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関東あまたか会会長
松尾和幸（高

報発送作業は、１ ７００部を超え る封筒 の事 。正三公園・正三記 念館には、いろ
詰め作業、この単 純作業が皆さん おしゃ いろ な資料が展示してあ りました。そし
べりしながら楽しんでいます。
て、 足助・矢並小学校と 天草の本町小学
総会の反省会時に 、総会出席者に 対して 校とが 年にわたり、 交流を持ちお互い
お礼状並びに総会 の記念写真及び スナッ の学 校を訪問していると の事でした。全
プ写真の封筒詰め 作業。これも楽 しみな く知 りませんでしたし、 資料館の芳名帳
がらの作業。
に昨 年あまたか関西の総 会で講演された
今年の総会・友好 の集いは、 月 日 鈴木 神社の田口宮司の名 前を見つけたと
（日） 時から 四ツ谷の「スクワ ール麹 きは 驚きでした。鈴木正 三・重成公が愛
町」にて開催しま す。ご都合よろ しけれ 知県 の山奥で天草と同様 に崇敬されてい
ば、お 気楽にご 出席く ださい。 大歓迎
ることを嬉しく思いました。
いたします。
今年で中京支部会長となり２
年が過ぎまし た。その間、本
部・ 各支 部 を訪 問し て 多く
の 先輩 方と 知り 合 うこ とが
出来 まし た 。そ して 天 草高
校卒業という 事だけで仲良く
なれ、すぐに天草弁が飛び出し
て きます。これからも 遠く天草を離
天草高校同窓会中京支部会長
大谷 寛（高 ） れて いても母校天高の役 に立てるよう、
そし て天草への望郷の念 が中京支部会員
今年もあまたか 関西の支部総会 にお招 拡大と繋がるよう頑張りたいと思います。
き頂き、ありがと うございます。 毎年楽
しみにしています 。愛知県の豊田 市の山
今年のドクダミ
奥に足助町という 紅葉で有名なと ころが
庭 の片隅 をド クダミ が占 領して
ありますが、先日 中京支部の尾田 原先輩
いま す。さ て、 このド クダ ミをど
の絵画展があると いうので行って きまし
う料理しましょう。
た。名古屋市近郊 とは言え中々行 きづら
度の 焼酎に ドク ダミの 葉を漬
い所です。足助は 江戸時代天草を 救済し
け込 んだド クダ ミのう がい 薬を友
た鈴木正三・重成 公生誕の地であ ること
人に いただ いた ので、 今年 は庭の
は知っていました が、今でも足助 の人達
片隅の ドクダ ミで挑戦 してみま す。
から郷土の偉人、 顕彰会という形 で崇敬
あの小さな花も
されている事を知 り驚きました。 近所の
一緒に付けこもう。
方が毎日当番で鈴 木家の陣屋跡近 くの正
三記念館の鍵を開 け、管理されて いると
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「あま たか関西」の皆様、 いつもお世
話になっ ております。今回は 、関東あま
たか会の活動状況についてお話しします。
当会の年 度開始日は１月１日 。１月に＃
１役員会を開催して年度事業計画を策定。
役員会は 年に７回開催。特異 な行事とし
て、２月 会報発送作業、終わ ったら大学
卒業生の 卒業祝兼就職祝。３ 月下旬に観
桜会（千 鳥ヶ淵・外濠公園） 。６月に天
高新卒者 の歓迎会。８月総会 案内状・会
報発送作業。 月総会・友好 の集い。
月総会の 反省会・写真送付作 業を実施。
観桜会は恒例化しており楽しみの一つ。
新 卒 者の 歓
迎 会 は初 顔
合 わ せ、 今
年 は どん な
子 が 来る の
か と とて も
楽しみな会。
卒 業 祝は 、
時 期 が２ 月
の た めに 、
残 念 なが ら
出 席 状況 に
難点あり。
年 ２ 回の 会
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そして、保育所で培った経験を生かし、
子育て支援 の親子教室、未就園 児クラス
の開室。体 育教室、英語の授業 、課外授
業などを取 り入れました。みん なの意見
を聞いて、 力を借りて施策を進 める、彼
女のやり方 が功を奏していくの です。良
いスタッフ に恵まれたと彼女は 述懐しま
すが、徐々に園児数は増えていきました。
大阪市の 「認定こども園」に なり、待
機児童解消 のため 歳から 歳 の保育園
を併設。平成 年度の、国の 子育て支援
制度への移 行も準備が進んでい ます。現
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在は合わせて 名を越える子 どもたちを
預かり、職員 も 名近くで、 求人の問い
合わせがあ るくらい評判は高く なってい
るのです。
年前「 歩き方がおかしい」 と夫から
指摘され、 おかしなことが続け て起きた
ので、進め られるまま検査を受 けたら、
脳腫瘍が発 見されました。それ で入院手
術。夫と娘 の看病を受けて、ひ とり仕事
に突っ走っ ていた彼女に、家族 の大切さ
を改めて感じさせてくれる時間でした。
彼女はいつも前を向いて生きている人、
グチは言わ ない人なのです。「 物事を悪
く取ったら 自分が苦しくなる」 と言った
母の教え、 優しかった両親と暖 かい家族
と過ごした 天草での生活が、彼 女を支え
てきたのは間違いありません。
後継者が 今は決まりました。 更に保育
所時代の後 輩が副園長として来 てくれま
した。仕事 も分散され、少しは 楽になっ
たようです 。この辺で、軸足を 移して家
族に目を向 ける時が来たような 気がしま
す。
（聞き手、前中、太田）
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安田幸美さん（高

仕事についたので すが、それは目 指すも
のではなかったの です。 年が経 ち、あ
る日寮の同室の人 から夜間の短大 の話を
聞き、目の前が開 けたのです。こ の道を
進もうと、すぐ実 行に移しました 。夜学
に通える仕事に変 わり、短大の夜 間部で
学びました。働き ながら学ぶとい う辛さ
は、まったくなかったと彼女は言います。
年後卒業して 保育士と幼稚園 教諭の
資格を取り、東大阪市立の保育所に就職。
保母さんとしての 第一歩を踏みだ したの
です。公立は私立 に比べたらまだ 恵まれ
た環境ですが、働 く母親に代って 子ども
を守る任務は重く 大変な仕事です 。そし
て 年間、この仕事が続いていくのです。
か所の職場を 経験しました。 中には
厳しい職場もあっ たようで、荒ん だ子ど
もたちを目の当た りにしたことも ありま
した。しかし、分 け隔てなく子ど もに接

し世 話をする彼女を、や がて親たちも認
めて くれるのです。彼女 は子どもと一緒
にい るのが大好きなので す。それは幼い
頃、 妹たちと天草の野山 で海で遊んだ楽
しさが 、生き続けている のでしょう。
年間 事故はなく、記憶に 残るような嫌な
思いもなく働き続けられたのです。
人の 紹介で、見合い結 婚をしたのが
歳の 時。相手は自営業の 人で、母ひとり
子ひ とりの家庭でした。 結婚したら専業
主婦 かな、なんて考えて いたそうです。
とこ ろが天草の父が夫や 姑に、「この娘
は、苦労して苦労して今の資格を取った。
仕事 を続けさせて欲しい 」と懇願したこ
とを知ったのはずっと後のことでした。
幼 稚園の園長をやらな いか、という話
が舞 い込んできたのは定 年を 年残した
歳の時でした。面接 に行ったら、理事
長夫 妻に気に入られて、 是非にという話
になり ました。当時は 歳になる女性の
ワン マン園長がいて、副 園長として一年
間共 に働いたのですが、 彼女のことを認
めよ うとはせず、ついに は引継も一切な
いままの園長就任でした。
園 長になって３年目に 危機が訪れまし
57

70

た。定 員 名のところ園 児数 数名程に
落ち込み、園の存続が危ぶまれたのです。
さら に追い打ちをかける ように、 人の
教諭のうち 人が辞めてしまったのです。
しか し、悩んでいても解 決はしないと行
動に 移しました。それは 辛い日々だった
だろ うと想像がつきます 。娘の友人で現
役の 保育士を口説き落と したり、卒業し
た短 大に行って紹介をし てもらったり、
なんとか教諭は確保できました。
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「保育 所落ちた、日本死ね ！」とネッ
トの投稿 が話題になり、国会 でも取り上
げられた のは 年前でした。 保育行政の
貧弱さと 、携わる保育士の働 く条件の悪
さが世に知らされた出来事でした。
安田幸美 さんは 年間保 育士として働
き続け、 更に現在は幼児教育 の現場で、
国も進め る新しい保育行政の 真っ只中で
奮闘している人です。
子ども の頃、父は働くこと に労を惜し
まない人 で、畑仕事はもとよ りチャッカ
船で漁を したり、その船で行 商に行った
り生活感 溢れる人でした。し かし、懸命
に働いて も貧しい暮らしが変 わることは
なく、そ んな父と優しい母と 人の子ど
もたちが 肩を寄せ合って生き ていたので
す。歳の 近い三姉妹とちょっ と離れた弟
で、姉妹 はいつも一緒でした 。家の手伝
いも遊びの延長で、その手伝いが楽しかっ
たと彼女は言います。
高校進 学は定時制に行こう と決めて就
職の準備 をしていたのですが 、翻してく
れたのは 小学校の先生でした 。特別奨学
金制度の 話をしてぜひ高校へ と、両親を
説得して くれたのです。そう した後押し
で、天草高校へ進むことになったのです。
高校卒 業後、都会に出たら きっと道が
開けると 信じて大阪で就職。 病院事務の
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