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               編集発行人  広野 光子         平成29年11月   Vol,4                          

皆さま、こんにちは。 その後も変わりなくお元気ですか！   

「１年に２回、『金つなぎＮｅｗｓ』をお届けします」、とお約束していましたが、今回、臨時号の位置

づけで、４号をお届けすることになりました。それというのも、3号でお知らせした下半期のスケジュール

に、追加や変更が重なりましたので、急遽発行の運びとなったものです。 

そんな次第で、今回も盛りだくさんの金つなぎスケジュール。 皆さま、どうぞ万障繰り合わせ 

てご参加くださいね。 楽しんで喜んで、免疫力を上げて【病】に勝ち抜きましょう！   

                     

    ◆ 

それから・・・ 

もしやあなたが、病気のことで悩んだり、いろいろ決められなかったりしたとき、或いは生き方・暮らし

方で困ったりしたとき、金つなぎには強力な病友の先輩がたが多くおられ、豊富な経験からあなたの

よきアドバイザーになってくださいます。 合言葉は「誰かのために何かの出来る幸せ！」 

ですから、どうぞご遠慮なく電話、メール、手紙などでご相談を。 

 

【人生難有り、有難し！】。 突然のがん宣告や再発・転移、難病・大病の発症など、有るはずも

ないほどの難儀が思いがけず降りかかるという、この不条理に決して負けないで、明るく強く前向きに、

凛々しく雄々しく自分らしく、悔いのない予後を生ききりましょう。             

       【きっと良くなる、必ず良くなる！ ご一緒に…♪】 

  平成29年11月5日 

 

               がんを明るく前向きに語る・金つなぎの会     代表  広野光子 

                【理事】   竹内節子  木野妙子  平井喜美子  市田良子 

 

【企画委員】  藤山美和子（北海道） 角山優子（新潟） 林少美（静岡） 

片山かよ子（富山） 久保美恵子（東京） 川口政代、吉田佳代 

（以上2人は愛知） 西川宗賀・多田紀久子（以上2人は三重） 

玉置須巳子・西尾利昭・近藤翼・諫本節子・高見美沙緒 

（以上5人は大阪） 井口政明（兵庫） 
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＜はじめまして！＞ 

☆番条 おしま（三重県志摩市、 肺がん）  

昭和53年に脚が痺れてポリープ（１cm）があると診断され、開腹

手術を受けたら、卵巣が破裂寸前！という【事件】がありました。

その後もＳ状結腸の腫瘍を診損ないされたりしたあげく、Ｈ27年

2月に、肺がん（１cm、１,５ｍ）が見つかり、30回もの抗がん治療

を受けて現在に至っています。今は、松阪市民病院で消化器

内科科長の大岩道明先生に出会えて、優しく厳しく思いやり深

い診療を受け以前の医療過誤に遭った過去を忘れ、「感謝感

謝の闘病生活」を送っています。 

子どものころから手芸が大好きで、和裁、洋裁、編み物、織物、

創作ぬいぐるみなど、手づくりに熱中・夢中の人生でした。今年

3月で80歳。元気になったら、がんの皆さんとお喋りをして励まし

たり勇気づけてあげられたり出来たらいいなぁ！ 金つなぎの会には、同じ病院に入院しておられた

北出恭子さん（胃がん、写真右）に誘っていただきました。 ご縁を本当に、ありがとうございます。 

 

 

＜北から南から＞ 

☆片山 かよ子（群馬県富岡市、肺がん） 

関西の皆さまが、北陸・片山津温泉にこられると聞き 

2泊3日の旅をご一緒させていただきました。お宿に連泊  

し、皆の希望に添って【非日常の3日間】を笑って笑って 

過ごし、免疫力をぐんっと、上げました。 

 

 

 

 

3日間、4台のタクシー（その名もさくらタクシー！）に相 

乗りして加賀温泉郷（山代、山中、片山津）を回り、 

時には路線バスの料金よりもお安くしていただきました。 

リッチ気分のエコノミーな旅。 また、行きましょう！ 

 

 

 

 

 

 

橋本酒造の酒樽喫茶で、右から 

澤田さん、諌本さん、私です 
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☆ 平井 喜美子（大阪府高槻市、乳がん） 

  大阪や兵庫、奈良からも病友が 

参加された名張のがん講演会。 

大盛況で、ご参加の皆さまに喜 

んでいただき有難いことでした。 

開会前に、名張駅で今岡総長 

先生をお出迎えして、ますます 

期待が高まりました。ハーモニカ 

やコーラスの皆さまとハモラせて 

いただき、なにわ歌劇団のミュー 

ジカルと一番星監督のお歌が心 

にジンと響きました。 

 

     過去半年間を、 振り返ってみました♪     

◆第8回 名張で学ぶがん医療』◆   

講演 「がん医療は国家の総力戦」   10月4日(水) 午後１時半～４時 

                    ＮＴＴ西日本大阪病院で毎月第3木曜日に開催して 

いる、金つなぎの会の『がん・なんでも相談』の創設者 

今岡真義（いまおか・しんぎ）先生が、国のがん戦略 

や臨床現場での印象深い事例などを分かりやすく話 

してくださり、会場を埋め尽くした市民の皆さまに喜んで 

いただきました。 また、地元の後藤誠司さんのハーモ 

 ニカとひまわりコーラスの皆さまのコラボレーションに、会 

 場もひとつになって青春歌謡を歌い、若返ったのでした。 

  

 

いつも金つなぎの会を応援してくださる、サンエリア社長 

大ぞの千恵子さん率いるプチ・ミュージカル「一番星哲 

也となにわ歌劇団」の皆さまの、心に沁みるパフォーマン 

スにも、また、脳疾患で少し片麻痺の残る体を、不屈の 

闘志でリハビリに励む大ぞのさんにも、会場から惜しみな 

い拍手が贈られました。 

 

 

 

 
今岡総長先生を囲んで、右から塩山、玉置、

平井、澤田、総長先生、高見、広野代表 
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◆♪第九回  日本の未来を考える  原点の日本舞踊◆ 

今年もバイオラバーの山本化学・山本富造社

長からご招待いただき、大阪の国立文楽劇場

で西川流・西川としみさんの華麗な舞を26人で

堪能しました。 

華麗な歌舞伎舞踊の早替わり、引き抜きなど

で圧巻の舞台を見せていただき、前から４列目

の良いお席で、地方さんの息遣いもまで聴こえ

るようでした。 

     

  

◆♪金つなぎ・北陸ふれあい旅◆ 

旅上手の、市田良子理事おすすめの北陸・片山津 

温泉。 湖畔の宿「加賀八汐」に連泊したゆとり旅。  

二晩とも趣向を凝らした加賀料理の数々を楽しみ、 

客室からは湖色七彩と称される柴山潟を望む絶好 

のロケーションに癒される10月24日～26日、極上の 

旅でした。 出発前日の雨台風で大阪発着の特急 

サンダーバードは湖西線を迂回して1時間半遅れ、 

旅先では見学先がいずこも定休だったにもかかわらず、 

お願いしたら快くお店を開けていただくなど、いつもの 

ように、【金つなぎの神さま降臨】を実感しました。  

 

＜私たち、元気です！＞   

☆林少美（袋井市、悪性リンパ腫、乳がん、胃がん、間質性肺炎ほか。 薬剤師）  

☆藤沢恭子 (新座市、顎下腺がん。 ホームヘルパー)      

☆西井喜江（大阪市、夫の介護。 自営業）       

☆今井和子（大阪市、乳がん。 主婦）           

☆久保美恵子(東京都大田区､亡夫がすい臓がん｡ 金つなぎの会理事)     

☆玉置須巳子(大阪市、乳がん、卵巣がん、大腸がん、頸部リンパ節腫瘍。 元会社員)    

☆林口美幸(川西市、肺脈管リンパ症。薬剤師)  

☆木野妙子（京都市、大腸がん。 元会社員、金つなぎの会理事）  

☆市田良子（八尾市、乳がん。 金つなぎの会理事） 

☆西尾ちゑ子（堺市、夫の直腸がんほかを介護。 酒販業）               

 

 
展示品の入れ替えで定休だったにもかかわ

らず、お願いしたら「庭園にどうぞ」って

♪（北大路魯山人の別荘・いろは草庵にて） 
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☆松本寿幸(神奈川県津久井郡、胃がん。 「傾聴・花みずき」会長)    

☆田仲育代（奈良市、胃がん。 主婦）     

☆安藤良子（松阪市、食道がん、肺がん。 元三重県保健師協会会長） 

☆雪岡潮枝（名張市、乳がん。 介護福祉士）       

☆村田正義（松阪市、大腸がん、腎臓がん、喉頭がん。 元インダストリアルデザイナー）  

                                            

      ＜H29年  下半期のスケジュール＞                                   

     11月19日（日）   講演会 「早期にがんを見つけましょう」                  

ＮＴＴ西日本大阪病院の先生がたが、市民公開講座を開催。乳がん、子宮頸がん、胃がん、大

腸がん、前立腺がんなどの早期発見と治療などについて、有用なお話が聴けますよ。 

事前申し込みが必要なので、11月17日（金）までに下記に申し込んでくださいね。 

    ＊と き   11月19日（日） 13：00～15：50（12：30開場 

 ＊ところ   難波御堂筋ホール 7Fホール 

         地下鉄御堂筋線 「難波13番出口直結」 

申込み・問合せ ★広野 光子＝090‐5614‐0679  ★平井 喜美子＝090-9110-8688 

    11月29日（水）  ♪金つなぎ【逝者鎮魂・生者安寧 祈りの電飾】 点灯式        

毎年少しずつ電飾の数が増え、いまや地元の冬の風物詩になっている【金つなぎ・逝者鎮魂 生

者安寧 祈りの電飾】点灯式のお知らせです。 最後の仕上げを済ませ、煌き輝く２万灯の電飾に、

逝かれた友の鎮魂を祈るとともに、いま闘病中の生友の安らかな抗がん闘病を願う、金つなぎなら

ではの精神性の高い催しです。 最後の飾り付けを、皆で祈りつつ仕上げましょう。 

    ＊と き   11月29日(水)  午後6時点灯  ※集合は赤目口駅に午前11時 

    ＊ところ   名張市富貴ケ丘、広野代表宅 

    ＊内容   近鉄大阪線・赤目口駅集合→赤目渓谷の紅葉鑑賞→山水園（または名張

の湯）にて温浴療法→名張・広野代表宅 

     12月14日（木） ♪吉本晴彦さんを偲ぶ  金つなぎ・ふれあいクリスマス                     

去る5月に逝かれた大阪第一ホテルの吉本晴彦さんは、広野

光子代表が、現役の記者時代に格別のご厚誼をいただいたご

縁から、金つなぎの会を発足当初からとても応援してくださいま

した。サントリーの鳥井道夫さん、仁丹の森下泰さんとともに

「大阪の三ケチ」を自認しておられ、「ケチは経済の知恵、つま

り経知（ケチ）だよ」と喝破なされ、一方、日ごろから【命そのも

のである時間】を、とても大切にしておられました。 

そんな次第で今年の金つなぎクリスマスは、故人が生前、金つ

なぎに寄せてくださった心優しいさまざまのエピソードなどをスライ 

ドにしてひと時を過ごしたく、吉本さんに喜んでいただけるような  

楽しい内容を企画しています。  
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今年も楽しいクリスマス♪ 大人も楽しむクリスマス♪ 吉本さんの思い出とともに病友相集い、【ホ

テルの非日常】に包まれ、氣の張らない食事会で過ごすという、ことし最後の集いで、思いっきり免

疫力を上げましょう。 

＊と  き    12月14日 （木） 11時30分～4時（会場11時） 

＊ところ     大阪第一ホテル 6Ｆ モナークの間 

＊会 費    8000円 

＊締 切  12月10日までに最終ページの各理事宛に、お早く申し込んでくださいね♪ 

     平成30年１月11日 （木）       ♪高校生と【命】を語ろう！                   

昨年、大阪市立鶴見橋中学校で実施して喜ばれた「命の授業」（後援：船場経済倶楽部、大阪

ユネスコ協会）を、来年は大阪府立教育センター付属高等学校で開催できることになりました（後

援：大阪成人病協会、協力：キャリアリンク社）。 担当の後藤まり先生、酒井将平先生、キャリア

リンク社・木根円さんのご協力のおかげで、同校一年生８クラスで、【同時開催・同一授業】が実施

できる運びとなったものです。 各クラスに現役のがん患者が2人ずつ参加して、担任の先生のもと

臨時講師を務めさせていただきます。 16人のさまざまのがん患者が揃うのも、金つなぎの会ならで

は！  皆々さま、どうぞよろしくご協力くださいませ。 

 

     １月26日 （金）          ♪金つなぎ ・ 新年会                                             

一年の計は、元旦にあり！ 恒例の新年会は、大阪「木曽路北新地店」で新しい年をともに祝い、

新たな闘病目標に向かって 【今年の抱負 】 を語り合いましょう。  

＊と  き   平成30年1月26日 (金)  午前１１時半～ 

＊と ころ   木曽路 北新地店（北区曽根崎新地１-3-26 ぐらんぱれ２F） 

＊締 切   1月22日まで（なるべく早く申し込んでくださいね） 

＊会 費    2500円 

 

     3月3日（土）     ♪金つなぎ・ふれあい大阪城公園観梅会                    

心身の縮こまる厳寒の候。 だからこその、観梅に托す【非日常一日旅】のお勧めです。 

大阪城西の丸庭園・梅苑に咲き競う梅花は、早咲き、中咲き、遅咲きが按配よく植えられて、花と

香りに癒され、この季節だからこその不屈の闘志と気合を入れてくれます。 

＊と  き    3月3日（土）  午前11時半 

＊と ころ    JR環状線「大阪城公園」駅改札前集合（参加費無料、雨天催行） 

＊内 容    梅花・梅香を愛でて死生観を語り合う、恒例の集い 

＊会 費    2000円(昼食代) 

 

   ＜申し込み･問い合わせ＞ 

★広野  光子＝090-5614-0679      ★竹内  節子＝090-9092-6894     

★市田  良子＝090-2061-5324      ★平井  喜美子＝090-9110-8688   

★久保  美恵子＝090-1776-9898    ★多田  紀久子＝090-1474-0597   


