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連協「第９回文化祭」
のご案内
連協文化祭が下記の通り開催されますので、会員の皆様の作品を募集します。
多くの皆様のご出展をお願いいたします。
搬入搬出につきましては追って連絡させていただきます。
記

日
時 平成２９年２月２４日（金）～２５日（土）
場
所 吹田市文化会館 メイシアター
作品募集 絵画（油絵・水彩等）
、写真、陶芸、手芸、刺繍、書、工芸、俳句、川柳、
その他
申 込 先 絵画→岡田（738-4769）、写真→中村（738-3021）
手芸・刺繍→村上トム子（738-4895）
陶芸・書・工芸・俳句・川柳・その他→九村（738-4751）
※作品種別、作品名、大きさなどもお知らせください。
申込締切 １２月２８日（水）までにお願いいたします。

昨年度の展示風景（一部）

新年会のお知らせ(予告)
早いもので新年会のお知らせをする時期となりました。ぜひご予定に組み入れておいてくださ
いますようお願いします。

日 時 ２９年１月７日(土)
詳細は 12 月号でお知らせします。
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同窓会豊能秋のハイキング

同窓会豊能秋のハイキングを１１月２９日（火）に実施します。今回は、
伊丹市街を散策するまちあるきです。同窓会のメンバーも平均年齢が年々
上がっていて、山歩きなどは敬遠されるようになってきました。そこで街歩きとしましたが、あ
いにく火曜日はボランティアガイドがお休み、加えて小西酒造の酒蔵見学をもくろんでいたので
すが、残念ながら１１月はすべて満了ということで、予約がとれませんでした。まあゆっくりと
伊丹の街歩きを楽しみましょう。
＜日 時＞ １１月２９日（火） 雨天中止
＜集 合＞ ＪＲ伊丹駅改札口 午前１０時
＊能勢電ときわ台駅９：１４発（光風台駅９：１６）
＜コース＞ 有岡城跡～荒村寺～本泉寺～墨染寺～猪名野神社＝昼食（弁当）
～みやのまえ文化の郷～ＪＲ伊丹駅・解散
＜中止判断＞ 当日７時前のＮＨＫ天気予報で、兵庫県南部・午前中の降水確
率が４０％以上の時は中止します。
＊申し込み不要、当日集合
問い合わせ 後藤（794-1613） 今井（738-2043） 藤原（738-2358）

同窓会茨木との交流会に参加
28 期 水谷 嘉明
天候に恵まれた 10 月 14 日(金)、３月に雨天で中止になった「同窓会茨木との交流会」に参加。
能勢町倉垣の山の中腹にある日蓮宗七面山七寶寺(1969 年に本堂建立、1997 年に摂津大仏開眼・
ゆ う せ ん じ

10 ㍍)と、檀家を有しない古刹のお寺日蓮宗涌泉寺(1629 年開創、人形供養の寺)を 40 名（同窓会
茨木 18 名、同窓会豊能 22 名）で訪れ、地元能勢の歴史に触れました。
当日は、妙見口駅に 9 時 30 分集合し、9 時 47 分のバスに乗車。間に合わなかった数名がタク
シーで追いかけてくると言うハプニングがありました。平日は、乗客が殆どいない乗合バスが超
満員で出発。いっぺんに車内が賑やかになる。10 時 30 分に七面口に着き歩き出す。涌泉寺を過
ぎると緩やかな道が長い急勾配の坂道になり、途中には立ち止まるとバックしそうな道や階段を
ハーハー・ゼーゼー言いながら登って行く。
「この道いつまで続くんや、山登りや、話と違うで」
の声がある一方、声も出ずひ
たすら歩いている人も。石仏
を見ながら急勾配の坂道を登
ると本堂。お参りの後、涅槃
像(2000 年開眼)、十一面観世
音菩薩像(30 ㍍、
2002 年開眼)、
表情豊かな五百羅漢(1～500
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の番号が付いた)などを見て回る。修行の山とのことだが、こんな高い場所(海抜 350 ㍍)に、何故
大小様々な多くの仏像が作られたのか不思議に思いつつ圧倒される。
その後、涌泉寺本堂で資料をいただき住職の法話を聞く。涌泉寺は法華改宗され現在地に移さ
れたとのこと。古くは牛馬の病難を除く「牛堂さん」と呼ばれ、親しまれ信仰されてきたとのこ
と。住職の流暢な語りに、急な坂道を歩いた疲れからか、あちらこちらでコックリ・コックリ。
凡人ゆえの行い、住職ゴメンナサイ。

帰路は迎えに来てくれたバスに乗車し、昼食会場のかめたにときわ台店に。遅めの昼食は 13
時 30 分スタート。まず貝原会長のあいさつ、同窓会茨木の奈良さんの乾杯音頭で始まりました。
歩いた後のビールの美味しかったこと。束の間の昼食会でしたが、楽しいひと時を過ごし、14 時
30 分に再会を約束して終わりました。
何はともあれ、ワイワイ・ガヤガヤと一
日楽しく過ごさせてもらった交流会。次回
は茨木さんが担当。楽しい企画をしていた
だけることを楽しみにしています。
同窓会茨木の皆さん、遠路お越しいただ
き有難うございました。今後とも宜しくお
願いします。
参加された皆さん、お疲れさまでした。
最後に、貝原会長をはじめお世話頂いた
皆さんに感謝・感謝です。
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地域交流活動

小学生と楽しむ時間
囲碁の会 新島 康平
東ときわ台小学校の「わくわく DOYO 9 月」に囲碁の会から 4 名がボランティアで参加、小学生
たちと楽しい時間を過ごしました。
１．日
時
9 月 24 日（土） ９：３０～１１：３０
当日のテーマ
囲碁・将棋・体育館遊び
場
所
囲碁は１.６学習室 将棋は図工室
２．8 月に同校コーディネーターの丸尾様から 9 月行事への協力要請があり、囲碁と将棋を担当
することになり、事前の打合せを経て囲碁・将棋に各 2 名、計 4 名で協力することになりまし
た。
３．当日は約 50 名の小学生や保護者が参加し、予め学校の方で囲
碁か将棋の希望を聞いて組み分けをしていただきました。
また、
それぞれを 2 回に分けて行うので短い時間を如何にうまく使う
か、どうすれば子ども達に楽しんでもらえるかを思案しました。
用意していた初心者向けの問題を黒板に貼っておくと、自分
達で考えて回答を導く子、低学年及び初心者向けにゲームの進
め方や簡単な遊び方を教えるとすぐに慣れて旨くできるように
なり家で家族とやってみるという子、そして自分達で対局でき
私達の手順のアドバイスに感心する子等、あっという間に終了
時間となりました。
小学生の皆さんに少しでも囲碁と将棋の楽しさが分かってもらえれば、と私達も童心に返っ
て、昔の遊びを思い出しながら頑張りました。
４．参加者には、囲碁と将棋の初心者向けパンフレットを全員に配布し、これからも関心を持ち
続けて欲しいと思いました。

地域交流活動

第 3 回囲碁交流会 開催
囲碁の会 新島 康平
囲碁の会では、MCS 囲碁クラブとの第 3 回交流会を 10 月 2 日（日）に西公民館で開催しました。
今回も双方の囲碁メンバーの多数の方が参加され会場は開会前から熱気が溢れ
終始盛り上がった交流会となりました。
昨年 10 月から始まったこの交流会も今年 3 月に第 2 回を行い、今回は第 3 回目
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の開催となりました。団体戦のこれまでの成績は「囲碁の会」の 1 分け 1 敗でしたが、今回は「囲
碁の会」が勝運に恵まれ 7 勝 4 敗の好成績をあげることが出来ました。これで対戦成績はタイス
コアとなりました。
団体戦の後は自由対局となり普段対局していない方々との手合わせを楽しむことができ、大い
に親睦を深めた交流会となりました。
閉会に当って MCS 囲碁クラブの富岡幹事さんから「次回は来年 3 月に開催予定」と、しめくく
りの挨拶があり、散会となりました。
今回ご参加いただいた方々に厚くお礼申し上げます。

同好会訪問

ペタンククラブ
ペタンククラブさんは毎週、日・水・金の 3 回が練習日となっている。同好会の中では突出し
て練習日が多い。考えようによっては参加しやすいのかもしれない。16 日(日)晴天、赤とんぼが
飛ぶふれあい広場の藤棚のある一角で、11 人の皆さんが二手に分かれて練習をしておられました。
その中には、
「体験」に来られた方があったようです。
毎回 9:30～11:30 の 2 時間の練習です。ペタンク競技は初めて見ましたが、性別、体力、年齢
にあまり関係なく誰でもが楽しめそうで、カーリングによく似たスポーツでした。最後の一球ま
で勝敗はわからず気が抜けません。
静かでしたが皆さん気合を入れて真剣に投げておられました。
対戦方式はトリプルス、ダブルス、シングルスの 3 つがあります。
(ビュットまでどちらが近いか
スケールで測っています)

ビュット
野球のボールと同じくらいの大きさの金属製のボールをビュット(目標球・3cm)に限りなく近づ
け得点を争うゲームです。
見ていると 簡単そうですが知恵と戦略に富んだなかなかスリリングな
スポーツだと思いました。
土井一実記
即席川柳
雑草の 発芽の確率 抜群だ
塩見 武
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