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 花かご便り 2021 年 4 月号 

作品出展者(敬称略、掲載順) 

【俳句】ペドロニ三枝、ドンゴン巳器乃、翁長なおみ、ワイルドマン年子 

【短歌】ベアードえみ 

【エッセイ】ツルー本間玲子、中島公子、星きみえ、 

武井よしこ、コールしのぶ、中山まり子 

 

 

【俳句】  

 ペドロニ三枝 

残照や V 字の翼紅紅と 

散歩によく出かける海浜で、暮れの大空に渡鳥が列をなして飛んで行く姿を詠みま

した。｢紅紅｣は、｢あかあか｣と読みます。 

 

乱反射清冽に祈る僧侶の海 

東北大震災の後ご覧になった方がきっといらっしゃると思いますが、雪の降る中若

い僧侶が 1人で熱心に読経をしている写真がありました。また、光の眩しい海に向

かい雪の上に立って祈る僧侶の写真があまりにも忘れがたかったので、句にしてみ

ました。なかなかうまく詠めませんが、この句が今のところ近いと思います。この

僧呂は銀座で托鉢をなさっていましたが、亡くなられたそうです。 

(編集注：最初の若い層は、当時 28歳の盛岡市の石雲禅寺の副住職小原宗鑑師。海に向かい

祈っていた僧侶は望月崇英さん。昨年末まで銀座で托鉢を続け、１月にコロナで亡くなった。

参考：東京新聞の記事: https://www.tokyo-np.co.jp/article/81683) 
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鳴らぬ風の電話館孫の手引く  (選) 

東北大震災の地に立てられた『風の電話館』は、もちろん通じません。でも地元で

は大切な家族や亡くなられた方々との心や魂を繋ぐ希望を託すため、今でも多くの

人が利用しています。この風の電話館に、姿の見えない愛しい方と心を通わせるた

め、孫の手を引いたおばあさんが訪れている姿に心が痛みました。 

 

＜自由律俳句＞ 

荒馬に乗る君の輪廻の星輝けり 

最近読んだ、東田直樹君の｢自閉症の僕が飛び跳ねる理由｣の読後での句です。私は

十数年保育園で働いていましたが、年々自閉症の子供が多くなり、受け持ったクラ

スにも数人いました。そのため自閉症の子供について学ぶクラスを取ったこともあ

ります。この本は、世界中の自閉症の親、携わる教師、それらの人々を指導する専

門家といわれる人々にも驚きを持って読まれた、初めて自閉症の人の心の声が届い

た素晴らしい本です。あまりにも繊細で美しく、感動してたくさんは読み進むこと

ができませんでした。(編集注:この本は 30か国以上で翻訳され、この本を元にしたドキ

ュメンタリー映画が昨年イギリスで制作されました。日本では今年 4月から公開されている

ようです。) 

 

 

 ドンゴン巳器乃(みきの) 

春の宵 桜の影に 朧月 

若い頃に行った、上野や飛鳥山などの夜桜を思い出して、詠みました。 

 

芝のなか タンポポいっぽん 大威張り (選) 

家の芝生が春に青々となり、その庭の真ん中に勢いよく１本咲いているタンポポの

様子を詠みました。 
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 翁長なおみ 

春風に 雲と枯れ枝 遊んでいる 

この句は 3月の中頃に作ったのですが、今は若葉が茂って景色が変わりました。 

 

あり隊長 ここは我が家だ 間違うな 

ここしばらく、アリの訪問に悩まされていましたが、おかげで家の隅々を掃除がで

きました。3週間ほどすると、やっとあり軍団は引き上げ、ほっとしています。 

 

マスクとり 友と味わう 桜餅 (選) 

毎年友人の庭の桜が満開になるとお誘いを受けるのだが、今年はひとしお見事に咲

き誇って私たちを楽しませてくれました。その下で桜餅を頂くのも恒例です。距離

には気を付けています。 

 

 ワイルドマン年子 

 

陽だまりに あつまる亀の 可愛さよ  (選) 

日課で近所の公園に散歩に行くが、その池に天気の良

い温かい日にだけ姿を見せる亀の家族が日向ぼっこを

している姿を見るのが微笑ましい。 
 
 

野草花 雑草の中にて 目立つなり 

散歩していても、野草の可愛く咲く美しさに目が届く

ようになったのは、絵手紙のお陰かなと、情緒の世界

に目が開かされる。 

 

 

先に咲く 黄色い花は 春を呼ぶ 

早春のおとずれに先駆けて咲くのは黄色い花で

あることを初めて気が付かされる。どこを見て

も黄色の花がまず目に飛び込んでくる。 
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【短歌】 

 ベアードえみ  

亡き友をしのんで開く電話帳赤線引けぬ指先悲し 

土屋和子さんとの思い出が次から次へと浮かび、電話帳に赤線を引きながらすごく

悲しくて涙が止まりませんでした。生まれて初めて作った短歌です。 

 

 

 

【エッセイ】  

 ｢ひまわり会の始まり｣   ツルー本間玲子   

今年 2021年、ひまわり会は設立 50周年の歴史を祝うことができる。 発起人の１人と

して、感無量の思いである。 私は 1958年にアメリカ人の夫と国際結婚をして、サン

フランシスコベイアリアに移住してきたが、その前にもアメリカ占領軍の軍人や軍属と

結婚した、いわゆる戦争花嫁が 1950年代から当地に移住してきていた。私達に対する

当時の日系人の態度は大変冷たいもので、私達を日本で売春婦や、バーやクラブのホス

テスをやっていた女達だと軽蔑の目で見ていた。戦争中収容所に強制的に入れられ、や

っとアメリカでの長い日本人虐待、差別から 抜け出し始め,  必死にモデルマイノリテ

ｲ のイメージを作ろうとしていた日系人にとっては、私たちは恥じるべき、迷惑な存在

であったのだろう。  

私は最初１年間サンフランシスコにある日系商工会議所に秘書として働いていたが、日

本人ビジネスマンのセクシズムや国際結婚していることに対する侮辱的態度に呆れて辞

めてしまった。その後日系社会とは距離を取って、翻訳の仕事をパートでしながら、UC 

Berkeley 大学院でソーシャルワークの資格を取り、1964 年からアラメダ郡精神保健部、

児童相談所で働いていた。当時オフィスでクライエントと面接して相談を受けるばかり

でなく、地域のソーシャルサービスエイジェンシーに積極的に出て行って、扱いにくい

クライエントについてのコンサルテーションをすることが奨励されていた。私もオーク

ランドにある保育園、Head Start や、教会、小学校などに出張コンサルをしていたが、

その１つに 外国人移民や難民の福祉、法律援助をしている International Institute 
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of East Bay(湾東国際協会)という団体があった。クライエントの多くは中国人、フィ

リピン人、ラテンアメリカ人であったが、時に日本人、特に戦争花嫁で苦労をしている

方の相談に乗ることがあった。国際協会の所長さんの話によると、1940年代から国際

協会は戦争花嫁に援助を提供していたとのことであった。全部とは言えないが、多くの

戦争花嫁は日系社会から受け入れられなかったばかりでなく、夫側の家族からも受け入

れられず、夫からも虐待されたり、捨てられたりするケースが少なくなかったとのこと

であった。所長さんの名前は Zoe Borkowski という方だったが、英語もあまり話せず、

慣れない地域、文化社会で、子供達を抱えて苦労している戦争花嫁の援助がもっと必要

だと主張しておられた。 

それと同じ頃、保守的な一般２世達とは正反対な革新的、社会活動家２世グループの間

でも戦争花嫁に援助の手を差し伸べるべきだとの声が上がっていた。彼等は既存の

JACL(Japanese American Citizens League)から分離し、新しく Bay Area JACL 支部を

設立し、その活動プロジェクトの 1つとして、1970年に財団と交渉して戦争花嫁援助

資金を獲得し、その運営を国際協会に委託した。資金はパートタイムのソーシャルワー

カーを雇用する程度で、せいぜい３年ほどしか続かないと言われたが、とにかく少しで

も援助サービスを提供できるのは、感謝であった。所長に請われて、私は日本語を話す

ソーシャルワーカーを募集、サービス実施の責任を負うことになった。その当時日本人

ばかりでなく、アジア人に対する特別プログラム等は皆無だった。日本語を話すソーシ

ャルワーカー、それもパートタイムなど見つかるかどうかもわからなかったが、まずは

当時まだ運営されていた日米タイムスと北米毎日に求人広告を出してみた。 

驚いたことにすぐ応募してくださったのが沢井村代さんだった。彼女はそれまで主婦を

して生花の先生をしておられたのだが、面接してお話を伺ってみて、彼女が最適の方だ

とすぐ決めることができた。沢井さんはアメリカ生まれだったが、戦時中日本の祖父母

のところで育った帰米 2世でいらしたので、戦時中の日本の事情、戦後アメリカに帰っ

てきて、日系社会の帰米２世に対する差別待遇にも耐えてこられた方で、戦争花嫁の苦

労も十分理解しておられ、本当に優しく、辛抱強く援助を続けてくださった。その時ア

ドバイザーとして参加してくださったのが土谷和子さんだった。彼女はご主人と一緒に

Bay Area JACLのメンバーだったが、その他にも Mary Anna Takagi, Fumi Ukai, Nikki 

Bridges などの素晴らしい２世女性メンバーが援助、相談に乗ってくださった。 

皆さん達のアドバイスは期限の限られた援助資金を考慮して、個人や家族へのソーシャ

ルサービスばかりでなく、資金が切れた後でも活動が続けられるように、自助グループ

を育成することであった。そして戦争花嫁ばかりに限らず、国際結婚をしておられる日

本女性や、他の事情でアメリカに移住されてきた新１世の方たちにも呼びかけることだ

った。その自助グループはひまわり会と名付けられた。理由は、日本女性はよく桜に例

えられるが、桜は綺麗でもすぐ散ってしまう儚いイメージなので、新しい社会で強く生
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きてゆこうとする我々には、｢太陽に向かってすくすく伸びてゆくひまわりの方がふさ

わしい｣ということだった。 

そのひまわり会のリーダーシップを長い間引き受けてくださって、今のような素晴らし

い会に育ててくださったのが、土屋和子さんだった。本当に感謝している。今朝、４月

13日、彼女の娘さんから訃報をいただいた時、あまりにも急で悲しいニュースでショ

ックだった。今年ひまわり会 50周年記念に際し、彼女の貢献をしっかりと記録に残す

ようにしたいと思っている。 

 

 
 

 

 ｢春爛漫｣    中島公子   

コロナのワクチン接種を受けて大いに安心したところで早や４月。遠慮がちにちらほら

咲き始めていた桜の花は今は満開の花吹雪を舞わせ 脇では可愛い八重桜が出番を声高

かに主張している。開発に３年はかかるだろうと言われたワクチンが１年足らずで完成

するという驚くべき業を成し遂げた人々に、深い敬意と感謝を表したい。いやな疫病、

それに打ち勝とうという人間の素晴らしさが混在するこの世界に爛漫の春がやってきた。 

コロナの予防措置として外出に大きな制限がかかっていた１年余りの間 閉塞感を免れ

なかったが、やっと光の筋が見えるように思えるこの頃だ。ただ閉塞していただけに、

変わらざるを得なかった生活の中でそれだからこそ得られた恩恵も数々ある。殊に、在

宅時間が増えたお陰で腰を据えて学ぶことが出来た事が幾つかある。それらはこれから

の生活に、多大の影響を与え続けてくれるだろう。 

何と言ってもコンピューターの指先操作だけで世界中にアクセスできる世界が広がった。

ズーム、ユーチューブの恩恵は言うまでもない。知ってはいても私が新しいテクノロジ

ーを使いこなせるようになるには時間をかけて試行錯誤で勉強をせねばならない。つい

敬遠してしまう。だが家にこもり必要に迫られるとなると、無理にでも時間を生み出す

事が可能になった。またひょっとすると情報発信側も、コロナの時節柄流す内容を大幅

に増やしたのかもしれない。驚くほど多岐、多様、雑多 の情報が次から次へと入って

来て飽きることがない。 

読書が好きなのだが、本屋にままに行けなくなっていた。そんなある時 知人がタブレ

ットに本を送ってくれて電子的に読書が可能だと再発見した。そういえば昔プレゼント
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にヌックという端末を貰ったのを思い出した。当時は忙しくて数冊読んだだけで放って

おき、すっかり忘れていたのだ。図書館のホームページには、ちゃんと e-book なるも

のが出ている。そこで決心して我が愛用の ipad を近くの図書館に持って行って、専用

かつ無料のアプリをダウンロードしてもらった。なんとこれらを使えば、新刊書や参考

書を待たずに読めるし、何百もの世界中からの話題の映画、ビデオを観ることが出来る。

端末に載せられたものは、テレビに接続するケーブルを使ってそのままテレビ画面で観

ることが出来る。その内ケーブルを使わなくても接続できるようになるかも知れない。

巨大スクリーンでなくとも、家でのエンタメとして充分満足出来る。 

書籍、本についてもこれからは検索の仕様次第では買うことを省略して、好きなだけ新

品同様で読めるのではないだろうか。。。。と虫の良いことを考えている。資本主義の

世の中で果たしていかなることに成るのでしょう。でも夢はみるべきです。夢は大きけ

れば大きいほど良い。爛漫の春に見る夢。楽しからずや。 

 

 

 

 

 「車の名前」  星きみえ 

私の車はトヨタのプリウスで、名前は HOSHI AKIRA THE III。最後の III はサードと読み、

この名前での３代目の車であるからである。車に名前をつけている人は大変少なく、私

以外の人で車に名前を付けている人に出会った事がない。その内にお会いしたいものだ

と思っている。 

もう 25 年ほど前の事になるが、周りに頼りになる人も自分を頼りにしてくれる人も一

切なくたった、１人で寂しくこの人生を生きて行かねばならない様な心境に陥った事が

ある。その時に唯一頼りになるものが自分の車であった。その車は小型ながら、どんな

に寒い朝でもまたどんなに夜遅くでも、キイを差し込めばパッとエンジンがかかり、中

はいつも暖かく気持ちよく私を優しく包んでくれている様であった。白くて丸い形のト

ヨタのターセルという小型車で、どちらかと言えば可愛らしい感じであり、この頼りに

なる唯一の相棒に私は Misty という女の子の名前を付けた。よく走り、故障など全くな

く、小さいエンジンの割にはパワーもあって本当に頼りになった。寂しくひとりぼっち

の私は、この Misty によく話しかけていた。朝は｢Misty おはよう、今日もかわいいね～、
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Misty はよく走って本当にえらいね～｣という具合である。｢お前はバカか｣と言われそ

うだが、私は本気だった。本気で頼りにしていたし、本気でかわいいな～と思っていた。  

ところが、ところがである、この Misty はよく小さい事故にあった。私の運転が下手な

せいもあって、ちょっとした角などにぶつかる、道に空いていた穴に落ちる、カーブを

擦るなどなど３日に１度は何かしらの小さい事故にあっていた。 

ある日親しい友人をこの Misty に乗せた。彼女は、まず私の車がステックシフトである

事に驚き、小さいにしろしょっ中事故にあう事にさらに驚いた。そして言った、｢それ

当たり前よ、この車は男の子よ。それなのに女の子の名前を付けたりするからそういう

事になる訳よ｣。 私も負けずに反論、｢なんでこの車が男の子だってわかるのよ？｣、

｢そりゃあなた、よく見てご覧よ。ちゃんとコレがついてるでしょう？｣とステックシフ

トのシフトを指差した。ステックシフトなるものをご存知ない向きもあるであろうが、

単に形状だけ言うと、運転席の右前に丸いぼっちが付いた棒が付いているのである。そ

れはよく見ると、確かに男の子の象徴の様に見えるのであった。私は｢なるほど｣とえら

く感心して、すぐさま Misty の改名を決意した。 

しかし、如何せんこのターセルは白くてまるまるっちく、どう見ても雄々しい男という

感じでは全くない。私はいろいろと考えた末、玉三郎と改名した。この玉三郎はしかし

今度は良く当てられた。要するによくぶつけられた。後ろからガ～ンとやられるのであ

る。だが、廃車になるほどの大事故ではなく、幸いな事に当てられた車の後方は単に荷

物を入れるトランクである。私は何度もボディーショップに通い、そのたびに玉三郎は

ちゃんと直って帰ってきた。 

ある日私は日本にいる車好きの弟に電話をかけた。玉三郎の話をすると彼は言った。

｢バカだなあお前、玉三郎なんて名前付けるからだよ。だからオカマされるんだ｣。私は

唸った。確かに玉三郎を後ろから当てるのは、いつも若い男ばっかりであったからだ。

私は聞いた、｢じゃ、なんて名前がいい？」。｢あきら、星明、俺はオカマじゃない｣ と、

弟は事もなげに言った 星明とは彼の名前である。私のターセルは、その日から即星明

となった。その後 13 年間ほどもこの明さんには大変お世話になった。驚くなかれ、星

明と改名したその日から、後ろからガ～ンと当てられる事は全くなくなったのである。 
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 ｢大家さんとワタシ｣  武井よしこ 

 

ことの始まりはこうだ。 

去年の 11月、大家さんからメッセージが入った。「ガレージを自分たちが使いたいか

ら、来月中に内を空にしてほしい」と。私は何のことかわからず、放っておいた。この

大家さんは、２年ほど前に私の住む家と後ろのコテージを購入して、コテージに住んで

いた人を強制立ち退きさせたカップルである。その際、30数年そこに住んでいた住民

とかなり揉めたのだ。 

私は 23〜4年住んでいる。ここは、大学のある借り手に有利なレントコントロールによ

るルールがある。私のガレージと大家さんのガレージは隣り合わせになっていて、その

上が彼らのコテージになっているので、｢彼らは勝手に自分たちのものだと思っている

のだろう｣と、私はあまり慌てなかった。 

しかし、12月 23日突然３人の男が私のガレージに入って、何か始めた。私はビックリ

して、「これは自分のガレージである」という旨を告げ、彼らを雇った大家さんに連絡

をつけてもらった。大家さんが私と話したいというので、電話を代わる。彼は｢そのガ

レージは自分たちのもので、必要となったので本格的に使いたいから、ガレージの中の

物を直ぐ外に出すように｣と言う。その時になって、初めて私は、｢これは大変なことに

なった｣と気づいた。町のレントコントロール･オフィスに連絡してみるが、クリスマス

休暇になっている。仕方ない、私は人を頼んで内の物をとりあえず庭に出し、捨てるべ

きものを処分してもらった。 

1月になり、レントコントロール･オフィスから連絡が入り、私は状況を訴えた。オフ

ィスの答えは、私に権利があると私の主張を認めてくれた。このメールを大家さんに転

送したところ、彼らもオフィスに連絡してたとみえて、「では、毎月の家賃から 10ド

ル 50セント差し引く」との答えである。私が困ったのは、その金額だ。一体 10ドル

50セントとはどうやって割り出した数字なのか？ 結局私は納得できないと、

“MEDIATION”に持ち込んだ。 

これは、Zoomで行われた。朝９時から始まり、12時に終了。借り手サイドと大家さん

サイド、それに町のレントコントロール･オフォイスのスタッフ。まず、両者の言い分

を聞いて、その後、まず大家さんサイドの言い分を 20分聞くというので、私は Zoomか

ら一旦消え、20分後に再び参入して 20分私サイドの言い分を聞いてくれた。私への質

問は、「ガレージを返して欲しいか？」だった。これはポイントをついた質問だった。

私も｢夫の死後使用していないし、内も空にしてしまったので必要ではない｣と答え、で

もその補償が欲しいと請求した。オフィスが私に語ったところでは、｢こういうケース

では、普通大家は 35ドルから 100ドル以上、家賃から差し引く｣とのことで、私は驚い

た。私のケースはガレージだったので、最低の 35ドルを差し引くべきとの結論であっ

た。私はそれに、12月にガレージを強制立ち退きさせられた時、人を頼んで廃棄処理

場へ行って処分し、その人に 40ドル支払ったので、その料金も請求した。 
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結局、その日オフィスが出した結論は、ガレージの権利は 20数年住んでいる私側にあ

り、ガレージを返却すべきだが、私にその意思がないので、私の家賃からガレージ分の

料金（35ドル）を差し引くべきとのこと。40ドルの支払いにも応じてくれた。 

一応店子の私の勝利というわけだ。私はラッキーにも、借り手優先の町に住んでいて、

オフィスは私の側についてくれたのだ。 

しかし、残念なことは、亡夫が植えた竹は見事に伐採された。裏庭は大家さんと共有す

ることになるのだが、竹はちょうどその中央に生えていたのだ。大家さんは竹が面倒な

植物だとよく知っていた。伐採時にも、３人がかりで根から掘り起こしていた。彼らが

去った後で、竹が植わっていた土を足でいじってみた。竹の根が土の下から出てきた。

でもそれは根の断片で、見事に切られていた。 

こうして、毎春私の筍を食べる喜びはあっけなく終わってしまった。 

（編集注:この題名は、人気漫画『大家さんと僕』をもじって付けられたそうです。お笑いコン

ビ･カラテカの矢部太郎氏が、8 年以上に渡って一軒家の 2 階部分を間借りした時の実話に基づ

き、80 歳代の大家さんとの心温まるエピソードを漫画にして 2017 年に出版。｢ほっこりする｣

と話題になり、翌年に手塚治虫文化賞・短編賞を受賞しています。） 

 

 

 

 ｢ショートショート 今どきの幼児番組の色使い｣  コールしのぶ            

最近たまたま日本の幼児番組を目にして驚いた。 

ふんだんにパステルカラーを使っているのは勿論の事、色使いが渋いのだ！！ 

子育てをしていた時の記憶では、確か、原色使いが多かった様ナ？ 

黄、緑、赤、青、ピンク等々かなり vivid だった。 

派手さを抑え、灰色を１滴落としているの？ 

配色も、粋❗️ 

この美的感覚を伝えられ、この幼さで体感して行く子供達の将来に興味が湧くー♪ 
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 「おらおらで ひどりいぐも」  中山まり子 

若竹千佐子作「おらおらで ひどりいぐも」を読んだ。2017 年の芥川賞受賞作だ。芥

川賞の作品は複雑で難解な心理描写が多く、私はちょっと苦手なのだが、最近ユーチュ

ーブで著者の若竹さんへのインタビューの録画を見、是非この人の本を読みたいと思っ

た。 

専業主婦だった若竹さんは、55 歳の時夫に急逝され、喪失感に打ちのめされたそうだ。

そこで彼女は自分の気持ちを毎日ノートに書き綴っていった。すると、悲しみばかりで

はない自分の心が浮き出てきたという。そんな心の変化をつぶさに観察し書き上げた小

説「おらおらでひどりいぐも」のタイトルは、宮沢賢治の詩「永訣の朝」の１節から引

用されている。それは「私は自分で１人で行きます」という意味だそうだ。 

小説の主人公の桃子さんは 76 歳。数年前に突然、最愛の夫に先立たれた。夫と子供の

ためにひたすら生きてきた彼女にとって、それは人生で最も衝撃的な出来事だった。い

つまでもあると思っていた生活が、ある日突然、目の前で崩れ落ちてしまったのだ。彼

女は悲しみに打ちひしがれる。ところが、どん底の悲しみの中、それまで握り締めてい

た自分自身の価値観、常識、世間体、しがらみなどがどんどん軽くなっていくことに彼

女は気づく。他人や世間の期待に応えて生きる必要はもうなくなったのだ。そう思うと、

これまで大事だと思っていたことがどうでもいいことのように思えてきた。気が付くと、

広い世界に出たような解放感に包まれていた。 

ふりかえってみれば、自分はこれまで本当に自分の人生を生きてきたのだろうかという

疑問が桃子さんにわいてくる。自分は夫や子供の為に生きていると思っていたが、本当

はただ自分自身に向き合うのを避けていたのではないだろうか。自分が本当にやりたい

ことは何だったのだろう。これからは自分の思い通りに生きてみよう。自分に心を開い

て向き合うことを決めた彼女に、故郷の言葉、東北弁が戻ってくる。若いころあれほど

恥ずかしいと思った方言だが、自分の本当の感情や思いをあらわすのにはこの言葉しか

ないことに彼女は気づく。そうすると、頭の中に幼いころの自分、若いころの自分がつ

ぎつぎと現れ、それぞれが東北弁でいきいきと語り始める。新しい人生を生きることを

決めた桃子さんに、新しい風景が見えてくる。老いて独りで生きていくことは寂しくて

心細い。これからも浮き沈みはたくさんあるだろう。でも、今、自分はほんとうに生き

ていると桃子さんは思う。｢もう今までの自分は信用できない。おらの思っても見なが

った世界がある。そごさ、行ってみって。おらいぐも。おらおらで、ひどりいぐも。｣ 

「人間って面白いもので、年齢と共に体は衰えていきますが、心は成長していくんです。

老いるということは心が成熟に向かうということなんだなと最近思います。孤独は心に
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絶対的な自由をもたらしてくれる。その自由を享受しながら生きることは楽しいことで

す」と著者の若竹さんは語っている。 

  

 

 

……………編集後記…………… 

今回は作品数も多く、花かごの集まりは 4月 14日と 21日の 2回に分けて行われました。 

初回の前日の 13日の早朝、ひまわり会創始者の 1人であり、50年に渡りひまわり会のリー

ダーとして、軸として、そして背後から支えてくださった土屋和子さんが、急逝されました。

和子さんは、1月の花かごと新年会には元気に出席され、2月初旬から体調を崩されたとの

ことで 2月と 3月の花かごはお休みされましたが、また回復してお元気に復帰くださるもの

と皆信じていました。あまりに突然の悲しい別れに、私たちは言葉を失いました。 

14日は、別れや死に関連する俳句とエッセイを読み、皆さんと一緒に和子さんの思い出を

語り、悲しみを共有することができました。 

和子さんの凛とした姿にもうお会いすることができないとはまだ信じられませんが、和子さ

んの笑顔や思い出は私たちの心にずっと鮮やかに生き続けることと思います。 

土屋和子さんのご冥福を心よりお祈りいたします。   （まり W） 

……………………………………… 

～END～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『花かご』は、2017年 4月に始まった｢日本語で書くことを楽しむ

会｣です。 

毎月第 2水曜日の午後に集まり(昨年春からはズームで開催)、俳

句、川柳、詩、エッセイなどの作品を読みあい、交流を楽しんでい

ます。ひまわり会会員はどなたでも参加できます。 

感想やお問い合わせは、himawarihanakago@gmail.comまでお気軽に

どうぞ。 
 

mailto:himawarihanakago@gmail.com

