮蔑していた。その軍人どもに召集され、軍陣

に散った先輩・同級生。私は今も彼等に負い目を感じている。身辺の戦争被害者の多い事を悲しく思う。 

日本の戦争の元は、武家政治を始めた奴だ．その後裔の世間を知らず、命令して威張る事しか知らぬ軍人、そ

いつらが我々を悲惨な目に会せた。 

憲法９条を守れと言うが、それよりも中国・北朝鮮の軍人やイスラム国の者どもに、世界を学ばせ、戦争の悲惨

さを知らせ人権を尊重させる事の方が大切。軍人集団が力を持つと、それを使いたがり、戦争をする。強いと思

うと、弱いものを戦って抑えようとする。憲法９条は我々を負けることから守ってくれない。一旦負けたら、忍びがた

きに耐えと言われ、偲ばねばならぬ。尻馬にのる一部の韓国人にまで難癖をつけられる。 

戦争は領土の拡張、本質的には資源への獲得の欲望から始まった。資源の経済的価値が低くなると今度は相

手の思想抑圧。戦争は思想共有よりも短時間に決着がつけられる。戦争を避けるには、戦争被害の話の伝承

だけでなくて、積極的に相手を抑圧しょうとする膨張主義の思想の排除の働きかけこそ大事。共産主義のソ連

は自滅した。なぜか? 

相手を理解し、こちらを理解させる相互理解尊重の思想の育成が必要。他人の事を聞こうとしないものをどう納

得させるか、言論統制している国に潜り込める情報ソフトを次々開発して、頭の固い彼等に相手の人間の事を

思わせる目的の、心理的な洗脳ソフトの開発が、戦争防止の一番の策であろう。核開発に代わり、そんなソフト

の科学技術開発を夢見る。勿論我々も中国、北朝鮮、イスラム等の相手を理解しなければならない。そして妥

協の方策を作る事が大切。今の日本には国内の事だけ、自分の事だけを考えて 

いる人が多過ぎる。 

＜ナルクＵＳＡ設立 10周年記念に参加して＞ （後編） 

この度、ナルクＵＳＡ10周年記念シンポジュームと日系高齢者施設見学を兼 

ねた、アメリカ旅行に参加させて頂きました。温かい歓迎を受け、行く先々で素晴 

らしい感動がありました。又、アメリカの大自然にも圧倒され印象的なシーンには、 

モニュメントバレーを砂漠の荒野をバンに乗り完全装備（マスク）・砂ボコリの中ド 

ライブ走り、透き通るように青い空と赤茶けた広漠たる荒野のコントラスト。映画や 

ＣＭ等にたびたび登場するが実際に見るモニュメントバレーは、偉大な精霊の力を感    グランドキャニオン（夕陽） 

じる、実り多い旅でした。                       廣岡 桂     

 関西空港から一路ロサンゼルスへ、乗継ラスベガスへ、早速グランドキャニオンで 

の夕陽、翌日早朝から朝日観賞と明るくなるにつれ、やっぱりアメリカは何を見ても 

雄大！！                               小郷 幸代 

ラスベガスの夜の観光スポットに、１番人気のダウンタウンラスベガスのきらめくフリ 

ーモントエクスペリアンスのアーケードでは、観光客がいっぱい一面に電飾 1250万 

個のＬＥＤで光と音のアトラクションが始まり大いに楽しめました。日本で味わえない 

スケールの大きさ感動あっという間の 10日間でした。   畑野芙美子         ＜光と音のアトラクション＞  

＜7月 7日 (七夕) 陽光苑にてお茶会＞   

大井先生により、陽光苑で「お茶会が開かれました。お弟子さん 

のお二人が大井さんの心遣いを察しながら優雅にお茶をたてられ、 

苑内の利用者様方も回数を重ねる度の盛況振りに喜んでおられ 

ました。お手伝いにと参上しましたが、山崎さんの身の軽さには驚 

きました。施設長のお気遣いにも感謝です。堤さんのキャンピング 

カーも大活躍！ さて、生憎の小雨の七夕、織姫と彦星は 

出会えたのでしょうか？     梅崎美津江  

 



＜ケアハウスで、DVD花火大会＞ 

7月 26日（日）に、ナルク東神戸の堤さんにご協力 

いただき、介護型ケアハウスサンライフ魚崎で『大花火 

を見ながら夏の暑さを吹き飛ばそう！』と題し、全国の 

花火大会の映像を皆さまに見ていただきました。 

前日に堤さんがナルク東神戸の別荘がある琵琶湖で 

行われた『近江舞子の花火大会』の映像をビデオに収 

めて下さっていたので、その映像から楽しんでいただき、 

そのあと、全国の花火大会の模様を見て戴きました。 

 以下、花火大会のビデオを見た入居者様の感想です。 

『こちらのケアハウスでお世話になる前の施設が、西宮浜の近くにあり、毎年そこで花火大会を楽しんでいました。

今年の春にこちらに引越ししたので今年は花火を見ることができないな〜と残念に思っていたら、今日こんなに素

敵な花火を見ることができて思わず涙が出ました。本当に有難うございました。』  ケアハウス 2階 S様（女性） 

『今日、久しぶりに花火を見れてとても良かったです。子供の頃に見た花火は、もっと一発一発が間が開いていて、

こんなにたくさんの数は上がっていなかったから、随分、変化したんだな〜と感心しました。冷房の効いた涼しい部

屋でゆっくり見れたのも良かった。これでビールが飲めたら更に最高だったのに。』  ケアハウス 1階 T様（男性） 

 そのほかにも、夏の風物詩を楽しめた、懐かしかったと感想いただきました。来年は、ビールもありの形で企画し

て夏の恒例イベントにしていきたいと思います。                      （増田 恭子） 

＜サンライフ魚崎・第５５回お楽しみ会＞         

7 月 29 日のお楽しみ会では、91 歳のピアニスト辰巳秀一さんのピアノ演奏とグループうぐいすさんのコーラスを

聴かせていただきました。     戸田  中谷  外村  石本 木村 山崎 上坂  堤  ﾋﾟｱﾉ伴奏 幸田 

 辰巳さんのリズミカルで 

パワフルなピアノ演奏と 

年齢を感じさせない軽 

やかな身のこなしに、皆 

様魅了されていまた。 

辰巳さんと同年代の利 

用者様もおられ、「すご 

いなぁ！」と感心されて 

いました。辰巳さんの演奏にいい刺激とパワーを頂きました。また、うぐいすの皆さんが合唱や独唱で昔懐かしい

曲や最近の名曲を聴かせて下さいました。うぐいすさんには、いつもお世話になっているナルクの方々もおられ、素

敵な歌声と一生懸命に歌ってくださる姿に胸が熱くなりました。心から感謝しています。  （橋口由佳） 

＜念願の写真クラブ&ちょこっ歩・大分への弾丸フェリー旅行が実行されました＞ 

・2年越しの実行。船中は快適な乗心地。行きの部屋は貸切状態。宴会 

ムードで楽しんだ。帰りはショーの虜。談笑に華が咲いた。（梅崎美津江） 

・大分港からカローラＨＶ車で 171キロ、安全無傷で疾駆 4名の淑女のお 

しゃべりで狭い車内も大いに盛り上がりました。 （八代光彦）  

・臼杵の石像の神々を訪ねた。以前首が落ち足元に置かれたポスターが印 

象的だったが、今、首は若干縮んで見えるが、元の位置へ収まり、見る者 

の心を惹きつけ続けていました。  （畑野芙美子） 

・臼杵の石仏は凝灰岩の岩壁に刻まれたもの。素朴な味、優しさが滲み出 

ていました。色彩もうっすらうかがえる平安・鎌倉時代のものです。２０年前国宝に指定されました。 

そばには仏花蓮畑が広がっています。５人はご利益頂いて、無事旅を終えられました。合掌  (木村都久子) 

・大分県竹田市直入町の長湯温泉の「ラムネ温泉館」はちょっと趣の違った温泉でした。まず露天は３２度で冷

たい！と驚きましたが、数分後皮膚に泡がびっしりと付く世界屈指の高濃度炭酸泉でした。300年の歴史のあ

る長湯温泉は川端康成始め多くの著名作家に親しまれた温泉で、しみじみ奥深さを感じました。（佐々木真知子） 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                              

        

                               臼杵の石仏  梅崎美津江                      

                         

 

 

 

              

                                             

  

                                              

  

  

 

 ☆時間預託活動･奉仕活動実績報告(人数は実績)           ☆会員数   

   H27年 6月                                    H27年 7末現在  

 

 

 

 

 

項目 活動内容 活動時間 人数 合計  区 世帯数 会員数 

時間預託活動 

 

提供活動 50 23 86 

時間 

東灘 45 68 

事務所当番 38 15 灘 11 18 

講師    4 2 中央 15 22 

点数利用    6 2 3区以外 24 31 

奉仕活動 

 

 

福祉 78 19 168 

時間 

 

合計 

 

95 

 

139 その他 41 10 

ナルク活動 49 14 

事 務 局 便 り 

 

＜カラオケ＞       

日  時： 8月 28日（金）13時 30～ 

ﾜﾝﾄﾞリﾝｸ+歌い放題 約 1,000円 

場  所： コードダジュール 
世話人： 辻川 光夫  

   楽しい歌ご一緒に楽しみましょう 
☆日 時：8月 21日（金） 14：00～ 

場 所： ｻﾝﾗｲﾌ魚崎  

内 容：  花火 上映 

☆日 時：８月 23日（日） 14：30～ 

場 所：ｻﾝﾗｲﾌ魚崎ケアハウス４階  

内 容： 回想レクリェション 

＊＊皆さまのご参加・ご支援を＊＊ 

お待ちしています＊＊ 

 

八
月
の 

同
好
会 

    ＜麻雀クラブ＞ 

日 時 ： 8月 5日・19日(水) 10時～                       

場 所 ： ﾅﾙｸ東神戸事務所               

会 費 ： ３００円               

世話人：  八代光彦 

 

編集後記： ４月からスタートしました「歌のサロン“うぐいす”」は、７月で４回目になりました。ありがたい事に、

一般の方々が続々と参加してくださり、毎回、部屋の定員一杯になっています。 進行を勤めてくださっている

池辺さんは、歌の由来や秘話を調べて楽しくお話くださり、幸田さんのﾋﾟｱﾉ伴奏も非常に好評で、参加者は

皆さんすごく楽しんで下さっています。７月２９日にはサンライフ魚崎のお楽しみ会に新しい方３名が舞台に上

がって歌って下さり、皆の前で歌うことの喜びを感じて頂いたようでした。このような絆が深まっていけば、ナルク

の活動にも加わって頂けるのではと思っています。（本部の新聞４面に鶯が掲載されています）   堤 信也 

 

サンライフ魚崎の 

スタッフの皆さんとの交流会 

ｻﾝﾗｲﾌ魚崎 
和のご馳走あれこれを食しながら楽しいひと時を 

 

日 時： 8月 22日（土）18：00～ 

場 所： かごの屋 （住吉店） 

会 費： 3,500円 

料 理： 和のご馳走あれこれ 

申し込み： ８月１５日（畑野迄） 

 

写真クラブコーナー 


