なす、秋は甘柿や栗で、冬はい
も類となる。人間の本能的な味
の要求も、四季の変化にピッタ
リ一致している。季節のリズム
の最盛期の食べ物の味が、旬の
ものである。大地の生命力と太
陽エネルギーが、限界までぎっ
しり詰まっているのが旬。従っ
て、自然の生命力を最も効果的
に体内にとりこみたかったら、
旬より早くても遅くてもだめで
ある。季節外れのものは、栄養
の成分が充実していないからで
ある。秋の味覚であるサンマを
例にとると、最もうまいのは脂
肪分が十五％ぐらい、これが二
十五％に増えるとしっこくなり、
落ちサンマだと五％前後になり
パサパサして食べられない。果
物や野菜、山菜も同じで旬のピ
―クのものが、ビタミンＣが最
も多い。ビタミンＣはあらゆる
生物の生命力が、豊かになって
いくときそれに伴って、大量に
合成され又補給される。草木が
芽生えるときは、急速に細胞分
裂し芽の部分に多量のビタミン
Ｃが発生する。もやしやかいわ
れ大根の芽が、大量のビタミン
Ｃを含んでいるのは、この自然
現象である。旬のものは味が充
実していて、ビタミンやミネラ
ルが多いだけでなく、豊富な酵
素が活発に活躍している。旬は
生命の最盛期で細胞分裂が激し
く行われ、酵素の活動も最盛期
となる。従って、旬の食べ物に
は人間の生命力の強化に、役立
つさまざまな酵素があふれるば
かりに含まれている。
➄海の幸にはさまざまな驚くべき
効能がある。魚のたんぱく質は
良質で、脂質の多い肉よりも低
カロリーであるため、肥満を解
消するダイエットに良い。多種
多様なビタミン、ミネラル、ア
ミノ酸類、核酸が豊富なため、
人体に好影響をもたらす。魚の
脂のＥＰＡ、ＤＨＡは不飽和脂
肪酸で次のような効果がある。
㋑血管拡張作用、血行促進で血圧
が下がり、高血圧を予防する。
㋺抗血栓作用、血小板の凝集を抑
制し、血が固まるのを防ぎ血液
粘度を低下。
㋩中性脂肪や悪玉コレステロール
低下および抑制効果がある。
㊁抗肥満作用、中性脂肪を抑える
ことで、脂肪細胞（皮下、内臓）
の増加を防ぐ。

㋭抗アレルギー作用、免疫を正常
化させて発生させアレルギー疾
患を防ぐ。
㋬抗ガン作用、大腸ガン抑制効果
がある。
㋣肝臓障害の予防改善、青背魚の
マグロ、サンマ、イワシ、サバ
など。

宮田 頼子

◎・十二月例会
報告

十四日 豊玉保健相談所
骨粗鬆症とその予防について
講師
保健師 町田 和子
加齢と共に骨粗鬆症になり易く、
その予防の為カルシュウム摂取、
日光浴、ウォーキング、筋トレ運
動など効果的です。また、家庭内
で転倒骨折しないように家具の位
置を変えたり、外出時には履物、
服装に気をつけ、時間的に余裕を
持って行動する事で予防するよう
にとのお話でした。
身体全体の骨は生きてるうちは
毎日少しずつ生まれ変わっていま
す。常に意識していると骨量が激
減しないのではないでしょうか？
骨の中の破骨細胞と骨芽細胞が

バランス良く破壊と形成を繰り換
えしているからです。三十歳代の
骨量が１００％とすると８０歳に
なると誰でも３０～４０％も減っ
てしまう症状が骨粗鬆症です。
自覚症状が無くて腰痛を感じな
いのに身長が４～５センチ以上縮
んだら圧迫骨折（スカスカになっ
た骨が圧迫される）を疑い、練馬
区の保健相談所に申込んで「６５
歳からの筋力アップ運動と骨量測
定」
を一年に一回 受けて検査して
貰うと良いでしょう。
栄養面での献立の工夫として、
スープや味噌汁に卵を落とす。具
沢山のうどん。しゃぶしゃぶ肉に
野菜も一緒に茹でて食べる。カル
シュウムとビタミンＤをとる。そ
して、しっかり三度食事をとり、
噛む力を維持するために歯の定期
健診を受ける事も大切です。
骨の周りの筋肉を鍛えておくと
転びそうになってもバランスが取
れて、大怪我にならないですみま
す。柔軟性を保つ運動、筋力を保
つ運動、ウォーキングや水泳歩行
の全身運動を取り入れ、戸外で短
時間でも良い姿勢で歩きましょう。
「病は気から」と言うとおり「気
持」の「気」が歩行と深呼吸によ
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って身体の下の方に落ち着くので
日頃から日光浴をし乍らウォーキ
ングを心掛ける。明らかに具合の
悪い時は病院へ行き、その後、自
己管理が大切です。
町田保健師は直接区民の健診、
相談にも係わっておられます。
★出席者・・十七名
青木玲子 浅井敏江 秋元婦み子
今村安江 上西正夫 菅原美佐子
内田稚代 西勝絹子 田中よし子
西牧美幸 橋本 光 難波あや子
宮田頼子 宮本龍子 山口得代
若菜良江 高見沢信二子

菅原 美佐子

◎・下総七福神巡り
報告
一月十三日（木）寒に入り空気
がぴんと張り詰めたような寒い朝
でしたが、空は真っ青で一日中晴
れ渡った良いお天気に恵まれて、
千葉県の下総七福神めぐりに行っ
てきました。練馬区役所を七時四
十五分に出発して高野台駅前で合
流し参加者三十三名を乗せたバス
は志村の外環道から高速にはいり
ました。途中葛飾や江戸川辺りを
通過する頃は、遠くに真っ白な富

士山がはっきり見ることが出来、
また九月のレクリエーションで行
った時に間近で見て圧倒された東
京スカイツリーが、その時よりは
るか上に伸びて高速から見るスカ
イツリーも素晴らしい景観でした。
バスの中では内田さんが「とんち
のなぞなぞ」の出題で皆さんを和
ませてくれているうちに、バスは
東関東自動車道に入り酒々井パー
キングでトイレ休憩の後、成田イ
ンターで高速をおりました。
始めの計画では午前中成田山に
参拝する予定でしたが、すごい混
雑との情報で七福神めぐりを先に
することになりました。下総七福
神は比較的近い距離にお寺があり
ましたが、参加者は皆年配者なの
でバスの運転手さんが気を利かせ
てくれて、お寺の近くまでバスを
着けてくれたので余り今回は歩か
ずにめぐることが出来ました。
始めは布袋尊（金運や子宝を司
る）ここの布袋尊は子供を背負っ
ていてなんとも微笑ましい姿でし
た。次に寿老人（長寿を司る）石
像はお参りの人々がなでるからか
ツルツルしていました。そして毘
沙門天（財を司る）弁財天（学問
芸能を司る）の四つのお寺を参拝

してから、成田Ｕホテルで昼食と
なりました。バイキング形式で料
理は和洋中デザートとバラエティ
に富んでいました。午前中おやつ
を食べるのを控えていたので、皆
さん何度かお代わりして満足そう
でした。
午後は三か所のお寺めぐりです。
五つめの七福神は恵比寿（商売
を司る）本堂の階段の脇に大きな
鯛をかかえた石像がありました。
次の大黒天に行く途中に現地の観
光協会の方が駄菓子屋ショップに
案内しました。店の中は当地でと
れるピーナツ、豆菓子、芋菓子、
せんべいなどの菓子類が豊富で
皆さんいろいろ楽しんで買い求め
ていました。そして大黒天（五穀
豊穣 食欲を司る）最後に福禄寿
（福徳 長寿を司る）のあるゆめ
牧場を後に、成田山新勝寺に向い
ました。成田山には丁度三時頃に
着いたので駐車場も空いていまし
た。
参道の両側は漬物屋、
羊羹屋、
豆屋などのお店が並び参拝客に試
食させたりして呼び込みを見なが
らゆっくり参拝する事ができまし
た。甘味好きの私は栗むし羊羹を
みやげに買いました。成田山を四
時過ぎに出て帰りのバスは居眠り

タイムで眼が覚めるとなんと池袋
の辺りでした。丁度二時間で練馬
区役所に無事到着しました。
この一年間会員の皆様が健康で
健生会の催しものに元気で参加出
来ますように、毎年ながら七福神
にお願いしてきました。
最後になりましたが、今回の七
福神めぐりの参加を楽しみにして
申し込んでいた櫻井カズ子さんが
昨年の十二月中旬急逝されました。
ここにご冥福をお祈りいたします。
★：
（参加者 三十三名）
石毛栄子 内田稚代 大久保晴子
馬場洋子 篠崎玲子 菅原美佐子
上西正夫 西勝絹子 内川スエノ
小宮正子 土屋静江 橋本 光
市原澄子 青木玲子 上西寿美子
池神幸子 近江勇吉 秋元婦み子
島津英子 福田佳代 田中よし子
山口得代 若菜良江 吉田多恵子
宮本龍子 中山ふみ 難波あや子
中村 清 高見沢信二子
柳井田芳子 津村ちか子
宇田川喜代子 根本美佐子

枝垂れ梅
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・
■ 話のひろば
「インタビュー」 遠武 健好
平成二十二年十月から、インタ
ーネット中高年シニアサイト「い
～悠々ドットコム」で「この人に
聞きたい」というインタビューシ
リーズをはじめた。毎月お二人、
あらゆるジャンルの素敵な人物に
ご登場願っている。
十月は、久田恵さん（ノンフィ
クション作家）
、佐藤蛾次郎さん
（俳優）
、十一月は、三宅義信さん
（金メダリスト）
、菅原一秀さん
（衆議院議員）十二月は、植松紀
子さん（百歳万歳・編集長）安田
和弘さん
（巣鴨病院院長）
一月は、
吉岡康子さん（ＮＰＯ法人ＮＹフ
ィットネス研究会理事長）
。
予定で
は昨年十二月十二日に取材した参
議院議長の西岡武夫さんが登場す
ることになっている。
それぞれ三十分から一時間のイ
ンタビューだが、本音で語ってい
ただいているから、マスコミが見
落とした発見がある。
たとえば久田恵さんの人形劇団
（ＮＰＯ活動）は本格的。子ども

の教育に強烈なインパクトを与え
るストーリーが印象的だ。
菅原一秀さんは、父親がサハリ
ン生まれで、ロシア兵に追い出さ
れた話がドラマティックだった。
佐藤蛾次郎さんは、いまでも銀
座でスナック「蛾次ママ」を一時
間三千五百円、あと三十分ごとに
五百円追加という銀座最低価格で
営業している。ここの「寅さんカ
レー」
（千円）は絶品だ。故渥美清
さんとのエピソードがこめられた
カレーライスだが、本格的な味な
のに漢方料理の薬効果がある。蛾
次郎さんの個人的健康法は「一日
六百回、両手でゴルフボールのよ
うな中国式健康球を握ります。ク
ルミを使う人がいますが、あれと
同じ理由です。飲み物では毎日、
玄米黒酢を水でうすめてコップ一
杯飲みます。あとは、抹茶青汁、
にんじんエキス、梅肉エキスを欠
かしません。血糖値は百十を保っ
ています」という。
安田和弘さんのインタビューは、
怖い話になった。その一部をご紹
介する。
――高齢者は何歳からですか。
安田「老人福祉法で高齢者は六十
五歳以上。老人保健法では七十歳

からになっています。これでは若
いということで、今度、国は七十
五歳以上を高齢者にしようとして
います」
――そこで「後期」を取るという
わけですか。
「後期高齢者」は嫌な
名称ですね。
安田「イメージとして、俺たちを
差別するのかという声はあるので
すが、内容がどう悪いかは、あま
り知られていません」
――政府はなぜ「後期」という名
称をつけたのでしょう。
安田「七十五歳以上になったら、
高齢者としての特典を与えようと
いう考えがあったのです。そのよ
うな文書があります。同時に、年
金支給は七十五歳以上にしようと
いう案がある。これからは、みん
ながあまり長生きすると、年金は
払えないと、官僚がひそかに言っ
ているようです」
（笑い）
日本は官僚国家。現実になる？

・
■話のひろば
「七福神めぐり」の旅
中山 ふみ
寒晴れの美しい睦月十三日の朝、

八時、一行三十三名は「七福神め
ぐり」の旅に出発しました。
手慣れた運転手さんとガイドさ
んの誘導により、それぞれ個性ゆ
たかな福の神の像に出逢うことが
でき楽しい旅となりました。
いただいたチラシによりますと、
七福神はインド、中国、日本の三
国の福の神が集まり、人々に福禄
寿の幸福をお授けになる由。この
世の平和を希いつつ参加した“ひ
ととき”でもありました。
旅程を記しますと布袋尊（乗願
寺）
、寿老人（昌福寺）
、毘沙門天
（龍正院）
、弁財天（真城院）
、恵
比寿（楽満寺）大黒天（常福寺）
、
福禄寿（成田ゆめ牧場）これらを
作った先人の労苦を思いつつ巡る
ことができました。
道中、ホテルでのバイキングも
おいしく頂きました。
さいごは成田に到着。かの有名
な成田山の拝殿は、さすがに壮大
で多くの参拝客が群れて活気に満
ちていました、参道の両側には、
様々な土産物のお店が立ち並び、
「門前、市をなす」の言葉通りだ
と感心しながら、坂道を昇り降り
いたしました。
無事に「七福神めぐり」を終え

4

前号より

私達一行は、夕暮れの道を一路、
東京へと帰途につきました。
よき企画を立て、さまざまご配
慮をしてくださった役員の方々に
感謝いたします。

◎・三題噺
散歩で出合った小学校姉妹校
西島 幸夫
板橋区の板橋は、中山道の日本
橋から最初の宿場町として知られ
る。板橋は、石神井川に架かる「板
の橋」が、
「板橋」の地名の起こり
であるといわれている。
一一八〇年に源頼朝が、板橋に
陣を布いた記録もある歴史的な地
名だ。
そのすぐ下流に加賀という地名
がある。加賀百万石の潘下屋敷二
十一万七千坪があった土地だ。下
屋敷跡の中を流れる石神井川に架
かる橋の名前は、加賀さくら橋、
加賀学園橋、加賀橋、金沢橋と加
賀に因んだ名前が多い。しかし昔
を偲ぶものは、金沢橋右岸の加賀
公園に旧庭園の築山が僅かに残る
だけで、
往時の面影は見られない。
この辺り一帯は、加賀渓谷と呼

ばれ、緑に包まれた桜並木が続い
ている。春は両岸の桜が花吹雪と
なって舞い、夏は緑陰、秋は紅葉
を楽しめる散策路だ。「俳句の散歩
道」といわれ子規の句碑「若鮎の
二手になりて上りけり」がある。
川岸には兼六公園の「ことじ灯
篭」
を模したモニュメントがあり、
その傍らにある板橋区立金沢小学
校を訪ねた。校章も前田家の梅の
紋をデザイン化している。校長先
生のお話を伺っていたら、私の卒
業した金沢の新竪町小学校と姉妹
校になっていることがわかり、校
長先生とも親しくなった。
平成二十一年三月に、金沢市と
板橋区の交流を記念した碑が加賀
公園に完成した。前田利家を祀る
金沢の尾山神社神門のステンドグ
ラスを意匠した立派なモニュメン
トが飾られた。その祝典が金沢小
学校の校庭で行われるので、佐藤
校長先生から「お花見がてら遊び
に来てください」とお誘いを受け
た。その折、七月に金沢小学校が
新竪小学校を親善訪問すると聞い
た。姉妹校の交流が深まっていく
ことを喜んでいたら、私にも訪問
団に加わってほしいと声をかけら
れた。思いがけないお誘いだった

が、お役にたつならばと喜んでお
引き受けすることにした。
故郷の新竪町小学校を訪問
七月二十二日早朝に、五、六年
生の児童四十二人と引率の校長先
生に加わり、父兄に見送られて校
庭からバスで出発した。道中、日
食もあったので、休憩をとりなが
ら走行約五百キロを八時間かけて
金沢へ着いた。
翌二十三日、母校新竪町小学校
へ一同と共に訪問して、村山校長
先生と児童達の大歓迎をうけた。
五十数年ぶりの訪問である。校舎
は建て替えられていたが懐かしい
気持ちに変わりはない。
本校は、明治三（一八七〇）年
の開校で今年一四〇周年を迎える。
昭和一八年に文化勲章を受章した
評論家三宅雪嶺の生家跡があった
ので、生誕地の記念碑が校庭の一
隅に建てられていたことを懐かし
く思い出した。校長室に入ると、
卒業生の禅の研究者鈴木大拙が揮
毫した「平常心是道」という扁額
が掲げられていた。あるべきとこ
ろにいい書があると思った。
交流会は、両校の学校紹介やフ
ォークダンス、記念品の交換、記
念撮影。それから八班に分かれて

市内の観光コースを見学した。私
もサポーターとして両校の児童達
と一緒に兼六公園、尾山神社、金
沢城公園、二十一世紀美術館をま
わった。素晴らしいイベントに参
加でき、母校訪問が叶った充実し
た二日間に乾杯をした。翌日、地
元の新聞が姉妹校交流の様子を報
じていた。墓参りで訪れた大乗寺
の門前には、「すべては自分から出
て自分に帰る」という言葉があっ
た。足を伸ばして能登半島の入り
口にある宇ノ気（かほく市）の西
田幾多郎記念哲学館を訪ねた。哲
学を身近に感じ、わかりやすく学
んでほしいという建築家安藤忠雄
が設計したユニークな建築だ。
このミュージアムは「心のオア
シス」だという。館内に木村弘道
画伯の「老当益壮」という大きな
抽象画が飾ってあった。後漢書の
出典で「老いてはまさにますます
壮んなるべし」と読む。
「人間年を
とればとるほどますます志を高く
し、盛んな意気を持つべきだ」と
解説してあった。
偶然、励まされる幾つかの箴言
に接し、新たなる元気を貰い、故
郷はありがたいという気分に満た
された。
（平成二十二年弥生）
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【１円玉：５円玉】の募金に是非ご協
力をお願い致します。
平成 23 年 1 月 24 日現在、ご協力
いただいた方は１１名の方です。
募金のご協力をお願い致します。

締切り日は

■「会員募集：青桐句会」■
只今、青桐句会では会員を募っています。
大変楽しい句会なので、どうぞ覗いて仲間
になってみては如何でしょうか、お待ちし
ております。

ご連絡は、各役員、青桐句会

２月１５日

中村 清（３９９１－１２３９）

■きららカレー作り：お手伝い募集■
きららのカレーつくりは、月に一度５人で
していますが。事情により欠員が生じました
ので２名募集いたします。通常は第 2 金曜日
９時半から１３時までです。
ルーから作りますので大変おいしいカレー
と評判です。
３月に見学に来て下さるか、または役員ま
でご連絡（お電話で）下さい。

生年月日 Ｓ：１６年９月９日
郵便番号 １７７－００４２
練馬区下石神井６－１０－７
電 話 ５３７２－３９２３

青桐句会だより

一月八日（
土） 二七三号

貞子

稔

泉
曾孫に見上げて渡すお年玉
鐘の音の余韻かそけく初電話
紅仄か九十六才初鏡

斉藤
軒近くカラス飛ぶなり寒の入
松飾り羽根つく人もなくなりぬ
群衆の一個となりしだるま市

健

中村 清
兜太氏の難解の句や初笑ひ
笑ふ子も泣く子もありしだるま市
つつがなく拝す八十路の初日の出

宮崎
笛の音の流るる中に松を立て
受験する孫の数だけだるま買う
今朝のみは可愛いく啼くや初烏

中尾 久子
大鈴の音絶え間なし初詣
高崎や干支を描きしだるま市
元旦や起居 （たちい）
振舞う正しゅうす
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◇新 会 員 紹 介◇
半田 ヨシ子

「一月 役員会」報告
〔六日・出席者〕
豊玉リサイクルセンター
青木玲子 池神幸子 秋元婦み子
内田稚代 近江勇吉 菅原美佐子
宮田頼子 山口得代 中村千代古
（見学）遠武健好 高山節子
☆新年の抱負
《司会・青木》
★新しくなったニュースの題字の
感想？ ニュースについて注意
事項、
「話のひろば」のお誘い文
★一月十三日、下総七福神めぐり
について必要なもの、リボン、
旗、緊急連絡カード
●担当：池神幸子
当日「みんなのおんがくかい」
の切符を売る。一枚五百円
★一月の新年会について
八十歳…四名、九十歳…二名
表彰があります。
★「みんなのおんがくかい」
一月十五日、九時三十分、豊玉
リサイクルセンター「みんなのお
んがくかい」打ち合わせ会
三月一日 十時より公民館との
打ち合わせ
☆二月例会、二月十九日（土）
十時、豊玉リサイクルセンター
松島 先生：講演。

☆ボラセンへの新年の挨拶、青木
☆練馬ボランティア市民活動セン
ター会議室利用団体の懇談会一
月二十六日 水 三時～五時まで
(
)
秋元
（やすらぎ）
、
中村
（繭の会）
、
青木（健生会）
、出席予定。
☆豊玉リサイクルセンター二周
年記念行事 三月二十六日
（土）
まゆの会 参加
☆四月一泊旅行（長瀞）十一、十
二日に決定。
☆新年度の事業計画について話し
合う。総会資料持参のこと。
☆二月巻頭言は上西名誉会長担当
編集後記も。
★二月行事予定の確認と
ニュース内容の検討
★「一月ニュース作業」
＊割付・校正二十六日 水( )
午後一時豊玉高齢者センター
＊印刷・発送二十八日 金( )
午前十時、ボラセン
★「二月役員会」七日 月( )
司会・近江
午前十時リサイクルセンター
（文責）
・山口

◆「ニュース【割付／校正】
」
（十二月二十二日・練馬）
青木玲子 池神幸子 秋元婦み子
内田稚代 近江勇吉 菅原美佐子

◆「おしめたたみ／ボラ」
（一月七日・小茂根）
篠崎玲子 鈴木敏彦 鷺池聰子
菅原美佐子 大久保晴子
池谷久美子 会員外三名
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◆「おしめたたみ／ボラ」
（一月二十一日・小茂根）
篠崎玲子 鈴木敏彦 菅原美佐子
鷺池聰子 高村直子 秋元婦み子
池谷久美子 会員外一名

◆「きらら昼食作り」
（一月十四日・練馬）
《カレーライス：三十人分》
市原澄子 鷺池聰子 大久保晴子
篠崎玲子 山口得代

使用済み

◆使用済みカード◆
協力者 篠崎玲子
累 計
２３，０１９枚

中村 清 宮田頼子 山口得代
◆「ニュース【印刷／発送】
」
（十二月二十八日・練馬）
青木玲子 石毛栄子 秋元婦み子
池神幸子 市原澄子 菅原美佐子
今村安江 岩根厚子 中村千代古
内田稚代 近江勇吉 葛谷豊子
嶋木和子 高橋保孝 武田怜子
中村 清 橋本 光 宮田頼子
山口得代
◆「やすらぎ会」
（一月七日・ボラセン）
大矢芳子 葛谷豊子 秋元婦み子
澤田正子 武田怜子 内田まさ子
中尾久子 西勝絹子 小野寺京子
橋本 光 細野愛子 高橋登志恵
松島久米 安岡良子 八巻祥子
◆「やすらぎ会：新年会」
（一月二十一日・木曽路）
大矢芳子 葛谷豊子 秋元婦み子
澤田正子 武田怜子 内田まさ子
中尾久子 西勝絹子 島田フサ子
橋本 光 細野愛子 志村松枝
松島久米 安岡良子 八巻祥子

◎使用済み切手収集◎
協力者 内田稚代 坂根洋子
篠崎玲子 横山静子
合 計
２２５枚
累 計
７７６，８４５枚

◎１１年２月 日付順行事案内：★印はチラシ同封 ☆印は詳細別掲◎
▼ ２日（水）１３：３０
▼ ４日（金）１０：００
▼ ４日（金）１３：００
▼ ４日（金） ９：３０
▼ ５日（土）１３：３０
▼ ７日（月）１０：００
▼ ８日（火）１３：３０
▼１２日（土）１３：００
▼１２日（土）１３：３０
▼１６日（水）１３：３０
▼１７日（木）１４：００
▼１７日（木）１６：３０
▼１８日（金）１０：００
▼１８日（金）１３：００
★▼１９日（土）１０：００
▼２１日（月）１０：００
▼２２日（火）１０：００
▼２５日（金）１０：００
▼２６日（土）１３：３０
▼２６日（土）１３：３０
▼２８日（月）１０：００

「シルバーコーラス」練馬公民館
「おしめたたみ」心身障害児総合医療療育センター
「やすらぎ会」練馬ボランティア市民活動センター
「きらら：生活支援昼食会」豊玉すこやかセンター６階
「自 彊 術」開進第二小学校
「役員会」豊玉リサイクルセンター
「マジック」練馬ボランティア市民活動センター
「青桐（きさらぎ）句会」男女共同参画センターえーる（石神井）
「パソコンサロン」区立小竹小学校
「シルバーコーラス」練馬公民館
「ナベさんのわくわく講座」豊玉高齢者センター
「ナベさんのわくわく囲碁クラブ」豊玉すこやかセンター６階
「健康連絡会」関保健相談所
「やすらぎ会」練馬ボランティア市民活動センター
「例会：松島勇次先生」豊玉リサイクルセンター
「まゆの会」小物作り 練馬ボランティア市民活動センター
「ニュース（割付校正）
」練馬ボランティア市民活動センター
「ニュース印刷・発送」練馬ボランティア市民活動センター
「自 彊 術」開進第二小学校
「パソコンサロン」区立小竹小学校
「革細工の会」光が丘ボランティアコーナー
☆☆ 行事案内 ☆☆

☆『青桐（きさらぎ）句会』
▼二月十二日（土）午後一時
男女共同参画センター
えーる 石神井
＊季題「立春・梅・利休忌」
各一句
※雑題：３句 計五句出句の事

☆『繭の会【小物づくり】
』
▼二月二十一日（月）十時
練馬ボランティア 市民活動センター
※作るもの ビーズで作る
「キラキラのおひな様」
＊持ってくるもの
ハサミ・ボンド・ペンチ

☆『革細工の会 小(物づくり 』)
▼二月二十八日（月）十時
光が丘ボランティアコーナー
※作るもの ハサミケース
テ イシュケース

訃 報
この度、会員・櫻井カズ子様
がご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上
げます。

今年の新年会にはか
くし芸大会をやって
盛り上げていただき
ましょう。私は、青木会長と合同
演奏として、オカリナを発表した
いと考えています。曲目は当日の
お楽しみ。それと一緒に、マジッ
クをご披露しましょう。
これは以前の船旅の催しの中で
教わったものです。今年の船の中
のかくし芸大会で拍手喝采を頂い
たので、多少自信がついたもので
す。この様な楽しい「クラブ活動」
を、もっと広げて行きたいと念願
しております。澤野さんご夫妻の
指導で永く続いている「シルバー
コーラス・俳句の会・レク等々・
夫々、健康に役立っている事を心
から嬉しく感謝しております。健
康は幸せの原点であると常々申し
ておりますが、何か他に新しいも
のがありましたら、どうぞ遠慮な
くご提案下さい。
新年号のニュースに非常に残念
な事ですが、櫻井さんが十二月十
七日にお亡くなりになりました。
皆さんと共に御悔み申し上げます。
皆様健康に留意され自分の健康は
自分で守りましょう。
編集
後記

Ｍ・Ｕ
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