たまり場

大仙西支部センター
﹁ゆんたく﹂

大仙西支部では︑ ６

う様々な取り組みも行

とができました︒様々

んたく﹂を開設するこ

センターとなることを

て︑また運動の拠点・

場として︑拠り所とし

地域の人達の交流の

います︒

な制約がある中で諸団

た︒顔はきれいでしたが︑

で被爆者の話を聞きまし

ます︒その時︑ドームの前

ドームを訪れたことがあり

校の修学旅行で広島の原爆

地を訪れたいと

って一度広島の

きてるうちに︑千羽鶴を折

ことはできません︒私も生

爆者の人達のことは忘れる

くらしている現在︑あの被

あれから私達は︑平和に

い致します︒

どけてくださいませ︑お願

様といっしょに︑広島へと

鶴と私の気持ちをどうぞ皆

れませんでした︒この千羽

タテのキー

●応募方法／郵便ハガキにクイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号
・友の会に対するご意見等を記入のうえ︑
︱１

友の会事務局﹁お楽しみクイズ﹂係あてにご郵送ください︒

●あて先／〒５９０︱０８２４ 堺市堺区老松町２丁
●しめきり／２０１６年９月 日
︵水︶消印有効

●当選発表／厳正なる抽選の上︑ 人のかたに賞品︵図書カード５００
円分︶を︒賞品の発送をもって発表に替えさせていただきます︒
●クロスワードパズル解答はがきに書かれた﹁ご意見﹂は︑紙面に掲載

④〇〇の悪いいたずら

①少年よ︱︱を抱け

⑥なくて七〇〇
⑧健康な時の体温

歳まで働きました︒

歳の男性が健

す︒ 歳の女性は毎月自分

﹁おしゃべりに﹂きていま

康のためだと言って元気に

どですが︑

小物作りは女性がほとん

開けています︒

す︒今は週３回たまり場を

時に誘われ今に至っていま

友の会とは︑支部結成の

61

で紙芝居をつくり披露︒ペ

ンケースをマイクにシャン

ソンを独唱する方がいて︑

ひとときのミニコンサー

⑩ご馳走に〇〇なめずり

⑨〇〇えび︑〇〇参り

の２番目︒父は中学校の先

こで育ちました︒３人兄弟

島で︑
昭和

んなが元気になって帰って

ではの楽しいひととき︒み

ンがいたり︑たまり場なら

ト︒童謡・演歌などをみん

⑫６月 日は時の︱︱

生で︑家には男の子がよく

いく︒
これはいいですねと︒

田嶋さんは愛媛県の宇和

⑭〇〇より量？

遊びに来ていたそうです︒

なで合唱︒プロのカメラマ

田嶋 修子さん

年に生まれ︑
そ

会員さん
⑮厨房︑台所

一線

⑦海や平原が空と接する

⑤絵を︱︱に入れて飾る

③自分と他人

⑬魚籠︒何と読む

〇〇﹂

⑫手塚治虫の﹁リボンの

術力

⑪同業︱︱に負けない技

ヨコのキー

させていただくことがあります︒ご了承ください︒

①触ること︒︱︱の差
②ＵＶカットのＵＶ
③自伝︒︱︱を書く

住吉の 紙に賜る 扇かな
くちなしの 花の匂へる 歩道橋

耳原で 手術し命 助けられ
健康で 老後楽しく 長生き
増税を 何回にするかで 内輪もめ
＊句を詠む時の情景や思いもお寄せください︒

93

あつ こ

た じま

10

＊俳句・短歌・川柳の次回締め切りは︑２０１６年９月
＊特に︑俳句・短歌のご応募お待ちしております︒

92

月１日にセンター﹁ゆ

体の協力で︑活動の拠

服をぬぎ︑後ろ全体を見せ

ずっと思ってい

Ｂ

17

紹介

夫と宇高連絡船で知り合

大は東京でした︒帰省中に

そうです︒高校は愛媛で短

ですが﹁おてんば﹂だった

じもじ﹂は嫌いです︒無口

で︑性格はさっぱりで﹁も

男の子の中で育っ たの

みんな励んでいます︒たま

場で使うコースター作りに

おられます︒
今日は︑
たまり

が︑本人はしきりに言って

たとはけっして思えません

話人をするまでは無口だっ

受けていただきました︒世

今期は代表世話人を引き

夏子︵ 和泉市光明台︶

越しをしました︒姑に働く

後夫の実家のある堺に引っ

初めは大阪市内で︑その

り場に︑
なりつつあります︒

寿命を延ばしてくれるたま

くれる方です︒そして健康

り場を明るく元気にさせて

前田

ようにと言われ︑ 歳から

︵文・写真 事務局︶
夏子︵ 和泉市光明台︶

ても重要なものであること

す︒
しかし︑
皆さんからのお

出来ているか非常に不安で

ないまま引継ぎ︑きちんと

とになり︑右も左もわから

急遽︑編集担当をするこ

も﹂をしっかり作り上げて

協力をいただきながら﹁と

事な情報として︑皆さんの

友の会の会員の皆さんの大

皆様にも感謝しきりです︒

記事を寄せていただいた

を改めて強く感じました︒
緒方 和人
︵ 西区浜寺元町︶

便 り を 拝 見 す る と︑﹁ と も ﹂

いきたいと考えています︒

編編編編集集集後後後後記記記
安東 利彦
︵ 西区上野芝町︶

を非常に楽しみに待ってお

︵奥村︶

日︵水︶です︒

られるのが良くわかり︑と

緒方 和人
︵ 西区浜寺元町︶

前田

ました︒

い︑卒業の１年後に結婚し

23

14

A

目指して頑張ります︒

てくれました︒やけどの痕

ました︒若い頃

Ｄ

点を持つことができま

の皮の引きつれた体に思わ

は忙しくてこれ

C

した︒

ず︑皆アッと声を出すなど

からという時

言葉は何？

﹁ゆんたく﹂では朝

人の方が来ら

びっくりしました︒説明を

に︑病にかかっ

文字をＡＢＣ順に並べてできる

58

10

はモーニング︑お昼は
〜

ています︒皆さんに気

がん剤で手先はしびれてい

羽一羽折ってみました︒抗

せていただきたく思い⁝一

かれると聞いて私も参加さ

千羽鶴をもって広島へ行

ないません︒

軽に来ていただけるよ

原水爆禁止世界大会に寄せて

矢羽田サヨ子

千羽鶴に 思 い を 込 め
上野芝向ヶ丘町

きいているうち︑皆泣き出

ますので︑あまりうまく折

し て し ま い ま し た︒ こ ん

てこの体じゃ訪

ませんでした︒

な︑ひどい目にあってる人

●６月号の答
「ミズヨウカン（水ようかん）」
●応募数／83通

定食を出していて︑毎

日
40

れ︑皆さんから喜ばれ

30

問することはか

カギを解き、二重ワクに入る

６月オープン︑
みんなの拠り所として

紹 介

今から 年前︑私は中学
60

向ヶ丘支部

26

支部の

友
達がいることは︑当時知り

E
14

にぎやかに開所式（６月１日）

（４）
２０１６年８月

ら
は
み
み
会
の
康
健
No.３９５

思いを託した千羽鶴

