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高齢大同窓会豊能

グラウンド・ゴルフ親睦大会開催 ご案内
高齢大同窓会豊能 同好会 Ｇ・Ｇクラブ
今年も秋季グラウンド・ゴルフ大会の開催時期となりました。
同窓会豊能の皆さんの親睦を深め、グラウンド・ゴルフを楽しみ、また健康保持・増進に！ お
誘い合わせの上ご参加ください。
初めての方も歓迎します。用具をお持ちでない方は準備しますので参加申し込み時にお申し付
けください。
ルールを守りお互いに気持ちよく楽しくプレーしましょう！
「他のプレーヤーのボールにあたった時」の処置
プレーヤーは打ったボールが他のプレーヤーのボールに当たった時はそのままボールの止まっ
た位置からプレーを続ける。当てられたプレーヤーのボールは元のあった位置にボールを戻さ
なければなりません。
開催日：１０月２５日（火）
［雨天の場合の予備日：１０月２７日（木）
］
尚、予定通り１０月２５日（火）に実施した場合、１０月２７日（木）は
通常の例会日となります。
場 所 ：ふれあい広場
参加費 ：５００円
受 付 ：１２時４０分～
競技開始：１３時００分～（会長挨拶、ルール説明他）
競 技 ：２ラウンド個人戦
終 了 ：１５時００分頃の予定
申込締め切り：１０月１８日（火）までに
藤原 738-2358、辻本 738-5048、岡田 738-4769
古家 738-2644、竹田 738-2174
にお願いします。
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「ふれあいのつどい」が開催されました
高１ 岡田忠弘
９月１０日、恒例の、子供たち中心のふれあいの場「ふれあいのつどい」
（第１２回）が、吉川
中学校を会場に開催されました。暦は既に秋。少々暑さが残るものの、よい天気に恵まれ何より
の日和でした。体育館でのイベント、焼きそば・たこ焼きなどの模擬店、バザー、アイマスク体
験、朗読体験などなど、朝早くから担当の方々、喧騒の中にも華やいだ雰囲気で準備に忙しく立
ち回っていて、いやがうえにも臨場感が盛り上がる。１０時のオープンもなんのその、会場は時
間前から待ちきれない子供たちの歓声に包まれました。
わが同窓会豊能は、体育館で歌体操出演、シャボン玉、
跳ね蛙、サイコロキュービック、バルーンなどの手作り玩
具で参加しました。
歌体操。ひまわり会を中心に強力？な男性陣など多数の
会員が参加しました。演目は懐かしい「湯島の白梅」、震災
復興の「花が咲く」、締めくくりには元気の出る「数え歌体
操」の３曲。１００人余の観客の方々全員にカラフルなタ
スキを配り、それを駆使して、会場一体となって、リズムに乗った踊りが繰り広げられ、終わり
には盛大な拍手をいただきました。
シャボン玉。綺麗な虹色の玉が空に舞う。我がコーナ
ーのシャボン玉は大きいのが特徴で、みんな特大の玉に
びっくり。幼児から小学生まで大勢がつめかけ、簡単に
作れるので（原液はノウハウがあり簡単ではない！）
、ワ
ァーすごい、見て見て、と大喜びでした。
跳ね蛙。子供たち特に女の子は本当に色塗りが好き。
発想が自由で思いもよらないような色合いの蛙が生まれ
る。時間をかけて一心に塗っていく。出来上がって、見
事に高く跳ねると、ヤッターと叫び、一緒に拍手する。
サイコロキュービック。小学５年生という男の子２人、
手早くサイコロを仕上げると、一人が「勝負しよう！俺
には勝てないよ」もう一人が「そんなことない！」ヨー
イスタート、先の子は豪語するだけあってあっという間
に色を変え、圧勝。大したもの。丸いシールを貼るのが
面白いらしく、このコーナーも人気。頭の体操になる、
と作って持ち帰る年
配の方もいました。
バルーン。うさぎ、プードル、花、剣、アンパンマンなど
風船でいろんなものが作れることに興味津々で、担当者の鮮
やかな手つきに見入る子、自分で挑戦する子もいて、順番待
ちの長い列ができるほどでした。出来上がったものを手にか
ざして、満足そうに帰る子供たちの顔が印象的でした。
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今年も同窓会豊能のコーナーは大勢の子供たちで賑わいました。真剣な眼差し、屈託のない可
愛い笑顔の子供たちを見ていると、何十年前かに遡った気分になり、いいふれあいの場であった
と思います。

第 4 回 夕涼み会に参加して
27 期 正 木 國 博
夏休み最後の土曜日、8 月 27 日に第 4 回東ときわ台小学校・夕涼み会が開催され、昨年に続き
当会も「バルーンとおもちゃ作り」で 4 名が参加し、また、他の遊びコーナーでは「松ぼっくり
アート」
「大シャボン玉」
「ストラックアウト」
「ヨーヨーすくい」などで各団体が参加しました。
開始時は時折の強い風で「バルーン」が飛ばされ、芝生の葉で切れる
らしく方々で「パーン、パン」と割れる音が聞こえ、どうなることかと
心配したが徐々に風もおさまり、男の子はほとんどが「剣」を、女の子
は「花のブレスレット」などをリクエストし楽しんでくれました。
「おもちゃ作り」は「サンダーバード」でし
たが、子供たちに予め作った本体と竹串、タコ
糸を渡し、本体に着色したりシールを張り付けて完成させます。出来上
がりを回して「うなり音」が出ると歓声を上げ人気がありました。一方
で激しく回しすぎて本体の振動板がちぎれたり、竹串先端のゴムストッ
パーが飛んだり、竹ぐしが折れるなど予期せぬトラブルが発生し少し戸
惑いましたが、子供の行動を知る良い勉強になりました。
夏休み最後の土曜日で出かけている子供も多いのか、最終的にも昨年
より参加者は少なかったですが、準備したバルーン約 100 本、サンダーバード 50 セットすべてを
使いきりました。

太鼓集団「童夢」の演奏から始まり、遊びの後のおやつタイム、キャンドルツリーを囲み皆で歌、
最後は主に子供たち（小、中、高校生）が作ったプロジェクション・マッピングに感心しながら、
宵のひと時を子供たちと楽しく過ごしました。
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読者投稿

第６３回日曜画家展

《テーマ大賞》 受賞
21 期(浪華家ごい志こと）原田裕亘
８月３１日早朝、
「トロロロ・・・トロロロ・・・」電話のベルで目が覚めた。８月に入り２５
日も猛暑日が続く――。昨夜も寝苦しかった。
「ハラダさ～ん、オメデトウ」
「ええ？・・・」「テーマ大賞―。毎日新聞に載ってるョ」
「アア・・アリガトウ」やっと目が覚めた。けれども頭は廻っていない。
そろそろボケかな？・・・・・。一瞬、定年退職時の会社の医者（テニス部部長でもあった）の
言葉が頭をよぎった。
「原田！これからは絵をやれ。
」
「ええ？・・・」「絵はボケても描ける。
」
その日 1 日中、多方面の方々からお祝いの電話をいただいた。驚いたことに能勢電鉄の役員よ
り、
「新聞記載のホームページで知り、昔、田舎で見られた景色で旅愁を感じました。作品をプッ
トアウトしたのでお届けします。
」
かねてより、絵と歌は生涯の友と思っていたので本当によかった――。
謝々
記
１、主 催
日曜画家協会
１、会 場
京都市美術館別館（岡崎公園）
１、後 援
毎日新聞社・大阪府・大阪市・大阪市教育委員会・京都市・京都市教育委員会
１、出品数
６０１点
１、大 賞
テーマ大賞「立杭焼の登り窯」
（今年のテーマ・田舎の風景）
（他に自由部門の「個人大賞」と「団体大賞」が有り）
１、 会 期 ８月３１日（水）から９月４日（日）まで

☆大賞受賞おめでとうございます。お祝い申し上げます
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読者投稿

川

柳
19 期

小林泰一

開票見ず あまた当確 出る不思議
歯の疼く もぐらたたきの 右左
おわら呼ぶ 小鮎指先 雪駄の音
レンズの先 見上げる枝に 青葉梟
時を超え 微笑みに逢う Ｏ・Ｂ会
賑やかや 「九」「六」「巨泉」 千の風

読者投稿

俳

句
21 期 中村 亨

賜りし 一期一会や 月今宵
穏やかに 世を過ごされて 鰯雲
朝顔や 海より深き 藍の底
眠たげに 色づきそめし 酔芙蓉
毬栗の お勝手屋根に どんと落つ
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Ｇ・Ｇ（グラウンド・ゴルフ）クラブ
からのお知らせ
同好会 Ｇ・Ｇクラブ
☆会員のご寄付により新しい用具を購入しました！
☆例会実施日を毎月２回とします！
☆新しい方の入会大歓迎！

ホールポスト１～８

スタートマット１～８

☆新しい用具を購入
会員のご寄付により、新しい用具（ホールポスト・スタートマット）を購入しました。
これにより、８ホールの標準コースでプレーができます。
（今までは４ホール）
ご寄付をいただいた会員の方ありがとうございました。
☆例会は毎月２回実施
新しい用具を有効に活用するため、例会日を毎月２回、第２木曜と第４木曜とします。
（今までは月１回、第４木曜）
当面の日程 １０月１３日（木）
・２７日（木）
、１１月１０日（木）
・２４日（木）
１２月８日（木）
・２２日（木）
場所と時間は今まで通りです。
場所：ふれあい広場
時間：１３：００～１５：００
☆新入会大歓迎
経験のある方、全く初めての方、どなたでも入会大歓迎です。
グラウンド・ゴルフはルールが簡単で、女性、男性だれでも手軽に楽しむことができます。
適度に歩いて、健康維持にうってつけのスポーツです。
先ずは見学体験だけでも、いつでも気軽に会場へ直接お越しください。
会費：例会参加の都度 １００円
入会金５００円（入会時１回のみ）
用具（クラブ、ボール）
：お持ちでない方はこちらで準備します。
お問合せ：藤原 738-2358 辻本 738-5048 岡田 738-4769
古家 738-2644 竹田 738-2174

☆グラウンド・ゴルフ親睦大会
毎年、春と秋に行います。
今年の秋は１０月２５日（火）に行います。
詳細は本号の開催案内をご覧ください。
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ひまわり会活動報告
日 時
場 所
活動者
参加者

９月１２日(月) １４:００～１５:００
たんぽぽの家
田中(久)さん、丸田さん、宮川さん３人
２１人

「赤とんぼ」の合唱でスタート。常に参加者の表
情、態度を見ながらのリードに淀みがない。歌体操
や小道具を持っての合唱もあり、参加者も自然と、
リラックスして全体が楽しい雰囲気となり盛
り上がる。頃合いを見てダブルコーラスに挑
戦。双方から元気の良い声が響きわたる。あ
っという間の 1 時間。
終わりに田中さんが
「リ
クエストはありませんか?」と問うと SMAP の
「世界に一つだけの花」との要望。参加者 3
人が登場し、手振りを交えての熱演。嬉しい
光景を見た。感動。
スタッフのみなさんの包容力に安心感と気
持ちの高揚が現れたのでしょう。
田中さん宿題が増えましたね。皆さんお疲れさまでした。次回が楽しみです。
編集委員 土井一実 記

[

]
同好会

豊能語り部の会
ひまわり会

活動日

場 所

内 容

9 月 7 日(水)

祥雲館

童話の朗読、

9 月 12 日(月)

たんぽぽの家

歌体操

9 月 15 日(木)

いきいきデイサービス

歌体操

9 月 19 日(月)

祥雲館あじさい

歌体操

《地域交流活動１０月の予定》
同好会

活動日

場

所

内

容

囲碁の会

10 月 2 日(日)

西公民館

MCS 囲碁クラブとの交流会

豊能語り部の会

10 月 5 日(水)

祥雲館

童話の朗読

10 月 4 日(火)

いきいきデイサービス

歌体操

10 月 12 日(水)

祥雲館あじさい

歌体操

10 月 17 日(月)

東ときわ台ふれあいサロン

歌体操

10 月 20 日(木)

たんぽぽの家

歌体操

ひまわり会
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今後の行事
「同好会活動のお知らせ」もご覧ください。
催 日

行 事 名

場

所

備考

10 月 14 日(金)

同窓会茨木との交流
会

能勢七面山七寶寺
涌泉寺

10 月 25 日(火)

秋のグラウンド・ゴル
フ大会

ふれあい広場

詳細は 1ページをご覧く
ださい。

11 月 10 日(木)

連協第 2 回教養講座

豊中市福祉会館
午後は豊中探訪

別紙チラシご覧くださ
い

秋のハイキング

伊丹散策

詳細は 11 月号に掲載

11 月 29 日(火)

集合 9:30 妙見口駅前

手作り玩具の会
【１０月作品の案内】
ポンポコ狸

ピエロの鉄棒
ストローの回
転でピエロが
鉄棒します

中心の竹ひごの上
下で「はら鼓」を
打ちます

◆会員でなくても今回の参加だけでもＯＫです。
◆参加費 １００円 会場等は 10 ページの「同好会活動のお知らせ」をご覧ください。
◆材料準備の都合がありますので事前ご連絡下さい。正木國博 ７３８－２８９６

「れんきょうＮＥＷＳ１２号」をご覧ください。(9 ページ)
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同好会活動のお知らせ
実施日

代表者
TEL

場 所

手作り玩具
の会

正木國博
738-2896

西公民館
小会議室
(2)

囲碁の会

新島康平
738-1874

3(月)
7(月)
西公民館 木工室 木工室
21(金) 18(金)
美術室 美術室

古寺忠夫
738-6069

能勢七面山

歴史の会

パソコン・デ
ジカメクラブ

中村 亨
738-3021

西公民館
視聴覚室

彩りの会

岡田 緑
738-4769

西公民館

同好会名

ひまわり会
(歌体操)

豊能語り部
の会
ペタンク
クラブ
G・Gクラブ
(注)

11月

17(月)

21(月)

14(金)

13(木)

21(金)

「かりな」
コープ新光
風台店内

谷 啓子
737-0303

西公民館
小会議室
(1)

竹田登喜勇
738-2174

ふれあい
広場

藤原忠嗣
738-2358

ふれあい
広場

19(水)

10月は同窓会茨木との交流会に参加します。
妙見口
11月26日(土)に開催される「図書館オトナの
9:30集合
大学」の準備を行います。

18(金)

10(木)

毎週

(2)

16(水)

9/10 のイベントにはご声援ありがとう
10:00 ございました。毎月、楽しい時間を過ご
～
12:00 しております。元気いっぱい一緒に身体
を動かしてみませんか。
17:30 「支所前17:09発」の新光風台循環バスで
～ 「シートス前』下車。徒歩1分。新曲派、
20:30
懐メロ派大歓迎。

9:30
9(水) ～
12:00

9月にも新しく入会の方があり、嬉しく思
います。声を出すことは、口の周りや舌
の筋肉を強化して食べ物を飲み込む力も
高めます。みんなで楽しく朗読しましょう

9:30
～
11:30

ペタンクは何処でも、だれでも気軽に楽し
めます。健康保持増進に !
運動しやすい服装で体験に来てください。

毎週

日・水・金 日・水・金

13(木)
27(木)

18:00
それぞれのレベをルに合わせ懇切丁寧に指導。
～
画像教室を始めました！
21:00
9:30 牛乳パックで美しい絵葉書やしおり作りを
～ 楽しみたいと思います。
12:00 どなたさまでもお気軽にご参加ください。

18(金)

27(木) 24(木)

12(水)

考

9:30
～
10月作品: ぽんぽこ狸、ピエロの鉄棒
12:00

小会議室 小会議室

(2)

備

①ＭＣＳ囲碁クラブとの第3回交流会を
12:30
10月2日(日)に開催。
～
②第11回親睦囲碁大会を11月7日(月)から
17:00
12月16日(金)までの例会日、4日間で開催

涌泉寺

田中久美子
西公民館
734-1705

とよのうたう
会

時 間

10月

13:00 初めての方、ご一緒にプレーしませんか。
～ 道具は当方で用意します。簡単です。
15:00 楽しいですよ。

10(木)
24(木)

(注)G・G クラブは１０月から、例会日を第 2 木曜と第 4 木曜の毎月 2 回とします。
編集後記
秋晴れの候となりました。まもなく山が色づき始めます。
いつも原稿集めで悩んでいます。写真(簡単な説明文付き)、
体験談、旅のお話、短歌、俳句、川柳、なぞなぞ等字数は
問いません。匿名も OK です。ご協力お願いします。
秋の日差しの下、10 月号をお届けします。
10 月の花 金木犀

原稿は 土井一実
メールアドレス dok.riki@iris.eonet.ne.jp
又は、お近くの地区幹事までご連絡ください。

☎・Fax 738-2376
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