
東久留米がん哲学外来 in メディカル・カフェ                    心のSpring water（湧き水）2020年夏の思い出号 

^ƉƌŝŶŐ�tĂƚĞƌ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�,ĞĂƌƚ�sŽů͘ϱ����������������������������������������������1                                                  ^ƵŵŵĞƌ�ŵĞŵŽƌŝĞƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ� 

心の^ƉƌŝŶŐ�
ǁĂƚĞƌ(湧き水)  

sŽů͘ϱ 

〜 〜

 樋野 興夫 

 新渡戸稲造記念センター 長 

 順天堂大学 名誉教授 

�����ϮϬϮϬ年ϵ月ϮϬ日の定例の「東久留米がん哲学外来 ŝŶメディ

カル・カフェ」で『心の^ƉƌŝŶŐ�ǁĂƚĞƌ�;湧き水) ǀŽů͘ϱ』の発行

が決定された。「東久留米がん哲学外来 ŝŶメディカル・カ

フェ」は、ϮϬϬϴ年秋にスタートし ϭϮ年が過ぎた。前年の

ϮϬϬϳ年ϭϮ月ϵ日に「新渡戸稲造『武士道』/ 内村鑑三『代表

的日本人』読書会が開始された。  

ϮϬϮϬ年ϭϬ月ϭϭ日の次回の「東久留米がん哲学外来 ŝŶメディ

カル・カフェ」では、[「新渡戸稲造 武士道 ϭϮϬ�周年記

念」、新渡戸稲造『武士道』/ 内村鑑三『代表的日本人』読

書会 ϭϯ�周年記念、東久留米がん哲学外来 ŝŶメデイカル・カ

フェ ϭϮ�周年記念、東村山がん哲学外来メデイカル・カフェ  

ϲ�周年記念『春の街道旅から 秋の落合川散策へ』] が 企画

されている。 ことを

実感する日々である。スタッフの「真摯な姿」、「一貫した

生き方」には、大いに感動する。 

ϮϬϮϬ年ϭϭ月ϮϬ〜Ϯϯ日は、「樋野先生と行く北海道 函館・札

幌・小樽の旅」（'Ž�dŽ トラベル事業支援対象）が、企画さ

れるようである。 新渡戸稲造『武士道』発行 ϭϮϬ�周年記

念/ 新渡戸稲造 国際連盟事務次長 ϭϬϬ�周年記念/ 新島襄 

没 ϭϯϬ�周年記念/ 内村鑑三 没 ϵϬ�周年記念と 謳われてい

る。私は、講演『クラーク、新島襄、内村鑑三、新渡戸稲造

を学ぶ旅』の機会が与えられるとのことである。本当に実現

したら、歴史的快挙である！ 

 注) 今回は、コロナで残念ながら中止となりました。早期のコロナの沈静化をお祈り申し上

げます。  

“Continuation is an important act  
            as a human being”—“Coherent way of life” —  

�ƚ� ƚŚĞ� ƌĞŐƵůĂƌ�ŵĞĞƟŶŐ� ŽĨ� ,ŝŐĂƐŚŝ-<ƵƌƵŵĞ� �ĂŶĐĞƌ� WŚŝůŽƐŽƉŚǇ�
�ůŝŶŝĐ� ŝŶ� DĞĚŝĐĂů� �ĂĨĠ� ŚĞůĚ� ŽŶ� ^ĞƉƚĞŵďĞƌ� ϮϬ͕� ϮϬϮϬ͕� ͞^ƉƌŝŶŐ�
ǁĂƚĞƌ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�,ĞĂƌƚ�sŽů͘ϱ͟ǁĂƐ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ŝƐƐƵĞĚ͘�^ŝŶĐĞ�
ƚŚĞ� ,ŝŐĂƐŚŝ-<ƵƌƵŵĞ� �ĂŶĐĞƌ� WŚŝůŽƐŽƉŚǇ� �ůŝŶŝĐ� ŝŶ�DĞĚŝĐĂů� �ĂĨĠ�
ǁĂƐ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂƵƚƵŵŶ�ŽĨ�ϮϬϬϴ͕�ƚǁĞůǀĞ�ǇĞĂƌƐ�ŚĂǀĞ�ƉĂƐƐĞĚ͘�
/Ŷ�ƚŚĞ�ƉƌĞǀŝŽƵƐ�ǇĞĂƌ͕�Ă�ƌĞĂĚŝŶŐ�ĐŝƌĐůĞ�ĨŽƌ�͞�ƵƐŚŝĚŽ͗�dŚĞ�^ŽƵů�ŽĨ�
:ĂƉĂŶ͟� ďǇ� /ŶĂǌŽ� EŝƚŽďĞ� ĂŶĚ� ͞ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ� DĞŶ� ŽĨ� :ĂͲ
ƉĂŶ／:ĂƉĂŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�:ĂƉĂŶĞƐĞ͟�ďǇ�<ĂŶǌŽ�hĐŚŝŵƵƌĂ�ǁĂƐ�ƐƚĂƌƚĞĚ�
ŽŶ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϵ͕�ϮϬϬϳ͘� 

&Žƌ� ƚŚĞ� ŶĞǆƚ� ŐĂƚŚĞƌŝŶŐ� ŽĨ� ,ŝŐĂƐŚŝ-<ƵƌƵŵĞ� �ĂŶĐĞƌ� WŚŝůŽƐŽƉŚǇ�
�ůŝŶŝĐ�ŝŶ�DĞĚŝĐĂů��ĂĨĠ�ƚŽ�ďĞ�ŚĞůĚ�ŽŶ�KĐƚŽďĞƌ�ϭϭ͕�ϮϬϮϬ͕�͞&ƌŽŵ�Ă�
ƐƉƌŝŶŐ�ŚŝŐŚǁĂǇ�ƚƌŝƉ�ƚŽ�ĂŶ�ĂƵƚƵŵŶ�KĐŚŝĂŝ�ZŝǀĞƌ�ǁĂůŬ͟�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�
ƉůĂŶŶĞĚ�ƚŽ�ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƚĞ�ƚŚĞ�ϭϮϬƚŚ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ�͞�ƵƐŚŝĚŽ͗�
dŚĞ�^ŽƵů�ŽĨ�:ĂƉĂŶ͟�ďǇ�/ŶĂǌŽ�EŝƚŽďĞ͖�ƚŚĞ�ϭϯƚŚ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ƌĞĂĚŝŶŐ� ĐŝƌĐůĞ� ĨŽƌ� ͞�ƵƐŚŝĚŽ͗� dŚĞ� ^ŽƵů� ŽĨ� :ĂƉĂŶ͟� ďǇ� /ŶĂǌŽ�
EŝƚŽďĞ�ͬ� ͞ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�DĞŶ�ŽĨ� :ĂƉĂŶ／:ĂƉĂŶ�ĂŶĚ� ƚŚĞ� :ĂƉĂͲ
ŶĞƐĞ͟�ďǇ�<ĂŶǌŽ�hĐŚŝŵƵƌĂ͖�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ϲƚŚ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ�,ŝŐĂƐŚŝ-
DƵƌĂǇĂŵĂ��ĂŶĐĞƌ�WŚŝůŽƐŽƉŚǇ��ůŝŶŝĐ�DĞĚŝĐĂů��ĂĨĠ͘��ǀĞƌǇ�ĚĂǇ� /�
ƌĞĂůŝǌĞ� ƚŚĂƚ� "continuation is an important act as a human 
being."� /� Ăŵ�ǀĞƌǇ� ŝŵƉƌĞƐƐĞĚ�ǁŝƚŚ� ƚŚĞ� ƐƚĂīΖƐ� ΗĚĞĚŝĐĂƟŽŶΗ� ĂŶĚ�
ΗĐŽŚĞƌĞŶƚ�ǁĂǇ�ŽĨ�ůŝĨĞ͘Η� 

&ƌŽŵ� EŽǀĞŵďĞƌ� ϮϬ� ƚŽ� Ϯϯ͕� ϮϬϮϬ͕� Η,ŽŬŬĂŝĚŽ� ,ĂŬŽĚĂƚĞͬ
^ĂƉƉŽƌŽͬKƚĂƌƵ�dƌŝƉ�ǁŝƚŚ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ�,ŝŶŽΗ� ;ƐƵďũĞĐƚ� ƚŽ� ƚŚĞ� ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚ�ďǇ�'Ž�dŽ�dƌĂǀĞů��ƵƐŝŶĞƐƐͿ� ƐĞĞŵƐ� ƚŽ�ďĞ�ďĞŝŶŐ�ƉůĂŶŶĞĚ͘� /ƚ�
ǁŝůů�ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƚĞ�ƚŚĞ�ϭϮϬƚŚ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ŽĨ�
/ŶĂǌŽ�EŝƚŽďĞΖƐ�Η�ƵƐŚŝĚŽ͗�dŚĞ�^ŽƵů�ŽĨ�:ĂƉĂŶΗͬƚŚĞ�ϭϬϬƚŚ�ĂŶŶŝǀĞƌͲ
ƐĂƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚĞƉƵƚǇ�ƐĞĐƌĞƚĂƌǇ�ŐĞŶĞƌĂů�ŽĨ�ƚŚĞ�>ĞĂŐƵĞ�ŽĨ�EĂƟŽŶƐ͕�
/ŶĂǌŽ�EŝƚŽďĞ� ͬ� ƚŚĞ� ϭϯϬƚŚ� ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ� ŽĨ� ƚŚĞ� ĚĞĂƚŚ� ŽĨ� :ŽƐĞƉŚ�
,ĂƌĚǇ�EĞĞƐŝŵĂ� ͬ� ƚŚĞ� ϵϬƚŚ� ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ� ŽĨ� ƚŚĞ� ĚĞĂƚŚ� ŽĨ� <ĂŶǌŽ�
hĐŚŝŵƵƌĂ͘� /�ǁŝůů�ďĞ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ� ƚŽ�ŐŝǀĞ�Ă� ůĞĐƚƵƌĞ�ŽŶ�
ƚŚĞ� ΗdƌŝƉ� ƚŽ� ůĞĂƌŶ� �ůĂƌŬ͕� :ŽƐĞƉŚ� ,ĂƌĚǇ� EĞĞƐŝŵĂ͕� <ĂŶǌŽ� hĐŚŝͲ
ŵƵƌĂ͕�ĂŶĚ�/ŶĂǌŽ�EŝƚŽďĞΗ͘�/Ĩ�ƚŚŝƐ�ƌĞĂůůǇ�ŚĂƉƉĞŶƐ͕�ŝƚ͛ůů�ďĞ�Ă�ŚŝƐƚŽƌͲ
ŝĐ�ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ͊� 

  Okio Hino, M.D., Ph.D. 
����ŵĞƌŝƚƵƐ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ͕�:ƵŶƚĞŶĚŽ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 
����ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�EŝƚŽďĞ�/ŶĂǌŽ�DĞŵŽƌŝĂů��ĞŶƚĞƌ� 
������EŽƚĞ͗� hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕� ŝƚ� ǁĂƐ� ĐĂŶĐĞůĞĚ� ĚƵĞ� ƚŽ� �Ks/�-ϭϵ͘�tĞ� ƉƌĂǇ� ĨŽƌ� ƚŚĞ��

ĞĂƌůǇ�ĐĂůŵŝŶŐ�ĚŽǁŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͘ 

ƉŚŽƚŽ͗�DĂŬŝ�dƐƵŶŽĚĂ 
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あかちゃんが、ほしいの。神様にお願いするとお空から

降って来ると思うの。あかちゃんが、ほしいから神様に

お願いしたの。 

ママもほしいからお願いしたの。だからママの所ぽんと

来たと思うの。 

ばーばもママがほしいととお願いしたの。だからママが

きたの。 

今年の夏の一番の贈り物。ほっと暖かい気持ちになれ

た出来事でした。神様にお願い事ばかり。ほっとできる

仲間に知り会えたことが幸せ 

  
/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�Ă�ďĂďǇ͘�/Ĩ�ǁĞ�ĂƐŬ�'ŽĚ͕�/�ƚŚŝŶŬ�ŝƚ�ǁŝůů�
ĐŽŵĞ� ĚŽǁŶ� ĨƌŽŵ� ƚŚĞ� ƐŬǇ͘� �ĞĐĂƵƐĞ� /� ǁĂŶƚĞĚ� ƚŽ�
ŚĂǀĞ�Ă�ďĂďǇ͕�/�ĂƐŬĞĚ�'ŽĚ�ĨŽƌ�ŝƚ͘ 

DŽŵ�ĂůƐŽ�ĂƐŬĞĚ�ĨŽƌ� ŝƚ͘�dŚĂƚΖƐ�ǁŚǇ�/�ƚŚŝŶŬ�/�ĐĂŵĞ�
ĚŽǁŶ�ƚŽ�ŵǇ�ŵŽŵ͘ 

'ƌĂŶĚŵĂ� ĂƐŬĞĚ� ĨŽƌ� ŵŽŵ� ƚŽŽ͘� dŚĂƚΖƐ� ǁŚǇ� ŵŽŵ�
ĐĂŵĞ͘ 

dŚĞ� ďĞƐƚ� ŐŝŌ� ĨŽƌ� ƚŚŝƐ� ƐƵŵŵĞƌ͘� /ƚ� ǁĂƐ� ĂŶ� ĞǀĞŶƚ�
ƚŚĂƚ� ŵĂĚĞ� ŵĞ� ĨĞĞů� ǁĂƌŵ͘� /͛ŵ� ŵĂŬŝŶŐ� Ă� ůŽƚ� ŽĨ�
ǁŝƐŚĞƐ� ƚŽ�'ŽĚ͘�DǇ�ŚĂƉƉŝŶĞƐƐ� ŝƐ� ƚŚĂƚ� /� ŚĂǀĞ�ŵĞƚ�
ĨƌŝĞŶĚƐ�ǁŚŽ�ĐĂŶ�ŵĂŬĞ�ŵĞ�ĨĞĞů�ƌĞůĂǆĞĚ͘ 

  Yuko  

      

  秋めいてきたこの頃ですが、今年の夏は暑さにバテて引

きこもる事が多い日々でした。年々暑さに弱くなってきて

いる気がします。 

まだ梅雨明け前のϳ月末に、近所で彼岸花が咲いているのを

見付けました。寒暖差が激しかったので、季節を間違えた

のかな？と思っていたら、ϴ月に入っても元気をもらえる赤

い色の花が次々と咲き続け、ϵ月に入り今も次々と咲いてい

るので、見るたびに『 』とエー

ルをもらっていました。 

'Ž� dŽキャンペーンは東京除外だったので、満天の星空を観

に行く事は諦めましたが、区内の畑でトウモロコシ迷路を

作ったと知り、初めてのトウモロコシ狩りをしました。迷

路の所々には向日葵が咲いていたり、自分で獲ったトウモ

ロコシの味は格別でした。 

また、私たち夫婦が子供の頃から慣れ親しんだ豊島園がϴ月

一杯で閉園するため、ϳ月末の週末から毎週末上がる花火を

観るのが楽しみとなりました。途中で、近くの道路からの

方が良く見える事に気付き、道路から観るようになった

ら、最後の花火の日は近隣の方たちも数人観に来ていたの

で、それぞれに想い出があるのだろうと感じました。 

昨年のϵ月は３回目の手術で入院していたので、一年後に思

いがけず穏やかに夫婦で夏の想い出を作れた事に感謝で

す。最後の抗がん剤から休薬して無事に半年経ち、これか

らも小さなお楽しみを見付けていきたいと思います。 

 角田 万木  

     Cluster amaryllis in summer 

����/ƚ͛Ɛ� ďĞĐŽŵŝŶŐ�ĂƵƚƵŵŶĂů� ƚŚĞƐĞ�ĚĂǇƐ͘� dŚŝƐ� ƐƵŵŵĞƌ�ǁĂƐ� ƚŽŽ�
ŚŽƚ�ĂŶĚ�/�ŽŌĞŶ�ƐƚĂǇĞĚ�ŝŶĚŽŽƌƐ͕�ĨĞĞůŝŶŐ�ŽƉƉƌĞƐƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ŚĞĂƚ͘�
/�ĨĞĞů�ŐĞƫŶŐ�ǁĞĂŬĞƌ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ŚĞĂƚ�ǇĞĂƌ�ďǇ�ǇĞĂƌ͘ 

�ƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�:ƵůǇ͕�ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĂŝŶǇ�ƐĞĂƐŽŶ͕�/�ĨŽƵŶĚ�
ĐůƵƐƚĞƌ� ĂŵĂƌǇůůŝƐ� ďůŽŽŵŝŶŐ� ŝŶ�ŵǇ� ŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ͘� /� ǁĂƐ� ǁŽŶͲ
ĚĞƌŝŶŐ� ŝĨ� ƚŚĞ�ŇŽǁĞƌƐ�ŵĂĚĞ�Ă�ŵŝƐƚĂŬĞ� ŝŶ� ƚŚĞ� ƐĞĂƐŽŶ�ďĞĐĂƵƐĞ�
ƚŚĞ� ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ�ǁĂƐ� ŐƌĞĂƚ͘� dŚĞ� ƌĞĚ�ŇŽǁĞƌƐ� ĐŽŶͲ
ƟŶƵĞĚ� ƚŽ�ďůŽŽŵ͕�ĞǀĞŶ� ŝŶ��ƵŐƵƐƚ�ĂŶĚ� ŝŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ� ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�
ƐƟůů� ďůŽŽŵŝŶŐ� ŽŶĞ� ĂŌĞƌ� ĂŶŽƚŚĞƌ͘� dŚĂƚ� ŐĂǀĞ�ŵĞ� ĞŶĞƌŐǇ͘� ^Ž͕�
ĞǀĞƌǇ�ƟŵĞ�/�ƐĞĞ�ƚŚĞŵ͕�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ƐĞŶĚŝŶŐ�ĐŚĞĞƌƐ�ƚŽ�ŵĞ͕�ƐĂǇŝŶŐ�
Η�ƵƚƵŵŶ�ĐŽŵĞƐ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ŚĞĂƚ͘Η� 

^ŝŶĐĞ�dŽŬǇŽ�ǁĂƐ�ĞǆĐůƵĚĞĚ� ĨƌŽŵ� ƚŚĞ�'Ž�dŽ� ĐĂŵƉĂŝŐŶ͕� /� ŐĂǀĞ�
ƵƉ�ŐŽŝŶŐ�ƚŽ�ƐĞĞ�ƚŚĞ�ƐƚĂƌ-ĮůůĞĚ�ƐŬǇ͘�/ŶƐƚĞĂĚ͕�/�ǁĞŶƚ�ƚŽ�ƉŝĐŬ�ĐŽƌŶ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƟŵĞ�ĂƐ�/�ůĞĂƌŶĞĚ�ƚŚĂƚ�Ă�ĐŽƌŶ�ŵĂǌĞ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ĐƌĞͲ
ĂƚĞĚ� ŝŶ� Ă� ĮĞůĚ� ŝŶ� ƚŚĞ� ǁĂƌĚ͘� ^ƵŶŇŽǁĞƌƐ� ǁĞƌĞ� ďůŽŽŵŝŶŐ� ŝŶ�
ƐŽŵĞ� ƉĂƌƚƐ� ŽĨ� ƚŚĞ� ŵĂǌĞ͕� ĂŶĚ� ƚŚĞ� ƚĂƐƚĞ� ŽĨ� ƚŚĞ� ĐŽƌŶ� /� ŚĂĚ�
ƉŝĐŬĞĚ�ǁĂƐ�ĞǆĐĞƉƟŽŶĂů͘ 

�ůƐŽ͕� ƐŝŶĐĞ� dŽƐŚŝŵĂĞŶ͕� ǁŝƚŚ� ǁŚŝĐŚ� ŵǇ� ŚƵƐďĂŶĚ� ĂŶĚ� /� ŚĂĚ�
ďĞĞŶ� ĨĂŵŝůŝĂƌ� ƐŝŶĐĞ�ǁĞ�ǁĞƌĞ� ŬŝĚƐ͕�ǁŽƵůĚ�ĐůŽƐĞ�Ăƚ� ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�
�ƵŐƵƐƚ͕�ǁĞ�ǁĞƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƐĞĞŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮƌĞǁŽƌŬƐ�ƌŝƐͲ
ŝŶŐ�ĞǀĞƌǇ�ǁĞĞŬĞŶĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ǁĞĞŬĞŶĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�:ƵůǇ͘�/Ŷ�ƐŽ�
ĚŽŝŶŐ͕�ǁĞ�ŶŽƟĐĞĚ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĐŽƵůĚ�ƐĞĞ�ŝƚ�ďĞƩĞƌ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŶĞĂƌďǇ�
ƌŽĂĚ͘��ŌĞƌ�ǁĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ǁĂƚĐŚŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ͕�ƐĞǀĞƌĂů�ŶĞŝŐŚͲ
ďŽƌƐ�ĐĂŵĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŝƚ�ƚŽŽ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ĚĂǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮƌĞǁŽƌŬƐ͘�/�ĨĞůƚ�
ĞĂĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞŵ�ŵŝŐŚƚ�ŚĂǀĞ�ŚĂĚ�Ă�ƐƉĞĐŝĂů�ŵĞŵŽƌǇ͘ 

^ŝŶĐĞ� /� ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĞĚ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� ƚŚŝƌĚ� ƐƵƌŐĞƌǇ� ůĂƐƚ� ^ĞƉͲ
ƚĞŵďĞƌ͕�/�Ăŵ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĂƐ�Ă�ŵĂƌƌŝĞĚ�ĐŽƵƉůĞ�ƵŶĞǆƉĞĐƚͲ
ĞĚůǇ�ĂŶĚ�ƉĞĂĐĞĨƵůůǇ�ŵĂĚĞ�ƐƵŵŵĞƌ�ŵĞŵŽƌŝĞƐ�Ă�ǇĞĂƌ�ůĂƚĞƌ͘�/ƚΖƐ�
ďĞĞŶ� ŚĂůĨ� Ă�
ǇĞĂƌ� ƐŝŶĐĞ� /�
ƚŽŽŬ�ŵǇƐĞůĨ�Žī�
ƚŚĞ� ůĂƐƚ� ĂŶƟ-
ĐĂŶĐĞƌ� ĚƌƵŐ͘� /�
ǁŽƵůĚ� ůŝŬĞ� ƚŽ�
ĐŽŶƟŶƵĞ� ƚŽ�
ĮŶĚ� ƐŵĂůů�
ƉůĞĂƐƵƌĞƐ͘ 

�Maki Tsunoda  

ƉŚŽƚŽ͗�DĂŬŝ�dƐƵŶŽĚĂ 

ƉŚŽƚŽ͗�DĂŬŝ�dƐƵŶŽĚĂ 

ƉŚŽƚŽ͗�zƵŬŽ 
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ふるさとの山に向ひて 

言ふことなし 

ふるさとの山はありがたきかな* 

                  石川啄木 

ふるさとの渋民村から追放されて、 

貧困と孤独にあえぎながら、こよなく愛した 

岩木山。短かい生涯でした。 

外国に旅行していた時、 

中年の女性から突然、「私は啄木が好きです、研究を 

しているんですよ」と話しかけられました。 

あの女性に初恋を歌ってあげればよかったと思い出し 

ています。 

砂山の砂に腹這ひ 

初恋の 

いたみを遠くおもひ出づる日** 

 平賀 春美 
 

*「ふるさとの」、第一歌集『一握の砂』より。作曲/平井康三郎 
**「初恋」、第一歌集『一握の砂』より。作曲/越谷達之助  

Nothing to say in facing the mountains in my hometown 
How precious those home mountains are Ύ 
����������������������������������dĂŬƵďŽŬƵ�/ƐŚŝŬĂǁĂ 

�ǀĞŶ�ĂŌĞƌ�ĞǆŝůĞĚ� ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�^ŚŝďƵƚĂŵŝ�sŝůůĂŐĞ͕�ŚŝƐ�ŚŽŵĞƚŽǁŶ͕�
ŚĞ� ƐƟůů� ĚĞĂƌůǇ� ůŽǀĞĚ� Dƚ͘� /ǁĂŬŝ͕� ƐƵīĞƌŝŶŐ� ĨƌŽŵ� ƉŽǀĞƌƚǇ� ĂŶĚ�
ůŽŶĞůŝŶĞƐƐ͘�,Ğ�ůŝǀĞĚ�Ă�ƐŚŽƌƚ�ůŝĨĞ͘ 

�ƵƌŝŶŐ�ŵǇ�ƚƌĂǀĞůŝŶŐ�ĂďƌŽĂĚ͕�Ă�ŵŝĚĚůĞ-ĂŐĞĚ�ǁŽŵĂŶ�ƐƵĚĚĞŶůǇ�
ƐƉŽŬĞ�ƚŽ�ŵĞ͕�Η/�ůŽǀĞ�dĂŬƵďŽŬƵ͕�ĂŶĚ�/�Ăŵ�ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐ�ŽŶ�Śŝŵ͘Η 

/�ǁŝƐŚ�/�ŚĂĚ�ƐƵŶŐ�ƚŚĞ�͞&ŝƌƐƚ�>ŽǀĞ͟�ƚŽ�ŚĞƌ͘ 
As crawling on the sand of a sand hill, I remember the day 
when I felt the pain of the first love coming into my life ΎΎ 

 Harumi Hiraga 
Ύ�͞KĨ�ŚŽŵĞƚŽǁŶ͟�ĨƌŽŵ�͞��&ŝƐƞƵů�ŽĨ�^ĂŶĚ͕͟�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ƉŽĞŵƐ͘��

DƵƐŝĐͬ<ŽǌĂďƵƌŽ�,ŝƌĂŝ 
ΎΎ� ͞&ŝƌƐƚ� >ŽǀĞ͟� ĨƌŽŵ� ͞�� &ŝƐƞƵů� ŽĨ� ^ĂŶĚ͕͟� ƚŚĞ� ĮƌƐƚ� ĐŽůůĞĐƟŽŶ� ŽĨ� ƉŽĞŵƐ͘�

DƵƐŝĐͬdĂƚƐƵŶŽƐƵŬĞ�<ŽƐŚŝƚĂŶŝ� 

  コロナ禍のϮϬϮϬ年、私は最低限の買物と近所のお散歩以
外は家にこもり、毎夕発表される感染者の数に一喜一憂し
ていました。 

そんな時、思い出したのは、大好きな「魔女の宅急便」の
著者角野栄子さんがおっしゃった「いつか足が悪くなって
杖をつくようになったら、三叉路に建つ、通りに面した2階
の窓にイスを置いて毎日眺めて暮らすことが夢です。通り
で人が出かけている姿、待ち合わせをしている、行きかう
人の日常を観察して過ごす。

」*という
言葉です。 

私もまねをしてベランダから見える河津桜や新緑の木々、
ひまわりに季節の移り変わりを感じたり、ビオトープ**で
生まれたコガモの可愛い姿に癒されたり、トンボを探した
りしました。 

大好きな読書をゆっくり楽しみ、心に響いた言葉をノート
に記入し、残しておきたい新聞やブログの記事もノートに
スクラップしました。 

そして、時々そのノートを取り出しては元気をもらった
り、勇気づけられたり、考えさせられたりしています。 

よく考えてみれば、角野栄子さんの言葉は、樋野先生の言
葉の処方箋「 」に似ているよう
に思います。 

先のことを考えると気持ちが沈んでしまうこともあるけれ
ど、樋野先生がおっしゃっているように「

」。私もこれからもっと
多くの「 」を持ちたいと思います。 

 野澤 登美子 

*長谷工グループのD通信首都圏版(ϮϬϭϵ年４月ϭϱ日)に載っていた角
野栄子さん講演会(抄録） 

**ďŝŽƚŽƉĞ：生物生息空間 

����/Ŷ� ϮϬϮϬ͕� ƵŶĚĞƌ� ƚŚĞ� ƉĂŶĚĞŵŝĐ� ŽĨ� �Ks/�-ϭϵ͕� /� ŚĂǀĞ� ƐƚĂǇĞĚ�
ŚŽŵĞ� ĞǆĐĞƉƚ� ĨŽƌ� Ă� ŵŝŶŝŵƵŵ� ŽĨ� ƐŚŽƉƉŝŶŐ� ĂŶĚ� Ă� ǁĂůŬ� ŝŶ� ƚŚĞ�
ŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ͕� ĂŶĚ� /� Ăŵ� ǁĂǀĞƌŝŶŐ� ďĞƚǁĞĞŶ� ŚŽƉĞƐ� ĂŶĚ� ĨĞĂƌƐ�
ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ŝŶĨĞĐƚĞĚ�ƉĞŽƉůĞ�ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ�ĞǀĞƌǇ�ĞǀĞŶŝŶŐ͘ 
�ƚ� ƐƵĐŚ� ƟŵĞ͕� /� ƌĞŵĞŵďĞƌĞĚ� �ŝŬŽ� <ĂĚŽŶŽ͕� ƚŚĞ� ĂƵƚŚŽƌ� ŽĨ�ŵǇ�
ĨĂǀŽƌŝƚĞ�Η<ŝŬŝΖƐ��ĞůŝǀĞƌǇ�^ĞƌǀŝĐĞ͕Η�ƐĂǇŝŶŐ͕�Η/Ĩ�ŽŶĞ�ĚĂǇ� /�ŐĞƚ� ƐŝĐŬ�
ĂŶĚ�ƐƚĂƌƚ�ƚŽ�ƵƐĞ�Ă�ĐĂŶĞ͕�/�ǁŝůů�ƉƵƚ�Ă�ĐŚĂŝƌ�Ăƚ�ƚŚĞ�ǁŝŶĚŽǁ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ƐĞĐŽŶĚ�ŇŽŽƌ�ŽĨ� ƚŚĞ�ďƵŝůĚŝŶŐ� ĨĂĐŝŶŐ� ƚŚĞ� ƐƚƌĞĞƚ�ŽŶ�Ă� ƚŚƌĞĞ-ǁĂǇ�
ũƵŶĐƟŽŶ� ĂŶĚ� ƐƉĞŶĚ� ƟŵĞ� ŽďƐĞƌǀŝŶŐ� ƉĞŽƉůĞ� ŐŽŝŶŐ� ŽƵƚ� ŽŶ� ƚŚĞ�
ƐƚƌĞĞƚ͕�ŵĞĞƟŶŐ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĚĂŝůǇ�ůŝǀĞƐ�ŽĨ�ƉĞŽƉůĞ�ƉĂƐƐŝŶŐ�
ďǇ͘� dŚŝƐ� ŝƐ� ŵǇ� ĚƌĞĂŵ͘� Even if I don't go on a trip, my body 
doesn’t move, I think I still can create fun that moves my 
heart. ΗΎ 
/� ŝŵŝƚĂƚĞĚ� ŚĞƌ� ĂŶĚ� ĨĞůƚ� ƚŚĞ� ĐŚĂŶŐĞ� ŽĨ� ƚŚĞ� ƐĞĂƐŽŶƐ� ǁŚĞŶ� ŽďͲ
ƐĞƌǀĞĚ� <ĂǁĂǌƵ� ĐŚĞƌƌǇ� ďůŽƐƐŽŵƐ͕� ĨƌĞƐŚ� ŐƌĞĞŶ� ƚƌĞĞƐ͕� ĂŶĚ� ƐƵŶͲ
ŇŽǁĞƌƐ�ƚŚĂƚ�/�ĐŽƵůĚ�ƐĞĞ�ĨƌŽŵ�ŵǇ�ǀĞƌĂŶĚĂ͘��ůƐŽ͕�/�ĨĞůƚ�ĞĂƐĞĚ�ďǇ�
ƚŚĞ�ĐƵƚĞ�ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ�ŽĨ� ƚŚĞ�ĚƵĐŬůŝŶŐƐ�ďŽƌŶ� ŝŶ� ƚŚĞ�ďŝŽƚŽƉĞ�ΎΎ͕�
ĂŶĚ�/�ĞŶũŽǇĞĚ�ƐĞĂƌĐŚŝŶŐ�ĨŽƌ�ĚƌĂŐŽŶŇŝĞƐ͘ 
/�ĞŶũŽǇĞĚ�ƚĂŬŝŶŐ�ƟŵĞ�ĨŽƌ�ŵǇ�ĨĂǀŽƌŝƚĞ�ƌĞĂĚŝŶŐ͕�ǁƌŽƚĞ�ĚŽǁŶ�ƚŚĞ�
ǁŽƌĚƐ� ƚŚĂƚ� ƚŽƵĐŚĞĚ�ŵǇ�ŚĞĂƌƚ� ŝŶ�ŵǇ�ŶŽƚĞďŽŽŬ͕� ĂŶĚ� ƐĐƌĂƉƉĞĚ�
ƚŚĞ�ŶĞǁƐƉĂƉĞƌ�ĂŶĚ�ďůŽŐ�ĂƌƟĐůĞƐ�ǁŚŝĐŚ�/�ǁĂŶƚĞĚ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ŝŶ�ŵǇ�
ŶŽƚĞďŽŽŬ͘ 
�ŶĚ� /� ƐŽŵĞƟŵĞƐ�ƉƵůů�ŽƵƚ� ƚŚĞ�ŶŽƚĞďŽŽŬ� ƚŽ�ŐĞƚ�ĞŶĞƌŐŝǌĞĚ͕�ĞŶͲ
ĐŽƵƌĂŐĞĚ͕�ĂŶĚ�ƚŚŽƵŐŚƚ-ƉƌŽǀŽŬĞĚ͘ 
KŶ�ƌĞŇĞĐƟŽŶ͕��ŝŬŽ�<ĂĚŽŶŽΖƐ�ǁŽƌĚƐ� ƐĞĞŵ�ƚŽ�ďĞ� ƐŝŵŝůĂƌ� ƚŽ� ƚŚĞ�
ƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽĨ�WƌŽĨ͘�,ŝŶŽΖƐ�ǁŽƌĚƐ͕�ΗLife is full of trials and trib-
ulations, but it’s a banquet.Η 
tŚĞŶ� /� ƚŚŝŶŬ� ĂďŽƵƚ� ƚŚĞ� ĨƵƚƵƌĞ͕� /� ƐŽŵĞƟŵĞƐ� ĨĞĞů� ĚĞƉƌĞƐƐĞĚ͘�
^Ɵůů͕� ĂƐ� WƌŽĨ͘� ,ŝŶŽ� ƐĂǇƐ͕� ΗYou must enjoy your life no matter 
what the circumstances.Η�/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŚŽůĚ�ŵŽƌĞ�Η�banquets 
of my heartΗ�ĨƌŽŵ�ŶŽǁ�ŽŶ͘ 

 Tomiko Nozawa 
Ύ�&ƌŽŵ�ƚŚĞ�ůĞĐƚƵƌĞ�ďǇ��ŝŬŽ�<ĂĚŽŶŽ�;ĂďƐƚƌĂĐƚͿ�ŝŶ�ƚŚĞ�,ĂƐĞŬŽ�'ƌŽƵƉΖƐ�D�ĐŽŵͲ

ŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ�ĂƌĞĂ�ǀĞƌƐŝŽŶ�;�Ɖƌŝů�ϭϱ͕�ϮϬϭϵͿ 
ΎΎďŝŽƚŽƉĞ�͗��ŝŽƚŽƉĞ�ŵĞĂŶƐ�ΗƉůĂĐĞ�ǁŚĞƌĞ�ǀĂƌŝŽƵƐ�ǁŝůĚ�ĐƌĞĂƚƵƌĞƐ�ĐĂŶ�ůŝǀĞΗ 

ďǇ�,ĂƌƵŵŝ�,ŝƌĂŐĂ 
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私達は今、歴史に残る大変な時代を
生きている。そう世界で蔓延してい
るコロナウィルスの中での生活だ。 

そして私は再発ガン治療中。 
今年の夏は異常な猛暑だった。 
日中の気温は自分の体温以上の
日々。 
とても外をのんびり歩くことは出来
なかった。 
買い物は自転車で急いで行き、お店
でもコロナを心配して急いで買って
店を出る。 
とにかくコロナに罹らないように！熱中症で倒れないよう
に！体調を維持し治療も続けられるように！ 
そんな思いでなんとかこの夏を乗り越えてきた気がする。 

そしてこのストレスフルな生活の中で大切にしていること
は、自然の中でリフレッシュすること。そして日々小さな楽
しみを見つけること。 

コロナもガンも私に多くの気づきを与
えてくれているように思う。 

ピンチをチャンスに変えて行きたい！ 

この前向きになれる言葉を教えてくれ
た先生、そしていつも力強くサポート
してくれるガン哲学のみなさんに感謝
し、これからも頑張って生きていきた
い！ 

  前田 こずえ 

tĞ�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ůŝǀŝŶŐ�ŝŶ�Ă�ĚŝĸĐƵůƚ�ƟŵĞ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�ƌĞŵĂŝŶ�ŝŶ�ŚŝƐƚŽƌǇ͘�
dŚĂƚ� ŝƐ� ƚŽ� ůŝǀĞ� Ă� ůŝĨĞ� ŝŶ� ƚŚĞ� ƉĂŶĚĞŵŝĐ� ŽƵƚďƌĞĂŬ� ŽĨ� �Ks/�-ϭϵ�
ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͘ 

�ŶĚ�/�Ăŵ�ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ƌĞĐƵƌƌĞŶƚ�ĐĂŶĐĞƌ͘ 
/ƚ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ƐĐŽƌĐŚŝŶŐ�ŚŽƚ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ƐƵŵŵĞƌ͘ 
�ĂǇƟŵĞ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ�ŐŽƚ�ŚŝŐŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ŵǇ�ďŽĚǇ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͘ 
/�ĐŽƵůĚ�ŚĂƌĚůǇ�ĞŶũŽǇ�ǁĂůŬŝŶŐ�ĂƌŽƵŶĚ�ŽƵƚƐŝĚĞ͘ 
/� ŚƵƌƌŝĞĚůǇ� ŐŽ� ƐŚŽƉƉŝŶŐ� ďǇ� ďŝĐǇĐůĞ͕� ĂŶĚ� ĞǀĞŶ� Ăƚ� ƚŚĞ� ƐƚŽƌĞ͕� /�
ƋƵŝĐŬůǇ�ŵĂŬĞ�ŵǇ�ƉƵƌĐŚĂƐĞƐ�ĂŶĚ�ŚƵƌƌǇ�ďĂĐŬ�ďĞĐĂƵƐĞ�/�Ăŵ�ǁŽƌͲ
ƌŝĞĚ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�ŝŶĨĞĐƟŽŶ͘ 

/�ŵƵƐƚ�ŶŽƚ�ŐĞƚ� ƚŚĞ�ǀŝƌƵƐ�ĂŶǇǁĂǇ͊� /� ƐŚŽƵůĚ�ŶŽƚ� ĨĂŝŶƚ� ĨƌŽŵ�ŚĞĂƚ�
ƐƚƌŽŬĞ͊�/�ƐŚĂůů�ŬĞĞƉ�ƵƉ�Ă�ŐŽŽĚ�ƉŚǇƐŝĐĂů�ĐŽŶĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�
ƌĞĐĞŝǀĞ�ŵĞĚŝĐĂů�ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͊ 

tŝƚŚ� ƐƵĐŚ� ƚŚŽƵŐŚƚƐ͕� /ΖǀĞ� ƐŽŵĞŚŽǁ� ŵĂŶͲ
ĂŐĞĚ�ƚŽ�ŽǀĞƌĐŽŵĞ�ƚŚŝƐ�ƐƵŵŵĞƌ͘ 

�ŶĚ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŽ�ŵĞ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƐƚƌĞƐƐͲ
ĨƵů� ůŝĨĞ� ŝƐ� ƚŽ�ďĞ�ƌĞĨƌĞƐŚĞĚ� ŝŶ�ŶĂƚƵƌĞ�ĂƐ�ǁĞůů�
ĂƐ�ƚŽ�ĮŶĚ�ƐŵĂůů�ĨƵŶ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ĞǀĞƌǇ�ĚĂǇ͘ 

/�ƚŚŝŶŬ�ďŽƚŚ�ƚŚĞ��Ks/�-ϭϵ�ĂŶĚ�ĐĂŶĐĞƌ�ŵĂĚĞ�
ŵĞ�ďĞĐŽŵĞ�ĂǁĂƌĞ�ŽĨ�ŵĂŶǇ�ƚŚŝŶŐƐ͘ 

/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ĐŽŶǀĞƌƚ�ĐƌŝƐŝƐ�ŝŶƚŽ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͊ 
Life is full of trials and tribulations; 
nevertheless, it’s a banquet. 

/� ǁŽƵůĚ� ůŝŬĞ� ƚŽ� ƚŚĂŶŬ� WƌŽĨ͘� ,ŝŶŽ�ǁŚŽ� ƚĂƵŐŚƚ�ŵĞ� ƚŚŝƐ� ƉŽƐŝƟǀĞ�
ǁŽƌĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨƌŝĞŶĚƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĐĂŶĐĞƌ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ�ĐĂĨĞ�ǁŚŽ�ĂůǁĂǇƐ�
ƐƵƉƉŽƌƚ�ŵĞ�ƐƚƌŽŶŐůǇ͕�ĂŶĚ�/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ĚŽ�ŵǇ�ďĞƐƚ�ƚŽ�
ůŝǀĞ͊ 

��Kozue Maeda 

    

  今年の夏は、特に暑い日が続きました。 

コロナ禍の中、家族と過ごす時間が増え、楽しく豊かに感じ
る時間と共に、見つめ直した方が良いなと思う事も起こって
きたりもしました。 

わかってはいた事ですが、より考えさせられました。 

課題として受け止めてはみたもの
の、楽しく感じる瞬間や笑顔がへ
り、意識して増やした対話さえも伝
わらないもどかしさを感じる経験と
なってしまいました。 

気がつけば、そんな中で、自分の内
から出てくるいろんな思いに、いい
も悪いもつけずに、ただ、ありのま
まに見つめるという事をしていまし
た。 

これは、私がカンカン;癌のことを
そう名づけましたͿになってから、
自身と向き合う作業の中で行ってき
たものと、とても似ていました。 

その経験があったからこそ、投げださず、まずは、自分の散
らばった感情を整え、丁寧に自身に問いかけるという事が、
できていったのかもしれません。 

そして、最後に残った思いは、自分で自覚している以上に、
みんなの事を大切に思っているという事実でした。 

実りの秋に繋げていく思いを、湧き出すことができた夏は、
私にとって、まさに熱い夏だったのかもしれません。 

 田中 聡季 

����A Hot summer (summer heat) 
���tĞ�ŚĂĚ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ�ŚŽƚ�ĚĂǇƐ�ƚŚŝƐ�ƐƵŵŵĞƌ  ͘
/Ŷ�ƚŚĞ�ŵŝĚƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ŽĨ��Ks/�-ϭϵ͕�/͛ŵ�ƐƉĞŶĚŝŶŐ�ŵŽƌĞ�
ƟŵĞ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�ĨĂŵŝůǇ͘�tŚŝůĞ�ĞŶũŽǇŝŶŐ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�/�ĨĞĞů�ŚĂƉƉǇ�ĂŶĚ�
ĞŶƌŝĐŚĞĚ͕� /� ƐŽŵĞƟŵĞƐ�ƚŚŝŶŬ�ƚŚĂƚ� ŝƚ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ďĞƩĞƌ�ƚŽ�ƌĞĐŽŶͲ
ƐŝĚĞƌ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͘ 
 “There is something that can be seen because we are close. 
 We might be too much direct because we are close. 
  There are times when we need more emphathy because we 
   are close." 

/� ŚĂǀĞ� ĂůƌĞĂĚǇ� ŬŶŽǁŶ� ŝƚ͕� ďƵƚ� ƐƟůů͕� ŝƚ� ŵĂĚĞ� ŵĞ� ƚŚŝŶŬ�
ŵŽƌĞ͘ 
dŚŽƵŐŚ�/�ƚŽŽŬ�ƚŚŝƐ�ĂƐ�ĂŶ�ŝƐƐƵĞ�ƚŽ�ŽǀĞƌĐŽŵĞ͕�ŝƚ�ďĞĐĂŵĞ�
ĂŶ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ� ƚŚĂƚ� ŵĂĚĞ� ŵĞ� ĨĞĞů� ĨƌƵƐƚƌĂƚĞĚ� ďĞĐĂƵƐĞ�
ƚŚĞ�ŵŽŵĞŶƚƐ�/�ĨĞůƚ�ŚĂƉƉǇ�ĂŶĚ�ƐŵŝůĞƐ�ǁĞƌĞ�ƌĞĚƵĐĞĚ�ĂŶĚ�
ƚŚĂƚ� ĞǀĞŶ� ƚŚĞ� ĐŽŶƐĐŝŽƵƐůǇ� ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ� ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ�
ǁĞƌĞ�ŶŽƚ�ǁĞůů�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ͘ 
/Ŷ�ƐƵĐŚ�Ă�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕�ďĞĨŽƌĞ� /�ŬŶĞǁ� ŝƚ͕� /�ǁĂƐ� ũƵƐƚ�ƐƚĂƌŝŶŐ�
Ăƚ� ƚŚĞ� ǀĂƌŝŽƵƐ� ƚŚŽƵŐŚƚƐ� ƚŚĂƚ� ĐĂŵĞ� ŽƵƚ� ŽĨ�ŵĞ� ĂƐ� ƚŚĞǇ�
ĂƌĞ͕�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŐŝǀŝŶŐ�ĂŶǇ�ŐŽŽĚ�Žƌ�ďĂĚ�ƉŽŝŶƚƐ͘ 
dŚŝƐ� ǁĂƐ� ǀĞƌǇ� ƐŝŵŝůĂƌ� ƚŽ� ǁŚĂƚ� /ΖǀĞ� ďĞĞŶ� ĚŽŝŶŐ� ŝŶ� ƚŚĞ�
ĨĂĐĞ-ƚŽ-ĨĂĐĞ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ŵǇƐĞůĨ�ƐŝŶĐĞ�/�ďĞĐĂŵĞ�<ĂŶ-<ĂŶ�;ƐŽ�
ŶĂŵĞĚ�ĨŽƌ�ĐĂŶĐĞƌͿ͘ 

dŚĂŶŬƐ�ƚŽ�ƚŚĂƚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕�/�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĐŽŶƚƌŽů�ŵǇ�
ƐĐĂƩĞƌĞĚ�ĞŵŽƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĂƐŬ�ŵǇƐĞůĨ�ŽŶĞ-ďǇ-ŽŶĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƚŚƌŽǁͲ
ŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ĂǁĂǇ͘ 
�ŶĚ� ƚŚĞ� ůĂƐƚ� ƚŚŽƵŐŚƚ� ƚŚĂƚ� ƌĞŵĂŝŶĞĚ�ǁĂƐ� ƚŚĞ� ĨĂĐƚ� ƚŚĂƚ� /� ĐĂƌĞ�
ĂďŽƵƚ�ĂŶĚ�ǀĂůƵĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�/�ŚĂǀĞ�ƌĞĂůŝǌĞĚ�ŵǇƐĞůĨ͘ 
/ƚ�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĞǆĂĐƚůǇ�Ă�ƐĐŽƌĐŚŝŶŐ�ƐƵŵŵĞƌ�ĨŽƌ�ŵĞ͕�ĂƐ�ƚŚĞƐĞ�
ĨĞĞůŝŶŐƐ�ǁĞƌĞ� ĂďůĞ� ƚŽ� ƐƉƌŝŶŐ� ƵƉ� ĨƌŽŵ�ŵĞ� ƚŽ� ůĞĂĚ� ƚŽ� Ă� ĨƌƵŝƞƵů�
ĂƵƚƵŵŶ͘ 

 Satoki Tanaka 

ƉŚŽƚŽ͗�<ŽǌƵĞ�DĂĞĚĂ 

ƉŚŽƚŽ͗�<ŽǌƵĞ�DĂĞĚĂ 

ƉŚŽƚŽ͗�<ŽǌƵĞ�DĂĞĚĂ 

ƉŚŽƚŽ͗�<ŽǌƵĞ�DĂĞĚĂ 
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^ƉƌŝŶŐ�tĂƚĞƌ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�,ĞĂƌƚ�sŽů͘ϱ����������������������������������������������5                                                  ^ƵŵŵĞƌ�ŵĞŵŽƌŝĞƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ� 

��Presents 
����/� ůŽǀĞ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�/�ŚĂǀĞ�ŵĞƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĐĂŶĐĞƌ�ĐĂĨĞƐ͘�dŚĞǇ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŽ�ŵĞ�ĂŶĚ�/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ƐƉĞŶĚ�ƟŵĞ�ǁŝƚŚ�
ƚŚĞŵ͘��ůƚŚŽƵŐŚ�/�ĚŽŶ͛ƚ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƐĂǇƐ͕�ǇŽƵƌ�ƐƚŽƌŝĞƐ�ŝŶƐƉŝƌĞ�ĂŶĚ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ŵĞ͘�/͛ŵ�ƐŽƌƌǇ�ƚŚĂƚ�ŵǇ�
:ĂƉĂŶĞƐĞ� ŝƐŶ͛ƚ�ďĞƩĞƌ�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ĂŶĚ�ǁƌŝƟŶŐ�:ĂƉĂŶĞƐĞ� ŝƐ�Ă�ƌĞĂů�ĐŚĂůůĞŶŐĞ͘� /�ĞŶũŽǇ�ǁŚĞŶ�/�ĐĂŶ�ďĂŬĞ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ĂŶĚ�
ƐŚĂƌĞ� ŝƚ�ǁŝƚŚ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ǇŽƵ͘�WƌĞƐĞŶƚůǇ͕� ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ� ůŝŵŝƚƐ�ĂďŽƵƚ�ŚŽǁ�ŵĂŶǇ�ƉĞŽƉůĞ�ĐĂŶ�ĂƩĞŶĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞƌĞ� ŝƐ�ŶŽ�ĞĂƟŶŐ͘�WůĞĂƐĞ�
ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�/�ĚŽ�ƚŚŝŶŬ�ĂďŽƵƚ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�Ă�ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŽ�ŵĞ͘��ůƐŽ�/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�Ă�ďŝƚ�ĂďŽƵƚ�ǁŚĂƚ�/�Ăŵ�ĚŽŝŶŐ�ĂŶĚ�ǁŚǇ�/�
ŵĂǇ�ƐĞĞŵ�ĚŝƐƚƌĂĐƚĞĚ͘ 
����^ƵŵŵĞƌ� ŝƐ�ŽŌĞŶ�Ă�ƟŵĞ�ĨŽƌ�ǀĂĐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƌĞĨƌĞƐŚŝŶŐ͘�&Žƌ� ƚŚĞ�ƉĂƐƚ� ĨĞǁ�ǇĞĂƌƐ͕� /�ŚĂǀĞ�ŐŽŶĞ�ƚŽ� ƚŚĞ�h^�ĞĂĐŚ�ƐƵŵŵĞƌ� ƚŽ�
ƐƉĞŶĚ�ƟŵĞ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�ĚĂƵŐŚƚĞƌƐ͕�ƚŚĞŝƌ�ŚƵƐďĂŶĚƐ͕�ĂŶĚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ�ŵǇ�ƐŝƐƚĞƌ͘�dŚŝƐ�ƉĂƐƚ�ƐƵŵŵĞƌ͕�ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ��Ks/��ϭϵ�ĂŶĚ�
ƚƌĂǀĞů�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ͕�/�ĚŝĚŶ͛ƚ�ůĞĂǀĞ�:ĂƉĂŶ͘���ǇĞĂƌ�ĂŐŽ�/�ƐƚĂƌƚĞĚ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ŽŶ�Ă�ŵĂƐƚĞƌƐ�ĚĞŐƌĞĞ�ŝŶ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘�^ŝŶĐĞ�/�
ǁĂƐŶ͛ƚ�ƚƌĂǀĞůŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƐƵŵŵĞƌ�/�ĚĞĐŝĚĞĚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ϯ�ĐůĂƐƐĞƐ͘�/�ŚĂĚ�ŶŽƚ�ƚŚŽƵŐŚƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŚŽǁ�ƟƌĞĚ�/�ǁĂƐ�ĨƌŽŵ�ƐƉƌŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�
ƐĐŚŽŽů�ŐŽŝŶŐ�ƚŽ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ƚƌǇŝŶŐ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͘�dŚĞ�ĐůĂƐƐĞƐ�ĞŶĚĞĚ�ƚŚĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ŽĨ��ƵŐƵƐƚ�
ĂŶĚ�ŝƚ�ǁĂƐ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƉůĂŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ƐĐŚŽŽů�ǇĞĂƌ͘�tĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ĞǀĂůƵĂƚĞ�ĂŶĚ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ŚŽǁ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕�ƐƚĂī�ĂŶĚ�ĨĂŵͲ
ŝůŝĞƐ�ƐĂĨĞ�ǁŚŝůĞ�ŚĂǀŝŶŐ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ŽŶ�ĐĂŵƉƵƐ͘�dŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ��ƵŐƵƐƚ�/�ƐƚĂƌƚĞĚ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ĐŽƵƌƐĞ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ŵǇ�ŵĂƐƚĞƌƐ͘�/�ůŽǀĞ�ŵǇ�ũŽď͕�
ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�/�ǁŽƌŬ�ǁŝƚŚ͕�ƚŚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ƚŚĂƚ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƐĐŚŽŽů͘�dŚĞ�ĐŽƵƌƐĞƐ�/�ŚĂǀĞ�ƚĂŬĞŶ�ĂŶĚ�Ăŵ�ƚĂŬŝŶŐ�ĂƌĞ�
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ĨŽƌ�ŵĞ͕�ďƵƚ�/�Ăŵ�ƟƌĞĚ͘ 
�����ŚƌŝƐƚŵĂƐ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�Ă�ƟŵĞ�/�ǁŽƵůĚ�ƚƌĂǀĞů�ƚŽ�ƚŚĞ�h^�ƚŽ�ƐĞĞ�ŵǇ�ĨĂŵŝůǇ͕�ďƵƚ�/�ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�ǁŽŶ͛ƚ�
ŚĂƉƉĞŶ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͘�/�ŵŝŐŚƚ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƚƌĂǀĞů͕�ďƵƚ�/�ƌĞĂůŝǌĞ�ƚŚĂƚ�/�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ŵǇƐĞůĨ�Ă�ƉƌĞƐĞŶƚ�ĂŶĚ�
ƚŚĂƚ�ƉƌĞƐĞŶƚ�ŝƐ�ƟŵĞ�ƚŽ�ĚŽ�ŶŽƚŚŝŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞůĂǆ͘�/�ůŽǀĞ�ƐƉĞŶĚŝŶŐ�ƟŵĞ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�ĚĂƵŐŚƚĞƌƐ�ĂŶĚ�ŐƌĂŶĚͲ
ĐŚŝůĚƌĞŶ�ďƵƚ�ŝƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ƌĞůĂǆŝŶŐ�Žƌ�ƌĞĨƌĞƐŚŝŶŐ͕�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ŶŽƚ�ǁŚĞŶ�/͛ŵ�ĂůƌĞĂĚǇ�ĞǆŚĂƵƐƚĞĚ͘�/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�
ďĞŐŝŶ�ϮϬϮϭ�ƌĞƐƚĞĚ�ĂŶĚ�ƌĞĂĚǇ�ƚŽ�ĨĂĐĞ�ŶĞǁ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ƐŽ�/�ƉůĂŶ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�Ă�ĨĞǁ�ĞǆƚƌĂ�ĚĂǇƐ�Ăƚ�EŝƐƐŚŝŶ�
ŬĂŶ�ŝŶ�DĂŶǌĂ�Ăƚ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ͘�^ŽŵĞƟŵĞƐ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�Ă�ƉƌĞƐĞŶƚ�ŽĨ�ƟŵĞ͘ 

 �ůĞƐƐŝŶŐƐ͕ 

����Jean Hino 
�����ŚƌŝƐƟĂŶ��ĐĂĚĞŵǇ�ŝŶ�:ĂƉĂŶ 
�����ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů�WƌŝŶĐŝƉĂů 

 

   

  私はがんカフェを通じて出会った人々が大好きです。皆さんは私にとって非常に重要であり、私は皆さんと共に時

を過ごしたいと思っています。皆さんがおっしゃることのすべてを理解しているわけではありませんが、皆さんのお

話しは私を鼓舞し、励ますものとなっています。私の日本語が上手くなくて、読み書きが本当に難しいのは残念です

が、お菓子を焼いて皆さん一人ひとりと分け合えることを楽しんでいます。現在は、参加人数の制限があり、食事も

できません。私が皆さんのことを思っており、皆さんは私にとっての贈り物であることを知っていただけたらと思い

ます。また、 私が何をしているのか、なぜ気が散っているように見えるのかについて、少しお話ししたいと思いま

す。 

  夏はしばしば、休暇やリフレッシュの時間になります。この数年間は、毎年夏に私はアメリカに行き、娘たち、そ

の夫たちや子供たち、自分の姉妹と一緒に過ごしていました。この夏は、コロナと旅行規制をうけ、私は日本を離れ

ませんでした。ϭ� 年前、私は教育リーダーシップの修士号の取得を始めました。今年の夏は旅行をしていなかったの

で、ϯ クラスを受講することにしました。私は学校が遠隔教育を導入し、教師や家族をサポートしようとしているこ

とで、自分が春からどれほど疲れが溜まっているかを考えていませんでした。授業は ϴ� 月初めに終わり、新学年の

計画を立てる時期になりました。私たちは学生をキャンパスに置いている一方で、学生、職員、家族を安全に保つ方

法を評価し、検討し続けています。ϴ� 月末には、私は修士号取得に向けた別のコースを始めました。私は自分の仕

事、同僚、私たちの学校に来る学生や家族が大好きです。私が受講した、また、受講中であるコースは私にとって励

みになり、やりがいがありますが、疲れています。 

  クリスマスは家族に会うためにアメリカに旅行する時期ですが、今年はそうはならないでしょう。旅行はできるか

もしれませんが、私は自分自身にプレゼントをあげる必要があり、そのプレゼントとは何もせずにくつろぐ時間であ

ることに気づきました。私は娘や孫と一緒に時間を過ごすのが大好きですが、少なくとも私がすでに疲れ果てている

場合、くつろいでリラックスしたりする時間にはなりません。 

  それで、ϮϬϮϭ� 年は休息して新たな挑戦に立ち向かう準備をしたいので、クリスマスには万座の日進館で数日長く

過ごす予定です。時には、私たちは自分自身に時間のプレゼント

をあげる必要があります。 

  祝福がありますように 

    樋野ジーン 

    クリスチャンアカデミー・イン・ジャパン 

    小学校長 

ƉŚŽƚŽ͗�DĂŬŝ�dƐƵŶŽĚĂ 
ƉŚŽƚŽ͗�zƵŬŝŵŽŶ 

ƉŚŽƚŽ͗�zƵŬŝŵŽŶ 
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 癌患者である友人を通してガンカフェを知り、がん哲学に

出会いました。他の友人にその話をすると、ϮϬϬϲ年Ϯ月に行

われた「がん哲学を通して人生を読み解く」と言うタイトル

の樋野先生とキリスト教牧師の中川健一先生の対談のCDを頂

きました。樋野先生は今も変わらぬ、がんを通しての人格の

成熟、誇り高くしぶとく幸せに生き抜く知恵を語っておら

れ、当時流行の著書（バカの壁、超バカの壁、国家の品格、

等）がこの令和の世にあって廃れてしまっても、がん哲学は

ますます輝いていると思いました。そして、その対談で大変

印象的だったのは、当時、社会問題になったアスベストに起

因する中皮腫について先生が語られていた

ことです。

それに対して

と言

う先生の誰に語るともない不思議なアドバ

イスでした。 

 コロナウィルスに対峙する今日、わから

ないことにどう正しく向き合うのか、がん

哲学をもって毎日を生きるすべを読み解き

たいと思います。そして、良く生きたいと

日々努める近しい友人たちにがん哲学の本

をお薦めしています。 

 潮 良子 

�����/� ůĞĂƌŶĞĚ� ĂďŽƵƚ� ƚŚĞ� ĐĂŶĐĞƌ� ĐĂĨĞ� ƚŚƌŽƵŐŚ� Ă� ĨƌŝĞŶĚ�ǁŚŽ� ŝƐ� Ă�
ĐĂŶĐĞƌ�ƉĂƟĞŶƚ�ĂŶĚ�ĐĂŵĞ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ĐĂŶĐĞƌ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ͘�tŚĞŶ�/�
ƚĂůŬĞĚ�ƚŽ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ĨƌŝĞŶĚ�ĂďŽƵƚ�ŝƚ͕�ƐŚĞ�ŐĂǀĞ�ŵĞ�Ă����ŽĨ�ƚŚĞ�ĚŝĂͲ
ůŽŐƵĞ�ďĞƚǁĞĞŶ��ƌ͘�,ŝŶŽ�ĂŶĚ��ƌ͘�<ĞŶŝĐŚŝ�EĂŬĂŐĂǁĂ͕�Ă��ŚƌŝƐƟĂŶ�
ƉĂƐƚŽƌ͕� ĞŶƟƚůĞĚ� ΗhŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ� >ŝĨĞ� ƚŚƌŽƵŐŚ� �ĂŶĐĞƌ� WŚŝůŽƐŽͲ
ƉŚǇΗ� ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ� ŝŶ� &ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϬϲ͘� ��ƌ͘�,ŝŶŽ� ƚĂůŬĞĚ�ĂďŽƵƚ� ƚŚĞ�
ŵĂƚƵƌŝƚǇ� ŽĨ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ� ƚŚƌŽƵŐŚ� ĐĂŶĐĞƌ͕� ĂŶĚ� ƚŚĞ� ǁŝƐĚŽŵ� ŽĨ�
ƐƵƌǀŝǀŝŶŐ�ƉƌŽƵĚůǇ�ĂŶĚ�ŚĂƉƉŝůǇ͘��ǀĞŶ�ƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ďŽŽŬƐ� ŝŶ�ĨĂƐŚͲ
ŝŽŶ� ŝŶ� ƚŚŽƐĞ� ĚĂǇƐ� ;ƐƵĐŚ� ĂƐ� ^ƚƵƉŝĚŝƚǇ� �ĂƌƌŝĞƌ͕� ^ƵƉĞƌ-^ƚƵƉŝĚŝƚǇ�
�ĂƌƌŝĞƌ͕�ĂŶĚ�dŚĞ��ŝŐŶŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�EĂƟŽŶͿ�ŚĂĚ�ďĞĐŽŵĞ�ŽďƐŽůĞƚĞ�ŝŶ�
ƚŚŝƐ�ǁŽƌůĚ�ŽĨ�ZĞŝǁĂ͕� /�ƚŚŝŶŬ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ĐĂŶĐĞƌ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ�ŝƐ�ĞǀĞŶ�
ŵŽƌĞ� ƐŚŝŶŝŶŐ͘� � �ŶĚ� ǁŚĂƚ� ǁĂƐ� ǀĞƌǇ� ŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞ� ƚŽ� ŵĞ� ŝŶ� ƚŚĂƚ�

ĚŝĂůŽŐƵĞ� ǁĂƐ� ƚŚĂƚ� ƚŚĞ� ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ� ǁĂƐ� ƚĂůŬŝŶŐ�
ĂďŽƵƚ� ŵĞƐŽƚŚĞůŝŽŵĂ� ĐĂƵƐĞĚ� ďǇ� ĂƐďĞƐƚŽƐ͕�
ǁŚŝĐŚ�ŚĂĚ�ďĞĐŽŵĞ�Ă�ƐŽĐŝĂů�ŝƐƐƵĞ�Ăƚ�ƚŚĂƚ�ƟŵĞ͘��
Η,ƵŵĂŶ� ďĞŝŶŐƐ� ĐĂŶŶŽƚ� ďĞ� ƐĐĂƌĞĚ� ĐŽƌƌĞĐƚůǇ�
ĂŶĚ� ůĞŐŝƟŵĂƚĞůǇ͘� dŚĞǇ� ƵŶĚĞƌĞƐƟŵĂƚĞ� Žƌ�
ŽǀĞƌ-ĨĞĂƌ� ǁŚĂƚ� ƚŚĞǇ� ĚŽ� ŶŽƚ� ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ͘Η�
�ŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĂƚ͕�ƚŚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ�ǁĂƐ�ŐŝǀŝŶŐ�ŵǇƐƚĞͲ
ƌŝŽƵƐ� ĂĚǀŝĐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ� ƚĞůůŝŶŐ� ĂŶǇŽŶĞ͕� "Love to 
do what should be done. Do even a small 
thing  with  immediate  effect.  Persuade 
others in courage and passion." 
�����dŽĚĂǇ͕�ǁŚĞŶ�ǁĞ�ĐŽŶĨƌŽŶƚ�ƚŚĞ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͕�
/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĐĂŶĐĞƌ�
ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕� ŚŽǁ� ƚŽ� ƉƌŽƉĞƌůǇ� ĚĞĂů� ǁŝƚŚ� ǁŚĂƚ�
ǁĞ�ĚŽ�ŶŽƚ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ͕�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ƚŽ�ůŝǀĞ�Ă�ĚĂŝůǇ�
ůŝĨĞ͘��ŶĚ�/͛ŵ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚŝŶŐ�Ă�ďŽŽŬ�ŽŶ�ĐĂŶĐĞƌ�
ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ� ƚŽ�ŵǇ� ĐůŽƐĞ� ĨƌŝĞŶĚƐ�ǁŚŽ� ƐƚƌŝǀĞ� ƚŽ�
ůŝǀĞ�ǁĞůů�ĞǀĞƌǇ�ĚĂǇ͘ 

 Ryoko Ushio 

   

私はアメリカにϮϬ年住んでいます。 

ϮϬϬϵ�年にワシントン��で子宮頸がん

の治療を受け、ϮϬϬϭϳ� 年に東京で胃

食道噴門部腺がんの治療を受け、経

過観察中です。 

コロナの規制が少し落ち着いたϵ�
月。ϯ年目検診で東京を訪れている

間に、ちょうど東久留米のメディカ

ルカフェで樋野先生とお会いできる

チャンスがあると知り、参加させて

いただきました。 

メディカルカフェのような活動をアメリカで日本語で始め

られればと「見学」させていただくつもりでの参加でした

が、会に参加させていただいてすぐに気づいたのは、「見

学」などではなく、私自身も体験を共有しながら癒されて

学ばせていただいているということでした。Ϯ�時間の対話の

大半は笑い声！ 会をまとめる小林さんと樋野興夫先生、参

加者のみなさんの作り出す空気に包まれて、とにかく楽し

い！ 現在も治療中の方たちが多く参加されていると伺い、

改めてみなさんの心の健やかさに感動してしまいました。 

樋野先生のお話の中に出てきたフレーズがとても印象に残

りました。今日ここにこうしていられることへの猛烈なあ

りがたさを体の芯から思い出した、素晴らしい夏の ϭ� 日。

また新しい扉の向こうへ一歩踏み出せた気がしました。 

 石嶋 まりこ  

      Summer 2020 for me 

���/� ŚĂǀĞ� ůŝǀĞĚ� ŝŶ� ƚŚĞ� hŶŝƚĞĚ� ^ƚĂƚĞƐ� ĨŽƌ�
ϮϬ�ǇĞĂƌƐ͘ 

���/� ǁĂƐ� ƚƌĞĂƚĞĚ� ĨŽƌ� ĐĞƌǀŝĐĂů� ĐĂŶĐĞƌ� ŝŶ�
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕� ��� ŝŶ� ϮϬϬϵ� ĂŶĚ� ĨŽƌ� ŐĂƐͲ
ƚƌŽĞƐŽƉŚĂŐĞĂů� ĐĂƌĚŝĂ� ĂĚĞŶŽĐĂƌĐŝŶŽŵĂ�
ŝŶ� dŽŬǇŽ� ŝŶ� ϮϬϭϳ͕� ĂŶĚ� ĐƵƌƌĞŶƚůǇ� Ăŵ�
ƵŶĚĞƌ�ĨŽůůŽǁ-ƵƉ͘ 

���/Ŷ� ^ĞƉƚĞŵďĞƌ� ǁŚĞŶ� ƚŚĞ� �Ks/�-ϭϵ�
ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ� ŚĂĚ� ƐĞƩůĞĚ� ĚŽǁŶ� Ă� ďŝƚ͕�
ĚƵƌŝŶŐ�ŵǇ� ǀŝƐŝƚ� ƚŽ� dŽŬǇŽ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� ƚŚŝƌĚ�
ǇĞĂƌ� ŵĞĚŝĐĂů� ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ͕� /� ůĞĂƌŶĞĚ�
ƚŚĂƚ�/�ŚĂĚ�Ă�ĐŚĂŶĐĞ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�WƌŽĨ͘�,ŝŶŽ�

Ăƚ�Ă�ŵĞĚŝĐĂů�ĐĂĨĞ�ŝŶ�,ŝŐĂƐŚŝ--<ƵƌƵŵĞ͘�^Ž͕�/�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ�ŝŶ�ŝƚ͘ 

����/�ǁĂƐ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ƚŽ� ũƵƐƚ�ΗǀŝƐŝƚΗ�ĂƐ� /�ŚŽƉĞ�ƚŽ� ůĂƵŶĐŚ�ĂŶ�ĂĐƟǀŝƚǇ�
ƐƵĐŚ� ĂƐ� Ă�ŵĞĚŝĐĂů� ĐĂĨĞ� ŝŶ� ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ� ^ƚĂƚĞƐ� ŝŶ� :ĂƉĂŶĞƐĞ͘� �Ƶƚ�
ǁŚĞŶ� /� ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ� ŝŶ� ƚŚĞ� ŐĂƚŚĞƌŝŶŐ�ǁŚĂƚ� /� ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ� ŶŽͲ
ƟĐĞĚ�ǁĂƐ�ƚŚĂƚ�/�ǁĂƐ�ŶŽƚ�ũƵƐƚ�ΗǀŝƐŝƟŶŐΗ�ďƵƚ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŵ�
ŝŶ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ŵǇ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŵ͘� /ƚ�ǁĂƐ�ƐĂŝĚ� ƚŚĂƚ� /�ŵǇƐĞůĨ�
ǁĂƐ�ŚĞĂůĞĚ�ĂŶĚ�ůĞĂƌŶĞĚ�ǁŚŝůĞ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ŵǇ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘�DŽƐƚ�ŽĨ�
ƚŚĞ� ƚǁŽ-ŚŽƵƌ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ�ǁĂƐ� ůĂƵŐŚƚĞƌ͊� /ƚΖƐ�ŶĞǀĞƌ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�
ĞůƐĞ�ďƵƚ�ĨƵŶ͕͊�ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ�ĐƌĞĂƚĞĚ�ďǇ�DƌƐ͘�
<ŽďĂǇĂƐŚŝ� ǁŚŽ� ŽƌŐĂŶŝǌĞƐ� ĂŶĚ� ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ� ƚŚĞ� ŵĞĞƟŶŐ͕� WƌŽĨ͘�
KŬŝŽ�,ŝŶŽ͕�ĂŶĚ�Ăůů�ƚŚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͊��Ɛ� /�ŚĞĂƌĚ�ƚŚĂƚ�ŵĂŶǇ�ƉĂƌͲ
ƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĂƌĞ� ƐƟůů�ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ� ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕� /�ǁĂƐ�ŽŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ� ŝŵͲ
ƉƌĞƐƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ŚĞĂůƚŚǇ�ŵŝŶĚ-ƐĞƚ�ŽĨ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŚĞƌĞ͘ 

���"I don't know Why, but I can decide for myself How." 

�dŚŝƐ�ƉŚƌĂƐĞ�ĨƌŽŵ�WƌŽĨ͘�,ŝŶŽΖƐ�ƚĂůŬ� ůĞŌ�Ă�ƐƚƌŽŶŐ� ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ�ŽŶ�
ŵĞ͘�/ƚ�ǁĂƐ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ƐƵŵŵĞƌ�ĚĂǇ�ƚŚĂƚ�ƌĞŵŝŶĚĞĚ�ŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ďŽŶĞ�ŽĨ�ŵǇ�ŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐ�ŐƌĂƟƚƵĚĞ�ĨŽƌ�ďĞŝŶŐ�ƚŚĞƌĞ�ƚŚĂƚ�ĚĂǇ͘�/�
ĂůƐŽ�ĨĞůƚ�ƚŚĂƚ�/�ǁĂƐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�Ă�ƐƚĞƉ�ďĞǇŽŶĚ�Ă�ŶĞǁ�ĚŽŽƌ͘ 

 Mariko Ishijima  

ƉŚŽƚŽ͗�<ŽǌƵĞ�DĂĞĚĂ 

ƉŚŽƚŽ͗�DĂƌŝŬŽ�/ƐŚŝũŝŵĂ 
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 Social distance learned 
 from AO-chan 

���^ŝŶĐĞ� ƚŚŝƐ� �Ɖƌŝů͕� /͛ǀĞ� ďĞĞŶ�
ǁŽƌŬŝŶŐ� ĨƌŽŵ�ŚŽŵĞ͘� /ŶƐƚĞĂĚ�
ŽĨ� ĐŽŵŵƵƟŶŐ͕� /� ƐƚĂƌƚĞĚ� ƚŽ�
ƚĂŬĞ� Ă� ůŽŶŐ� ǁĂůŬ� ĂůŽŶŐ� ƚŚĞ�
ƌŝǀĞƌ� ŶĞĂƌďǇ� ĞĂƌůǇ� ĞǀĞƌǇ��
ŵŽƌŶŝŶŐ͘��ŶĚ�ƐŽŽŶ�/�ŶŽƟĐĞĚ�
ƚŚĂƚ� ƚŚĞƌĞ� ĂƌĞ� ŵĂŶǇ� ǁŝůĚ�
ďŝƌĚƐ� ŝŶ� ĂŶĚ� ŽŶ� ƚŚĞ� ďĂŶŬ� ŽĨ�
ƚŚĞ� ƌŝǀĞƌ͘� �ŵŽŶŐ� ƚŚĞŵ� ƚŚĞ�
ďŝŐŐĞƐƚ� ŝƐ� Ă� ŐƌĂǇ� ŚĞƌŽŶ͘�
tŚĞŶ�/�ĮƌƐƚ�ƐĂǁ�ŚĞƌ� ŝŶ�ĞĂƌůǇ�
ƐƵŵŵĞƌ͕� ƐŚĞ�ŇĞǁ�ĂǁĂǇ� ŝŶ�Ă�
ŚƵƌƌǇ� ĨƌŽŵ� ŵĞ͘� /ŶƐƚĞĂĚ� ŽĨ�

ĐŚĂƐŝŶŐ� ĂŌĞƌ� ƐƉŽƚ-ďŝůůĞĚ� ĚƵĐŬƐ� ǁŚŽ� ŚĂĚ� ůĞŌ� ƚŚĞ� ƌŝǀĞƌ� ŝŶ� ůĂƚĞ�
ƐƉƌŝŶŐ͕� /� ĚĞĐŝĚĞĚ� ƚŽ�ďĞĨƌŝĞŶĚ� ƚŚŝƐ� ŚĞƌŽŶ� ĂŶĚ� ŶĂŵĞĚ�ŚĞƌ� ͞�K-
ĐŚĂŶ͘͟��K-ĐŚĂŶ�ǁĂƐ�ǀĞƌǇ�ƟŵŝĚ�Ăƚ�ĮƌƐƚ͕�ĂŶĚ�ĂůǁĂǇƐ�ƌĞĂĚǇ�ƚŽ�ŇǇ�
ĂǁĂǇ͘� �Ƶƚ� ĂƐ� ƐŚĞ� ƐĂǁ�ŵĞ� ĞǀĞƌǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ͕� ŚĞƌ� ĂƫͲ
ƚƵĚĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ͘�^ŚĞ�ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ�/�ĐĂŶŶŽƚ�ŇǇ�
ŶŽƌ�ŐŽ�ƵƉ�ƚŽ�Ă�ŚŝŐŚĞƌ�ƉůĂĐĞ͘�^Ž͕�ƐŚĞ�ďĞŐĂŶ�ƚŽ�ŇǇ�ƵƉ�
ŽŶ�Ă�ƌŽŽĨ�Žƌ�Ă�ƚƌĞĞ�ŶĞĂƌďǇ�ĂŶĚ�ǁĂƚĐŚĞĚ�ĚŽǁŶ�Ăƚ�ŵĞ�
ƚŽ�ǁĂŝƚ�ƵŶƟů� /�ƉĂƐƐĞĚ�ďǇ͘�dŚĞŶ͕�ƐŚĞ�ŶŽƟĐĞĚ� /�ĚŽŶ͛ƚ�
ŝŶƚĞŶĚ� ƚŽ� ŚĂƌŵ�ŚĞƌ� ƐŽ� ƚŚĂƚ� ƐŚĞ� ƚƌŝĞĚ� ƚŽ� ŚŝĚĞ� ĨƌŽŵ�
ŵĞ� ŝŶƚŽ� Ă� ďƵƐŚ� Žƌ� ũƵŵƉĞĚ� ƵƉ� ϭŵ� ĂǁĂǇ� ĨƌŽŵ�ŵĞ͘�
�ŶĚ�ůĂƚĞůǇ�ƐŚĞ�ĮŶĂůůǇ�ĂůůŽǁĞĚ�ŵĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŚĞƌ�ĨĂĐĞ-ƚŽ-
ĨĂĐĞ�ĨŽƌ�Ă�ůŝƩůĞ�ǁŚŝůĞ͘�^Ɵůů�/�ŵƵƐƚ�ŬĞĞƉ�Ă�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĚŝƐͲ
ƚĂŶĐĞ� ĨƌŽŵ� ŚĞƌ͕� ŶŽƚ� ƐƚĂƌŝŶŐ� Ăƚ� ŚĞƌ� ŵŽƌĞ� ƚŚĂŶ� ϭϬ�
ƐĞĐŽŶĚƐ͘� dŽ� ŚĂǀĞ� Ă� ŐŽŽĚ� ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ� ǁŝƚŚ� ŚĞƌ͕� /�
ŶĞĞĚ� ƚŽ� ŬĞĞƉ� ƚŚŝƐ� ĚŝƐƚĂŶĐĞ͘� /Ĩ� /� ŝŶǀĂĚĞ� ŝŶƚŽ� ŝƚ͕� ƐŚĞ�
ǁŝůů�ĨĞĞů�ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ�ĂŶĚ�ŇǇ�ĂǁĂǇ͘ 

/�ƚŚŝŶŬ�ƚŚŝƐ�ĂƉƉůŝĞƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�ŚƵŵĂŶ�ƐŽĐŝĞƚǇ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�
ƟŵĞ� ůŝŬĞ� ŶŽǁ͘� �ƵĞ� ƚŽ� ƚŚĞ� ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕� ǁĞ� ĂƌĞ� ƐƚƌŝĐƚůǇ� ƚŽůĚ� ƚŽ�
ŬĞĞƉ�Ă�ƐŽĐŝĂů�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ĨƌŽŵ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ͕�ĂǀŽŝĚŝŶŐ�ĐůŽƐĞĚ�ƐƉĂĐĞƐ͕�

ĐƌŽǁĚƐ͕� ĂŶĚ� ĐůŽƐĞ� ĐŽŶƚĂĐƚ͘� /Ĩ�ǁĞ�
ŝŶĨƌŝŶŐĞ� ŽŶ� ŽƚŚĞƌ� ƉĞƌƐŽŶ͛Ɛ� ƚĞƌƌŝͲ
ƚŽƌǇ͕� ŝƚ� ŵĂǇ� ĐĂƵƐĞ� ƚƌŽƵďůĞƐ� ĂŶĚ�
ĐŽŶŇŝĐƚƐ͘�tĞ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ĐŽŵĞ�ĐůŽƐͲ
Ğƌ� ƚŽ� ƚŚŽƐĞ� ǁŚŽŵ� ǁĞ� ůŽǀĞ͕� ƐŽ�
ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĐĂŶ�ůŝǀĞ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ� ŝŶ�ŚĂƌͲ
ŵŽŶǇ͘� �Ƶƚ� ŝĨ� ǁĞ� ŐŽ� ƚŽŽ� ĐůŽƐĞ͕� ŝƚ�
ŵĂǇ�ŚĂƌŵ�ŽƵƌ�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞƐ�ĂƐ�ǁĞůů�
ĂƐ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ͘� 

dŚĞ� ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ� ĚŝƐƚĂŶĐĞ� ƐŚŽƵůĚ�
ďĞ�ŵƵƚƵĂůůǇ�ůĞĂƌŶĞĚ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�
ƉĂƌƟĞƐ� ƌĞůĂƚĞĚ͘� dŚŝƐ� ƉƌŽďĂďůǇ�
ŵĞĂŶƐ� ƚŚĂƚ� ǁĞ� ƐŚŽƵůĚ� ůĞĂƌŶ� ƚŽ�
ďĞ�ŵŽƌĞ� ŬŝŶĚ͕� ŐĞŶƚůĞ͕� ĂŶĚ� ŚƵŵͲ
ďůĞ�ƚŽǁĂƌĚ�ŽƚŚĞƌƐ͘� 

  Yukimon 

  

  今年のϰ月以降、私は在宅勤務をしています。通勤する替

わりに、早朝から近くの川沿いを長く散歩することを始めま

した。そしてすぐに、川の中や土手に多くの野鳥がいること

に気づきました。その中で最大のものはアオサギです。初め

てアオサギに会ったとき、アオサギは急いで私から逃げて飛

び去りました。でも、晩春に川を離れたカルガモを追いかけ

る代わりに、このサギと友達になることに決めて「アオチャ

ン」と名付けました。アオチャンは最初はとても臆病で、い

つでも飛び立てるよう構えていました。しかし、毎朝私を見

るので、アオチャンの態度は変わり始めました。アオチャン

は私が飛んだり、高い場所に上ったりできないことを理解し

ました。それで、アオチャンは屋根や近くの木の上に跳び上

がって、私を見下ろし、私が通り過ぎるのを待ちました。そ

れから、私がアオチャンに害を及ぼすつもりはないことに気

づき、茂みに隠れようとしたり、ϭ� ŵ離れたところにジャン

プして避けたりしました。最近では、つい

に私がアオチャンを直接見ることを少しの

間許してくれました。それでも私はアオ

チャンを ϭϬ� 秒以上見つめないで、一定の

距離を保つ必要があります。そうしない

と、アオチャンは立ち去ります。アオチャ

ンと良好な関係を築くために、ある程度の

距離を保つ必要があります。私がそれを侵

害すると、アオチャンは不快になり飛び去

ります。 

これは私たち人間社会、特に今のような時

代にも当てはまると思います。私たちはパ

ンデミックのため、閉ざされた場所、人混

み、密な接触を避けて、お互いに社会的距離を保つように厳

しく指示されています。他者のテリトリーを侵害すると、ト

ラブルや紛争の原

因となります。私

たちは、愛する人

たちにもっと近づ

き、調和して暮ら

したいと考えてい

ます。でも近づき

すぎると、愛する

人だけでなく自身

にも害を及ぼすこ

とがあります。 

当事者間で相互に

適切な距離を知る

必要があります。

これは、他人に対してより親切で、優しく、謙虚であること

を学ぶ必要があるということかもしれません。 

  Yukimon 
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☆長らくお待たせしてしまいました。皆様、この猛暑を無事に乗り越えられたご様子、安堵いたしました。
これからの季節も共に楽しい思い出をたくさん作っていけたらと思います。          (zƵŬŝŵŽŶͿ 
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