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周年記念、東村山がん哲学外来メデイカル・カフェ

being."

"continuation is an important act as a human

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。
年

月

〜

幌・小樽の旅」（

日は、「樋野先生と行く北海道 函館・札
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
念/ 新渡戸稲造 国際連盟事務次長
没

周年記念/ 内村鑑三 没

周年記

周年記念/ 新島襄

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

Okio Hino, M.D., Ph.D.

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。
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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 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、 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、 月に入り今も次々と咲いてい
るので、見るたびに『

Cluster amaryllis in summer

』とエー

ルをもらっていました。
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 月
一杯で閉園するため、 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 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

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。

Maki Tsunoda

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

Yuko
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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**
*「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

平賀 春美

Nothing to say in facing the mountains in my hometown
How precious those home mountains are

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
Harumi Hiraga

-

-

コロナ禍の
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。
Even if I don't go on a trip, my body
」*という
doesn’t move, I think I still can create fun that moves my
言葉です。
heart.
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。
ulations, but it’s a banquet.
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 what the circumstances.
of my heart
多くの「
」を持ちたいと思います。

Tomiko Nozawa

野澤 登美子
*長谷工グループの 通信首都圏版(
野栄子さん講演会(抄録）
**
：生物生息空間

年４月

日)に載っていた角
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A Hot summer (summer heat)
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。

“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."

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 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。

Satoki Tanaka

田中 聡季

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！

Life is full of trials and tribulations;

この前向きになれる言葉を教えてくれ nevertheless, it’s a banquet.
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

Kozue Maeda
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Presents

Jean Hino

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。 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、 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
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。 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、

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
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Summer 2020 for me
私はアメリカに

年住んでいます。

年にワシントン で子宮頸がん
の治療を受け、
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
月。 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。 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。

-

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

Mariko Ishijima

石嶋 まりこ

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、
年 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

"Love to
do what should be done. Do even a small
thing with immediate effect. Persuade
others in courage and passion."

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

Ryoko Ushio

良子
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Social distance learned
from AO-chan

-

- -

今年の 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、
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
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

Yukimon

編集・発行： 東久留米がん哲学外来 メディカル・カフェ
☆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。
(
☆
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