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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
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２４日（火）
［雨天の場合の予備日：10 月 26 日（木）
］
尚、予定通り 10 月 24 日（火）に実施した場合、10 月 26 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 17 日（火）までに
藤原 738-2358、今井 738-2043、岡田 738-4769
古家 738-2644、竹田 738-2174 にお願いします。
以上
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秋のハイキングのご案内

武庫川渓谷廃線跡ハイキング
酷暑も去り、すがすがしい秋の到来となりました。
秋のハイキングを 10 月 30 日（月）に実施します。
景色がよく、高低差のない楽なコースを設定しま
した。1 日のんびりと武庫川渓谷を眺めながら歩こう
ではありませんか。笹部新太郎先生が武田尾駅から現
桜の園に向かう途中のトンネル内で臨時列車に遭遇
（水上勉の櫻守による）したトンネル内も歩きます。
申し込み不要の自由参加です。多数の参加をお待ちし
ています。

トンネル抜けて鉄橋渡り

日 時： １０月３０日（月） １０時～１４時
行 先： 生瀬～武田尾 旧福知山線の廃線跡を歩く
集合時間：午前１０時
集合場所：JR 宝塚線（福知山線）生瀬駅改札口
行 程： 生瀬駅～JR 廃線跡～桜の園（昼食）
～武田尾
約 7km 高低差はほとんどありません。
持ち物： 弁当 飲料水 雨具
武庫川の渓谷
懐中電灯（廃線跡のトンネルを歩くのに必要）
雨天中止：当日朝の NHK の天気予報において、
午前または午後の兵庫南の降水確率が 50％以上で中止します
電車の案内：ときわ台 8：50 発→光風台 8：53 発→川西能勢口 9：14 着 川西池田 9：29 発
→生瀬駅 9:39 着
問い合わせ：後藤 794-1613
藤原 738-2358

[一口メモ]

なまぜ

◆集合場所 「生瀬駅」の歴史

・1898 年(明治 31 年)6 月 阪鶴鉄道が宝塚駅から延伸した際に、その終着駅である有馬口駅とし
て開業。旅客・貨物の取り扱いを開始。
・1899 年(明治 32 年)1 月 阪鶴鉄道が三田駅まで延伸し、途中駅となる。3 月生瀬駅に改称。
・1907 年(明治 40 年)8 月 阪鶴鉄道が国有化され国有鉄道の駅となる。
・1912 年(明治 45 年)3 月 線路名称改定。阪鶴線の福知山駅以南が福知山線に改称。
(JR 宝塚線は愛称です)
・1962 年(昭和 37 年)2 月 貨物の取り扱いを廃止。
・1986 年(昭和 61 年)11 月 電化完成。 ・ 乗車人数 1,864 人/1 日 (降車人数含まず)2015 年
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楽しみましょう♪♪
第９回同窓会茨木との交流会のご案内
《蹴鞠奉納行事見学と雅楽鑑賞》
いよいよ活動の秋の到来です！
恒例になっております同窓会茨木との交流会も今年で９回目を迎えます。今年は茨木の担当です
が下記の通り実施致します。
ご都合のつく方は奮ってご参加ください！
記
とき・所 １１月２３日（木） 阿為神社、茨木神社
集合場所 阪急茨木市駅 中央改札口集合 １０：００
スケジュール
ときわ台駅集合 ８：１０ （ときわ台駅発 8：25 光風台駅発 8：27）
阪急十三駅乗り換えー阪急茨木市駅着 9：43
茨木市駅発 阪急バス 10：20・・・阿為神社着 10：37
蹴鞠奉納行事見学 11：30～12：10
阿為神社発 12：53
阪急茨木市駅着 13：09
昼食懇談会 13：30～14：30 「割烹 片桐」
昼食後徒歩にて茨木神社へ、参拝後、宮司から説明
のち特別に「雅楽の鑑賞」
参加費
交通費
ときわ台～阪急茨木市駅 1,260 円 （往復料金⇒各自支払い）
会 費
２，７００円（食事+乾杯ビール+バス代+宮司お礼）
（当日集金致します、お釣りがございませんように！）
申込先
貝原（738-1900）土井（738-2376）後藤（794-1613）坂本（738-4380）
申込締切り １０月３１日（火）
以上
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“ふれあいのつどい”に参加して
高大３期 九村利則
９月９日（土）第１３回「ふれあいのつどい」が吉川中学校で行われました。
この日は前日までのムシムシした天気から一転、爽やかな秋晴れに恵まれました。我が同窓会から
は例年通りちびっこが喜びそうなジャンボしゃぼん玉、
バルーン、サイコロ作り、はねカエルで出店、体育館で
はひまわり会を中心とした歌体操で参加しました。
今年の歌体操はプログラムにも恵まれたとはいえ大変
なギャラリーでした。サービスでお配りしたタオルの数
から恐らく１００名以上かな・・・と思われます。若い
世代と思われる方も多数おられました。
これも健康志向の高まりへの一環でしょう。田中さん
をはじめとしてひまわり会の皆さん、ほんとうにお疲れ
（チビッコを相手に奮戦中のスタッフ）
様でした。友情出演の男性軍のみなさん、それに歌
詞をスクリーンに投影して下さった中村さん、ご苦
労様でした。
一方、バスケットコート側ではワンサとちびっこ
が押し寄せています。どこの町が少子化や？と思わ
せる位です。そのちびっこにそれぞれ若いお母さん
方が付き添ってシャボン玉、バルーン、サイコロ等
に興じるのですから、それはもう「お祭り」です。
近年、箕面森町方面から若い世代の人たちがたくさん来場してるとされていますが、まさにそう
だと思われます。いずれにしても人が増えるというのはいい事です。ひさしぶりで幼い子供達に囲
まれた楽しい一日でした。
サイコロや、シャボン玉の材料をおおわらわで追加して下さったスタッフの皆さん、ほんとうに
ご苦労様でした。これで「高齢大豊能」の知名度が少しでも上がればな・・・と淡い期待を抱いた
小生でした。

オッチャン！面白いやつを教えて!
オバチャン！もっ

これっ 何に見える？

と飛ばしたいねん
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地域交流

第 5 回東ときわ台小学校
“夕涼み会”に参加して
27 期 正 木 國 博
夏休み終盤に近づいた最後の土曜日、少し暑さも和らいだ 8
月26 日夕刻から第 5回東ときわ台小学校・夕涼み会が開催され、
当会も例年通り
「バルーンとおもちゃ作り」
と称して今井さん、
水谷さんとの３名が参加し、おもちゃ作りは
「クルクルくらげ」
を作りました。
子供たちの出足は鈍く、オープニングの「童夢」の太鼓演奏
時では少し物足りない人数でしたが、その後徐々に増え、
「バル
ーン」や「クルクルくらげ」を始め、他の遊びコーナーの「絵手紙」
「大
シャボン玉」
「ストラックアウト」
「ヨーヨーすくい」なども子供たちで
にぎわっていました。
「バルーン」では例年通り男の子はほとんどが「剣(刀)」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」の「クルクルくらげ」は、あらかじめ作ってある本
体にタコ糸を通し、割りばしに結び付け、風で回しながらソフトな色を
楽しみます。
少しインパクトが弱いかなと思っていましたが、結構喜んでもらえ安
心しました。
遊び時間の最後まで子供たちが集まり、準備した「バルーン」約 100
本、
「クルクルくらげ」50 セットすべてを使いきりました。
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。

-5-

