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平成３1年１月 

 

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）       

      

   

新年おめでとうございます 

今年もよろしくお願いいたします 

                                      

 

会長  貝 原 吉 男 

 皆様お元気で明るい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

日頃より同窓会の運営に種々ご協力、ご支援を頂き有り難くお礼申し上げます。 

さて、本年は平成から、4月に公表される新元号へ移り変わる最後の新年です。 我が同窓会も 

本年 6月には創立２９年を迎えることになりました。これも偏に皆様方のおかげと重ねてお礼申し

上げます。 

昨年の末に発表されました「今年の漢字」は「災」でした。東日本や大阪北部等の地震、津波等

による被害は未だにその爪痕を残しておりますが、本年は 2020 年東京オリンピック、2025年大阪

万博へ向けての輝かしい、まさしく「災い転じて福と為す」年の始まりでもあります。一方、同窓

会組織も現高大校友会の分裂により、昨年の中頃から大阪府内の 15 地域が北摂 7 地区とそれ以外

8 地区に分かれ活動することになりましたが、我々豊能同窓会は北摂地区の有力メンバーとして従

来通り「会員による会員の為の」活動を目指して活動をいたしております。 

しかしながら、会員の減少には各地区同窓会ともその対策には苦慮しており、新入会員の募集に

注力しております。幸いにも ONCC（大阪府北部コミュ二ティカレッジ）からは北摂各地区同窓会に

対して、同窓会員の加入募集にはできる限りの協力をする旨の声をかけていただいておりますが、

個人情報の保護の観点から受講生の詳しい情報が入手出来ずその活動も思うに任せません。受講生

の卒業の日まで引き続き勧誘を進めて参りますが、一番効果があるのは現会員からのお勧めだと言

うことは各地区同窓会の一致した意見です。 

会員の皆様方にお知り合いの方がいらっしゃいましたら是非お声かけをお願いいたします。 

 

そのためにも、皆さんが明るく、楽しく有意義だと思っていただける会を作り上げる必要がある

と思います。昨年は、豊能だよりにも掲載されておりますとおり、「ひまわり会」（歌体操 田中久

美子 代表）によります地域福祉活動や、囲碁の会（香川忠輝 代表）、ペタンククラブ（竹田登喜

勇 代表）による地域での交流戦での素晴らしい成果等、10の同窓会による活発な活動は今年も引

き続きされるものと拝察いたしております。 

 同窓会豊能の行事も「青春 18 きっぷの旅」など多くの方のご参加で順調に実施されております

が、より一層皆様に楽しく参加いただけるよう計画したいと思っております。 

 役員一同、本年も皆様方が健康で明るく楽しい年を過ごされるよう祈念し、会の運営につきまし

て引き続きご支援、ご参加頂きますようお願い申し上げます。 

 

第２３６号 
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  第１０回 

 連協文化祭 
 

第１０回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いたします。 

多くの皆様の出展をお待ちしています。 

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 ３月１日（金） １０時００分～１６時３０分 （予定） 

 会  場 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 ⇒ 今井（絹）（738-2043） 

       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 １月３１日（木）までにお願いいたします。 

  

 

                   

 

     歴史の会恒例 新春 干支神社巡り  
                                    

歴史の会 

今年は平成最後の新年です。皆様方それぞれに輝かしい新年をお迎えのことと存じます。 

さて、恒例の「干支神社巡り」を下記要領にて行います。お時間が許せば是非ご参加ください。

ともに新年を寿ぎたいと思います。 

記 

時・所  1月 14日（月）成人の日 京都御所・護王神社（足腰の守護神）・御金神社ほか 

集 合  能勢電ときわ台駅 9：00（9：15ときわ台発 9：17光風台発） 

スケジュール 

阪急 烏丸駅→地下鉄 丸太町駅→御所→護王神社→昼食→御金神社→京都国立博物館 

阪急川能勢口駅にて解散（18：00頃の予定） 

費 用  交通費・昼食代は各自払い、他の入場料は不要 

     京都国立博物館は 70歳以上無料（証明書類 要） 

       京博特別展―お正月亥づくし・中国陶磁展 

申 込  不要、集合時間参集者で出発 

  当日は成人の日です、人出は多いと思われます、若人の気も吸収しましょう！    

出展作品募集！ 

https://www.illust-box.jp/sozai/71408/
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   《 秋のハイキング》 

 

   
                                   高大３ 藤原優美 

 昨夜の雨も上がり晴天で暖かい日になった１１月２９日（木）、男性５名、女性７名

で「歩かないハイキング」に行ってきました。遅い出発でもあり、長岡天神駅到着

後は、すぐ昼食。駅前の小さなうどん屋さんに入り、安上がりの日替わり定食を

頂き、長岡天満宮へ。 

「今が見ごろ」と書かれた看板を見ながら、ゆっくりと中へ進む。赤や黄色の中に、

グリーンが残った紅葉は、やはりとても美しくこの時期ならではの“日本の美”を堪能しました。 

加えて、これが平成最後の紅葉狩りになるなぁ～と思うと、感慨ひとしおでしたが、これは私だ

けでしょうか？ 

ただ昼食で入ったうどん屋さんで、結構時間がとられゆっくりと散策できなかったのが、残念で

した。というのも、こじんまりしたお店だったので、注文してから出てくるまでメチャ時間がかか

ったからです・・・。 

その後、時間を気にしながらサントリービール工場まで歩いたのですが、これが今回のハイキン

グコースだったようです。長岡天神駅から西山天王山駅という新駅まで、ちょうど一駅ほど歩いた

ことになります。まあ、これくらいでちょうどいいかも？と。 

あとは、皆さんご存知の通りあまり聞きたくもない？聞き飽きた？ビール製造過程の説明と、工

場見学が７０分もありました。そして、やっとやっと試飲会場へ。 

本格まろやか泡立ちの出来立てビール三種を飲み比べ、味の違いを実感。おつまみが、もう少し

欲しかったかなと、勝手な思いもありましたが。普段、我が家では冷蔵庫には発泡酒しか入ってお

らず、それなりの贅沢感で頂きました（笑） 

ほろ酔い気分で、西山天王駅までシャトルバスで戻り、ここで解散。皆さまお疲れ様でした！ 

 余談ですが、我々はその後、難波での雑用を済ませ、孫らへのクリスマスプレゼントを探すべく

ヨドバシカメラへ。しかしながら、いっぱいありすぎてウロウロし、ここで、「歩かないハイキン

グ」以上に歩いた気がします。ビール腹で歩いたせいもあり、どっと疲れ「年」を感じつつ帰宅の

途につきました。 

               

  

http://illustk.com/1577/
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   豊能町ＰＴＡ交流会 

「紙ヒコウキ大会＆クイズ大会」に参加して 
                                   27期 正木國博 

 

 12月 8日(土)、シートスで「ＰＴＡ交流会・紙ヒコウキ大会＆ク

イズ大会」が開催されました。 

 当日は同窓会役員会と重なり、ヒコウキの折り方指導に会員 5名

と例年より少なくなりましたが、それぞれ自宅で練習し「２０個以

上は作ったよ」と言いながら参加しました。 

 また、事前に PTA役員の皆さんもヒコウキの折り方講習をしてい

たので指導に参加して頂きました。 

 

 当日は少し寒い朝でしたが、徐々に幼児、児童や保護者の皆さん約 130名が広いアリーナに集

まり、10時からの大会スタートまでの間、子供たちは我々が試作して持ち込んでいた紙ヒコウキ

を思い思いに飛ばしながら遊び始めていました。 

 今回もメインのヒコウキ 1種類を全員に紹介し、更に他の種類のものや自分の得意とするもの

など 2個を作り、良いほうの 1個を大会で飛ばしてもらいました。 

 同じようにできていても良く飛ぶヒコウキやそうでないものなどまちまちな出来ばえになりま

すが、子供たちは一喜一憂の表情で声を上げながらヒコウキを追いかけています。 

 

 競技は幼児、低学年、高学年と中学生以上に

別れ、遠く飛んだものから 1，2，3位を決めま

すが、子供たちでは約 10ｍ、大人も本気になり

15ｍに届くようなものもありました。 

 幸い、いずれも指導したタイプのものが上位

であったので一安心したが、今回はロケットタ

イプのように細く折ったものが２クラスで 1位

なっていました。 

 

 「クイズ大会」に「紙ヒコウキ」に関するものを入れたいとの話があり、数個作成しました。

途中で我々は退場したのでどれだけ出題されたか分かりませんが、問題の一部を下記に載せます

ので答えを考えてください。 

 なお、「クイズ大会」の賞品は地元の野菜や産物でした。 

  

 

 

 
 

１．紙ヒコウキの最長飛行距離は何ｍでしょうか？ 

  ① ２９ｍ ② ４９ｍ ③ ６９ｍ 

２．紙ヒコウキの最長滞空時間は何秒でしょうか？ 

  ① １９秒 ② ２９秒 ③ ３９秒  

３．最大の紙ヒコウキは 全長５．１６ｍ、羽(翼）幅１．０２ｍ、全幅１８ｍ 

  ですが、重量は何ｋｇでしょうか？ 

  ① １４ｋｇ ② ２４ｋｇ ③ ３４ｋｇ 
解答は 12ページ

にあります 
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日生への「青春 18 きっぷ」の旅 
25期 二川芳子 

高齢大豊能恒例の冬の「青春 18きっぷの旅」は、12月 21日(金) 岡山県備前市日生に向けて実施

されました。当日ＪＲ川西池田駅に 12 名元気に集合。川西池田発までは予定通り。ところがこの

日、近畿地方を襲った広範囲の濃霧で、琵琶湖線が遅れ、乗り換えの尼崎から次々と影響を受けま

した。ＪＲ列車の旅も車窓から移り変わる景色を眺め、あまり乗ったことのない赤穂線の中の駅名

“寒河”の読み方が“そうご”であるなど結構面白い発見がありました。漸く昼前に日生駅着。す

ぐ近くの日生港から定期船(船体に「ＮＯＲIＮＡＨＡ－ＲE のりなはーれ」の文字あり)に乗船し

6km 離れた日生諸島最南端の大多府島(おおたぶしま)

へ。瀬戸内海国立公園に属し、波も穏やか。カキ筏を眺

めながら 30～40分の船旅。島上陸後、短時間での折り返

し。大急ぎで加子番所と六角井戸は覗きました。南海岸

に景勝を誇る奇岩絶壁、勘三郎が偽札つくりをした伝説

の洞窟跡、島を一巡できる自然歩道などもあるそうです。 

この島は、元禄年間薩摩の国守 島津京信が参勤交代の

ため航海中 暴風に遭いここに避難。これが縁で防波堤

が出来て開港。以来、加子番所を置き、風待ち港の役割を

果たしたそうです。 

日生へ戻り、それぞれ好みの遅い昼食。日生名物の 

“かきおこ”が (かき+お好み焼き) か (かき+おこ

わご飯)の合成なのか楽しい会話もありました｡その後、

加子浦歴史文化館を見学し、五味の市で買い物。駅まで

の歩きは殻付き牡蠣の重さを背中に感じながら帰路につ

きました。ときわ台に着くと本格的な雨。この日、霧の

影響は受けましたが、私たちが快適な旅ができるよう夕方まで雨が待っていてくれたと感謝しな

がら帰宅しました。その夜、蒸して食べた日生の牡蠣はさすが美味。ちょっぴり購入を悔やんだ

背中の重みをすっかり忘れさせてくれました。企画もよく、お陰様で皆とよい旅が出来て楽しい

一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.illust-box.jp/sozai/91907/
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<同好会訪問> 

「ひまわり会(歌体操)」 
                               編集委員  土井一実 

12月 8日(土)14:00～15:00 

ひまわり会さんは毎月数か所で活動されていることを「豊能だより」に掲載しながら長い間ご

無沙汰していました。久しぶりの訪問です。今日は吉川にある祥雲館「あじさい」(ショートステ

イとデイサービス併営)での活動です。 

今日は田中久美子さんをリーダーに塚本朝江さん、谷明美さんの 3人での出前です。 

田中さんはもう顔なじみも多く

1ヶ月ぶりの再会を喜んでおられ

る方も多くありました。2時前に

はスタッフの方がホームステイの

利用者さんや、各テーブルで塗り

絵を楽しんでおられたデイサービ

スの人たちにも中央に集まるよう

声をかけて回られ、二十数名の方

が集まってこられました。最初に

みんなで「たき火」の歌を唄いま

した。その後は唄い方を変えたり

身体を動かしたり、言葉遊び、指

体操と次々と趣向凝らした出し物

が出てきて飽きることはありませ

ん。 

3人がそれぞれの役割をこなしながら流れるように進みます。 

そして、時節のクリスマスの曲に合わせて田中さんが用意された「サンタの帽子」や「トナカイ

の被り物」を頭につけ、「鳴子」を手に賑

やかに演奏がはじまりました。みなさん体

をゆすりながらほんとに楽しそうに笑顔が

いっぱいでした。私も鳴子を持って一緒に

歌いましたが、今にも踊りだしたくなるよ

うな気持ちの良い雰囲気が会場いっぱいに

広がっていました。その後「今日の日はさ

ようなら」で終わりました。あっという間

の 1時間でした。3人とも休む暇なく動き

回り軽く汗をかいておられたように思いま

す。お別れの前に田中さんは参加していた

皆さんすべての人の手を握り「元気でね」

等の声をかけて回っておられた姿に感動し

ました。人気の秘密を垣間見たように思いました。 

来月の日程調整をすませて今日の出前は終了です。お疲れさまでした。 

                          豊能だより１月号 その２へ つづく 


