平成３０年３月
第２２６号
発行責任者 :貝原吉男 豊能郡豊能町ときわ台 5-1-5 (TEL 072-738-1900）

総 会 の ご 案 内
早春の候 例年になく厳しい寒さの冬でしたが、会員の皆さまにはご健勝にお過ごしのことと
存じます。平素は当会の運営にご協力、ご支援をいただき厚くお礼申し上げます。
第２９回高齢者大学同窓会豊能の総会を下記日程で行いますので万障お繰り合わせの上、ご出
席賜りますようご案内方々お願い申し上げます。
この度は総会終了後 講演に代えて皆さまの無病息災を祈る
「獅子舞」を企画しました。お楽しみいただきたいと思います。
その後、懇親会を行いますので最後までご出席くださいますよ
うお願いします。
記
日 時
４月２１日(土) １０：００～１３：３０
場 所
東ときわ台自治会館
総会終了後、獅子舞演技鑑賞 (獅子舞団「獅正」の皆さん)
記念写真
懇親会を行います。(終了 13:30 予定)
※総会案内書、総会議案書等は豊能だより 4 月号と一緒にお届けします。
(3 月 30 日を予定しています)

第 5 回 北大阪地域同窓会交流

グラウンドゴルフ大会のご案内
恒例の北大阪地域同窓会の交流グラウンドゴルフ大会が下記の通り開催されますのでご案内し
ます。
記

日 時
３月１６日(金) スタート 9 時 10 分
場 所
万博記念公園 運動場
参加費
600 円 (当会で負担します。)
申込期限 3 月 7 日(水) ※ 詳細は申込者に直接お伝えします
申込先・問い合わせ
藤原 738-2358 岡田 738-4769 貝原 738-1900
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読者投稿

「戦前、戦中、戦後の歌謡曲
と活動写真など」(2)
26 期 石田三雄

「歌に始まり歌に終わる」
☆囲碁の会：始めての忘年会を“かめたに”で、優勝者と会長の挨拶のあと呑み会に入る。
勝負に拘り、ただもくもくと碁盤に向かう様に 飲み会も と
思いうたう会の会員としてカラオケをやりまっせ！！とマイク
を握った。 何と驚いた事に次々に高段者を始め大半の方が時
間の過ぎるのを忘れ唄いまくる。碁より歌の方が良いと思われ
る方々も？
☆とよのうたう会：
“かりな”で恒例になったしゃぶしゃぶ忘年会で、最新曲が多い中、中古曲（車
ではない）も混え大いに盛り上がり、男女 12 名時間を延長し呑み食い歌って一年を締め括っ
た。
☆歴史の会： “サロン鈴”で「いにしえの曲」雅楽・謡曲・長唄・端唄・新内流し等・・・・
を合唱し、カラオケを楽しみ、良い年を越された様にお聞きした？？
“めでたし ～ めでたし”

「ウィーン・フィルハーモニーのニューイヤーコンサート」
2002 年 世界に誇れる小沢征爾は、ウィーン国立劇場の音楽監督に就
任。
同年ニューイヤーコンサートをウィーン楽友協会大ホール（黄金のホ
ール）で指揮を執る。17 年前に撮ったビデオを取り出し再度鑑賞した。
○恒例のヨハンシュトラウス作曲を主体にウィーンフィル管
弦楽団の精錬されたチームの演奏でのワルツと軽快なポルカのリズムとメロディに酔
い痴れた。（焼酎を片手に不謹慎な！！）
最終曲ラデッキー行進曲のアンコールにこたえ観衆と共に賞賛の大拍手で幕を閉じる。
改めて指揮棒なしの繊細且つ豪快で全身を使った指揮ぶりに感動した。
○ウインナーワルツのリズムに踊る雅やかな装いの男女のバレエは正に芸術作品であっ
た。
○礼服を纏った紳士・淑女の姿勢・行儀作法は大変立派で見習うべき事が多くあり身に
沁みる。
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○荘厳・華麗な建物 黄金のホール そして素晴らしい壁画・彫刻の技術と美人像にう
っとり！！又音響効果を充分に配慮された建築だと聞き感服する。
○美しき青きドナウ川流
域の映像風景と川の
流れに調和した明るく
綺麗な建造物等にも
堪能させられた。

ウィーン楽友会大ホール(黄金の間)

我が国 日本
○きんぴか（大阪オバチャンの金ぴか物ではない）の建造物は金閣寺・銀閣寺・日光
東照宮など多くあり又古代飛鳥時代の
元興寺・法隆寺・興福寺・中尊寺等 そ
れに伴う金堂・三重塔・五重塔と貴重
な文化財が多数ある。美人像ではない
が 国宝 奈良の大仏・鎌倉露座の大
仏は共に世界に誇れる。利用目的の相
異で単に古今・大小の比較は出来ない
と思われる。

右の掛け軸は筆者のお父様が中尊寺貫主故今東光さ
んから受贈された物です。
『
「御恵人」とは子沢山の幸
せ者、いわゆる恵まれた人との意味である』と聞いて
おりますとのこと。(編集者補記)
○知名度の高い 名工「左甚五郎」の係った京都知恩院の“鴬張り”廊下・日光東照
宮の“眠り猫”は卓越した技能・技術によるもので、近代迄 高く評価されている。
江戸初期の彫刻師だが実在したか否かは定かでなく、生没年不詳だとのこと？
傘を忘れたのが有名である。
乗り物の乗降時には特に気を付けているが未だに続いている。彼は私達との共通点
があるのが楽しい。
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○演芸・音楽会の鑑賞で面白い話？
明治時代のことで、劇場開宴中、七輪（カンテキ）を持ち込み芝居見
物の大衆の中、ニンニクを炭火で焼き団扇であおぐ！！
九州は小倉の出来事で、その者の名は「富島松五郎」人呼んで“無法者の 松五郎”
と云ったそうだ。観衆との上を下への大騒動。コンサート鑑賞では考えられない事
であろう。 原作・岩下俊作 昭和 18 年・33 年・38 年・40 年と 4 本に映画化され
た。皆さん良くご存知の通り。
○管弦楽団・楽器・踊り・作曲を纏めた「チンドン屋」はチンチンドンドンの音から
生まれた。
この演芸・音楽団は最近見掛けなくなった。 山田洋次監督の“男はつらいよ”
シリーズの画面で面白・可笑しく出場。鉦・太鼓・三味
線・らっぱ・横笛・クラリネットなど打ち鳴らし、そこ
へ白塗りの顔に頬紅をつけたピエロが登場。パントマイ
ムの手付き足取りも軽く見物人との遣り取りは絶品で
あった。フランスの名優・名手・ジャンルイ・バロー、
マルセル・マルソーも振り返っているだろう。
佐渡おけさ・河内音頭・阿波踊り・・・
我が国伝統の歌い踊る民族舞踊で夏の盆踊りが楽しみだ。

○“軍艦マーチ”は 1900 年軍歌を行進曲に編曲された。若き
頃、パチンコ屋のテーマ音楽を懐かしく想い浮かべた。
ラデッキー将軍も苦笑されてるか。
コンサートとの比較はこの辺で終わり！！
思う儘の無責任で纏まりのない記事ご笑読頂き有難く 謝謝。
中国語は麻雀以外あまり好きじゃないよ。
宜しければ、次回でまた

情

報

「だまされないで!!」

豊能町では「オレオレ詐欺」が多発しています。たんぽぽメールで度々未遂事件発生の連絡が
入ります。豊能警察署によると「警察への届はごく一部で実際にはもっと多くの事案があるので
はないかと心配しています。息子さんから電話があったら、まず落ち着いて話を聞き、おかしい
と思ったら、世間体を気にせず、すぐ豊能警察署 737-1234 に電話してください。日頃から「元
気かい?」と息子さんと電話する機会を持つのが一番です」と話しておられました。(文責:土井)
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読者投稿

南インドに行ってきました
高 1 期 藤原忠嗣
1 月 11 日から 18 日まで 8 日間の日程で、南イ
ンドに行ってきました。インドは１２年前に一度
行っていて、主な世界遺産も回って来たので今回
は南インドというわけです。インド亜大陸は、南
に突き出した逆三角形のような形をしていますが、
今回行ってきたのは一番先っちょの海沿い周辺で
す。
１月１１日午後１時過ぎのエアインディア機で
出発。香港経由（機内待機）で２１時３０分デリ
ー空港着、ホテルには２３時前の到着。これは現
地時間なので日本時間なら午前２時半です。さら
に翌朝は６時発の飛行機ということで、モーニン
グコール３時半、超強行軍です。短い睡眠のあと
ロビーに降りてみると、
「悪いお知らせがあります」
搭乗予定の飛行機が７時間遅れるとのこと。もう
１度部屋に戻って寝ることに。それはそれで「また寝られる」良かった～。
今回の旅行は、ツアーだったのですが参加者は４名だけ。もう１組は毎月海外旅行に行ってい
て１００か国以上という芦屋のカップル。普段は夫婦として暮らしているらしいが、海外はパス
ポートの世界なので、別姓は隠しようがない。芦屋セレブとはいえ、見た目も話し言葉もセレブ
の感じはなく、ときわ台オアシスでうろうろしていそうな人たちではありました。
７時間遅れの国内便で約２時間、チェンナイに到着。インドの都市は昔と呼び名が変わってい
て、昔のボンベイが今はムンバイ、カルカッタはコルカタ、ここチェンナイも昔はマドラスと呼
ばれていたところです。この日は世界遺産の海岸寺院とか、落ちそうで落ちない巨石「クリシュ
ナのバターボール」など見てみたかった観光地もあったのですが、夕方の到着でアウトとなって
しまった。
この時期はデリーでも最高気温は 20 度前後、最低気温は 10 度以下でダウンを着ている人もい
たりしましたが、ここまで南下すると最高気温が 30 度を超える夏気候。ココヤシの木がいっぱい
あって、道端にはバナナの木が生えていたりして南国の風景です。
車での移動は 9 人乗りの小型バス。市内の中心部は地下鉄工事の影響などもあって大渋滞、と
にかくこの国の運転は恐ろしい。
すれすれのところに突っ込んできて、
頭をねじ込んで割り込む。
お互いにしたりされたりを繰り返しているので、阿吽の呼吸というのが出来上がっているのでし
よう。走っている車を見ると圧倒的にスズキが多い。インドではスズキが強いとは聞いていまし
たが、想像以上の強さです。ついでトヨタ、そのほかはホンダ、ヒュンダイ（現代）
、TATA、など。
10 年前に来たときは、
「TATA はインドのトヨタです」と自慢していたが、トラックやバスは別に
して乗用車では劣勢のようだ。
インドの交通事情で紹介しておかなければならないのが
「リキシャ」
。
人力車の力車だと思うが、
日本人だけにわかりやすく言っているのか、現地語化しているのかはわからない。
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１０年前は自転車で引いていたが今はオートリキ
シャ。昔ミゼットというのがあったが、ああいう小
型三輪車の後ろに幌で覆った座席がついている。嵐
山の観光人力車より幅も狭いので２人しか乗れない
と思うが、４人も５人も降りてきて、どんな乗り方
をしていたのだろうと思ったりすることもある。こ
れが町でも村でも非常にたくさん走り回っていて、
渋滞の原因の１つかもしれない。
もう１つは路線バス。
「これは冷房付きのバスです」と
ガイドされたくらいだから、原則冷房はなし。というよ
り窓ガラスがない。転落防止のためか２列のパイプ棒が
付けられていて、囚人護送車のような感じ。どのバスも
人がぎっしり乗っていて、かつ町でも田舎でもバスの数
が多い。インドは人が多いのです。
翌日はまた飛行機に１時間乗ってマドゥライへ。ここ
ではヒンズー寺院「ミナ
クシー寺院」
（写真）とな
んとか宮殿、ガンジー博
物館を見学。ガンジー博物館はあちこちにあって、前に別の博物
館に行ったことがありますが、ここの博物館は暗殺されたとき着
ていた血染めの衣が展示されていました。
この国は８０パーセント以上がヒンズー教徒ですが、ヒンズー
教というのはシバ神を主神とする多神教の宗教。シバ神は創造と
破壊の神とされ、そのシンボルは子供を創造するための営みを表
した形。つまり凸と凹が合わさった形です。お寺によっては巨大
なそれが鎮座していて驚いたりしますが、円形の平べったい形に
抽象化されているので、わいせつ感はありません。シバ神はいく
つもの姿を持つとされ、１つに絞り切れないのでああいうシンボルになるのでしょう。寺は１０
０ｍ置きにあるような小さいのから巨大寺院まで極彩色で派
手なので一目でわかります。
寺に入るときは、
靴を脱げとか、
スマホは良いけどデジカメはダメとかうるさいことを言う。
４日目は、朝からバス移動で約６時間かけて最南端の岬町
カーニャクマリへ。(続く)
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地域交流活動
2
同好会

活動日

ひまわり会

場

所

2 月 5 日(月)

すみれ

2 月 171 日(土)

いきいきデイサービス

〃

2 月 21 日(水)

祥雲館あじさい

〃

内

容

内

容

歌体操

3
同好会
ひまわり会

今後の行事
開 催 日

活動日

場

所

3 月 15 日(木)

いきいきデイサービス

3 月 20 日(火)

すみれ

〃

3 月 26 日(月)

祥雲館 あじさい

〃

歌体操

「同好会活動のお知らせ」もご覧ください。

行 事 名

場

所

3 月 6 日(火)

同窓会豊中との交流会

豊能町・ふれあい広場、
懇親会は「かめたに」

3 月 16 日(金)

第 5 回北大阪地域同窓会交流
グラウンドゴルフ大会

万博記念公園・運動場

4 月 21 日(土) 第 29 回同窓会豊能総会

東ときわ台自治会館

同好会 3 月作品等
「手作り玩具の会」
折り紙で八角形の箱を作ります。
☆どなたでも参加できます。
☆会費 100 円
15cm 角の折り紙をご用意
ください。
問い合わせ 正木 738-2896

-7-

備考
予備日 8 日(木)

議案書・総会出
席票・委任状等
は 4 月号と同時
配布します

同好会活動のお知らせ
同好会名

代表者
TEL

場 所

手作り玩具 正木國博 西公民館
小会議室
の会
738-2896
(1)

実施日

(お問い合わせは各代表者へ)
時 間

備

考

3月

4月

19(月)

16(月)

9:30
～
11:30

3月作品: 折り紙で八角形の箱を作ります

5(月)
木工室
16(金)
美術室

2(月)
木工室
20(金)
美術室

12:30
～
17:00

3月11日(日)には、MCS囲碁クラブとの交流戦
を行います。春に向けて会員一同張り切ってい
ます。新会員、いつでも歓迎です。一度覗いて
ください。
３月は豊能町に関係のある歴史上の人物シリー
ズ「親鸞聖人」の勉強会をサロンで行います。
お時間のある方は是非ご参加ください。（第２金）
参加費は500円（コーヒー、菓子、カラオケ付き）

囲碁の会

香川忠輝
西公民館
738-1073

歴史の会

古寺忠夫
サロン鈴
738-6069

9日(金)

17(火)

13:00
～
16:00

パソコン・デ 中村 亨 西公民館
ジカメクラブ 738-3021 視聴覚室

8(木)

12(木)

18:00
～
21:00

西公民館
今井絹代
小会議室
738-2043
(1)

16(金)

20(金)

9:30
～
可愛いお雛様と鯉のぼりを作ります。
12:00

ひまわり会 田中久美子
西公民館
(歌体操)
734-1705

お休み

18(水)

10:00 3 月はお休みします。
～ みんな楽しく身体を動かして、体力つくり
12:00 です。

「かりな」
コープ新光
風台店内

22(木)

26(木)

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。

谷 啓子 西公民館
737-0303

14(水)

11(水)

13:00
～
16:00

彩りの会

とよのうたう 平田敦子
738-7547
会
豊能語り部
の会

ペタンク
クラブ

竹田登喜勇 ふれあい
738-2174
広場

G・Gクラブ

藤原忠嗣 ふれあい
広場
738-2358

毎週

毎週

日・水・金

日・水・金

※8(木)

12(木)

22(木)

26(木)

それぞれのレベルに合わせ懇切丁寧に指導。
画像教室を始めました！

「ういろ売り」と「松山鏡」のプリントを
持って来て下さい。滑舌や朗読の練習をし
ます。

フランス生まれのおしゃれな競技スポーツ、
ペタンクは子供も大人も年齢に関係なく、
9:30 気持ち良い青空の下で、あなたも始めません
～
11:30 か？ 運動しやすい服装で!! ペタンク球は
クラブで準備します。体験されるときは連絡
ください。
初めての方、ご一緒にプレーしませんか。
13:00 道具は当方で用意します。
～
15:00

※G・G クラブ 3 月 6 日(火)雨の場合は、8 日が交流会になりますので例会は中止します。
編集後記
厳しい寒さの冬でしたが、二月堂のお水取りを迎え
やっと春が来ました。庭の梅も膨らみはじめています。
大きく背伸びしたい気分です。
オレオレ詐欺が多発しています。ご注意ください!!
春の日差しを感じながら 3 月号をお届けします。
原稿は土井一実 メールアドレス dok.riki@iris.eonet.ne.jp
☎・Fax 738-2376 又は、お近くの地区幹事までご連絡ください。
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3 月の花 ハクモクレン

