
 

- 1 - 

 

                    

平成３1年２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）       

E-mail 貝原吉男 <yhahr172@maia.eonet.ne.jp> ( URL http://koureidaitoyono.web.fc2.com/) 

      

総会のお知らせ 
日 時   ４月２０日(土)  １０：００ ～ １３：３０ 

場 所   東ときわ台自治会館 

詳細及び議案書は豊能だより 4月号(3月 27日発行)と一緒にお届けします。   

    

 

  

 

 

第１４回 高齢大同窓会豊中・同窓会豊能 

グラウンド・ゴルフ交流大会開催ご案内 
立春、寒さの中、早くも梅便りが聞こえる候となりました。  

 さて、恒例の同窓会豊中とのグラウンド・ゴルフ交流大会を下記の通り行います。 

 沢山の方がご参加いただきますようお願いいたします。 

 尚、大会終了後に懇親会を行います。よろしくお願いいたします。 

記 

開催日時 ３月５日（火） 午前９時２０分～１２時 

       「当日雨天の場合は３月７日（木）」 

場 所 豊島公園（阪急曽根駅下車 南方向約３００ｍ ローズ球場前） 

競 技 個人戦 ３ラウンド 

参 加 費 ５００円 

参加申込 ２月２２日（金）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。 

用 具 等 クラブ、ボール、飲み物等は各自ご持参下さい。 

       （クラブ、ボールをお持ちでない方は、こちらで準備します） 

行 程 当日参加される方には、後日、時間・集合場所など詳細をお知らせいたします。 

懇 親 会 大会終了後に懇親会を行います。 

      会費 ３,５００円 

場所 曽根（イタリアン料理の予定） 

◆懇親会に出られない方は、大会申込時にお申し出ください。 

  

第２３７号 

  参加者募集！! 

https://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&&id=1EA69A2436E00A96927F15BE666B2FFD3F0F1623&selectedIndex=49&ccid=Sfvel60e&simid=608037490618664163&thid=OIP.M49fbde97ad1ee1aec8e53636822b78ddo0
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新年会でスタート 賑やかに！ 
                       高１ 岡田忠弘 

 平成からの改元もあと数ヶ月に迫った１月１２日（土）、湯の花温泉・渓山閣で同窓会豊能新年

会が開かれました。総勢３２名（女性１８名、男性１４名）、会員数９２名の３割強の参加です。

「１年経った、もうそんな時期」の声が聞こえ、過ぎた年月は早く感じる、光陰矢の如しそのもの

です。今年は亥年、ブレーキかけてゆっくりと。 

 参加最年長の方の含蓄あるお話・乾杯を皮きりに、「今迄以上に、皆さんが明るく、楽しく、そし

て有意義と感じる会を共に作り上げていく・・・」会長の挨拶と続き、賑やかに宴会が始まる。 

 少しのアルコールと、飲まない人もそれなりに、屈託のない会話が弾む。大雨、地震、台風、災

害の多かった昨年のこと、天皇の退位、新天皇の即位、東京五輪、大阪万博、あるいはとりとめの

ない話題も織り交ぜて、会場はどんどん賑やかになっていく。 

さらなる盛り上がりは余興。最初に３人の方のカラオケ、「皆さん！自慢の喉をちゃんと聴いてく

れましたか？！」。続いて、豊能語り部の会の朗読。日頃の練習の成果を披露していただきました。

来たる３月１日の連協文化祭にも出演するとのことです。次はクイズ大会。思いもよらぬ高度な問

題にしばし沈思黙考。見るだけのテレビのクイズ番組では、すっと答えが出てくることもあります

が、当事者になると分かりそうで分からずさっぱり。すらすら答える人もいて脱帽。 

 楽しい時は瞬く間に過ぎ、締めくくりは、ひまわり会の歌体操。リズムに乗って固くなった体を

ほぐし、最後には輪になって踊り、閉会となりました。 

 会員の皆様が同窓会行事に参加しやすいよう、又、新しい方が同窓会に入りたいと思うような雰

囲気作り、新年会は、そのきっかけとなるのではないかと思います。 

 お世話下さいました皆様ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://illustimage.com/?id=5242
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https://www.illust-box.jp/sozai/40312/
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<同好会歴史の会報告> 

 

 

                              

 

                                  28期 貝原吉男 

駅舎の前、澄んだ空気、朝日がまぶしい。快晴という言葉がぴったりする 1月 14日、三々五々

に参加者が集まる。 

「おはようございます、今日は御所ですね、あれ予約がいるんでしょう？」 

「御金神社て オカネ、ミカネ？ 京都で宝くじ買う？」 

「護王神社って、あそこに生きた白い猪が居るんやて、この前 TVでやっとった」 

四条烏丸で下車し歩くこと 15分、まず「御金神社」に到

着。 

「うァあ、ごっつい人が並んではる、こりゃ時間かかる

で！」と顔を見合わせる参加者 9名（男 4名女 5名） 

ここは明治 6年に田中庄吉氏が創建した比較的新しい神

社、世に言う「金人様」で資産運用の神様としても崇めら

れているそうな！金色の鳥居に金色の額、なんとなく御利

益がありそうな神社で、ご祭神は金山毘古神、天照大神、

月読神。 

それでも 30分ぐらい並んで参拝完了。昨日（日曜日）は 2時間

待ちだったとのこと、良かった。帰りに絶対宝くじ買おっと！ 

そこから歩いて 15分、「菅原宮天満宮神社」に到着。ここは意

外に知られていないが学問の神様菅原道真公の生誕の霊地であ

り、道真公の曾祖父から 4代にわたる菅原氏の邸宅跡の建てら

れた、言わずと知れた学問の神様。当初の予定には入っていま

せんでしたがこれまた大変な人並みでした。 

参拝を終えさらに歩くこと 5分、いよいよ本日のメイン「護王

神社」です。ここも御金神社に倍する参詣人。由緒によると、はじめ洛西の高尾山神護寺の境内に

和気清麻呂公の霊社として祭られ、古くから「護法善神」と称していたが確かな創建の年はわから

ないそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、

奈良時代に清麻呂公が弓削道鏡の皇位簒奪の野望を身を賭してこれをくじいた事は歴史の時間で習

新年 恒例京都干支神社巡り！ 

御所もよかった！ 

菅原天満宮神社 

御金神社 

護王神社正面 屋根にもいた猪 
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ったものの、なんで猪がと思っていましたら、何でも奈良時代に 300頭の猪が都より宇佐八幡へ向

かわれる清麻呂公をお守りし、そのとき不思議にも悩んでおられた清麻呂公の足萎えが直ったとの

事。人の多さもさることながら、境内にある猪の置物の多さと、加えて生きた白い猪には、さすが

足腰のご守護の神社と感心もしました。 

昼食がまた大変、食事処は何処も待ちの人、人、人！ それでも、ようやく見つけたファミレス

で、しっかり待った上で食べたランチはまずまずだったし、食後に飲んだワインも値段の割にはホ

ント美味しかった。女性陣には好評だったのでは？ 

そして「京都御所」、桓武天皇が平城京、長岡京を経て平安京に都を移された（794年）のが始ま

りですが、宣秋門で記念撮影のあと清所門より入苑、紫宸殿、清涼殿、小御所、御常御殿と至る所

で改装中ではありましたが、国宝のふすま絵を含め何年ぶりかで、ゆっくりと廻れました。 

時間の関係で京都博物館へは行けませんでしたが、ほぼ予定通り 17：30頃には川西能勢口へ帰

着。万歩計は約 17000歩！ 頑張りました、来年は何処へ！ 

 
 
 
 
 
 

歴史の会からのお知らせ 

「図書館オトナの大学」のお知らせ！ 

 

時・所・・・3月 9日（土）13：00～15：00 

        豊能町立図書館 集会室 

講座名・・・「豊能町を訪れた歴史上の人物」 

        空海、親鸞、開成皇子、宣教師など 古寺代表を中心に歴史の会会員や来場者

と対談形式による勉強会です。 

※ お時間の許す方はお気軽にご参加ください。 

 

申込先・・・図書館 

定 員・・・35名 
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<紀行文> 

ボルネオ島に行ってきました 
                                   高１期 藤原忠嗣 

 今回は１２月にボルネオ島のコタキナバル（マレーシア）に行ってきた報告です。ボルネオ島は、

世界３番目の大きな島で、そのほとんどはインドネシア領ですが、北側１割ほどがマレーシア領、マ

レーシア領の真ん中あたりにちょこんと三重県ぐらいの小さな国があって、それがブルネイ王国、

その３つの国に分かれています。 

 １２月１４日、能勢電の１番電車で出発、関西空港１０時前発のマレーシア航空でクアラルンプ

ールへ。約７時間のフライトでクアラルンプール空港到着、入国審査の列に並んでやっと順番が来

たと思うと、ここじゃない Aに行けという。別の列に並んでいた家内も同じようにはねられている。

Aってどこや、別の審査場があるのか？探していると、国内便乗り換えの別の小さな審査場が見つか

って無事入国。添乗員のいるツアーならついていくだけですが、自分で行動しなければならないと

いうのは、不安もあるが冒険をしているようで楽しくもある。 

 空港は折しも雷鳴とどろく豪雨に包まれていて、コタキナバ

ル便も遅延。２時間４０分のフライトを経て、ホテルに着いた

のは２３時を過ぎていた。時差は日本のマイナス１時間だから、

あまり時差感はない。コタキナバルは、サバ州の州都で、近く

に富士山より高い４０００ｍ超のキナバル山があり地名の由

来になっている。近年、辺境の街というイメージの街でも実際

に行ってみると大都会ということが多いのですが、ここコタキ

ナバルも密林の島のイメージと違って大都市でした。 

 ２日目は、北ボ

ルネオ鉄道乗車体験の予定でしたが、メンテナンスで

運休のため変更に。この変更は、私が出発前に旅行社

から連絡を受けていたのですが、帰宅した家内が納ま

らなくて「週に２日しか運行しないのに、運行日にメ

ンテナンスするなんておかしいじゃないか」と旅行社

に文句を言っていたもの。現地に来て聞いてみると、

この鉄道は世界に３台しか残っていないマキを焚いて

走る蒸気機関車。日本の川崎車両の全面協力で走れる

ように復元したもの。走っている途中で故障して帰っ

てこられなくなったこともあるし、常備している以外の部品を交

換しなければならなくなると、川崎車両に発注して取り寄せなけ

ればならないので日にちがかかる。説明を聞いて納得。 

 代替の見学先は、首狩り族など各部族の民家を復元して集めた

「マリマリ文化村」。首狩りは１９２０年ごろまで実際に行われて

いたそうで、村長になるためには４０個以上の頭を持っていなけ

ればならないとか、美しい娘を嫁にしたければたくさんの首を持

ってないとだめだとか、ステータスを表すものだったようです。

日本でも戦国時代の武士たちは、打ち取った首を腰にぶら下げて

駆け回っていたので、人のことは言えませんけどね。 
マリマリ村の首狩り族 

コタキナバル市街 

キナバル山 
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マリマリは、「おいでおいで」で日常でも使う言葉らしい。ボルネオには３０を超す先住種族が住

んでおり、この施設では５つの種族の住居や暮らしぶりを再現している。ちなみに、どの種族でも

首狩りをするわけではなく、交易で豊かな海の方の種族はそんなことはしない。高床式の住居はバ

ナナの葉っぱで葺いてあってだいたい似たような作り。未婚の娘の寝室が両親の寝室の真上という

のは、日本の古民家も同じですね。それぞれの建物では試食や試飲、入れ墨や吹矢の体験などもで

きました。吹き矢は、小鳥用、小動物用、人用など用途別の毒を塗って使うのですが、毒で死ぬわ

けではなくて動けなくする。小鳥に命中させる精度で人が狙われれば、ほぼ確実に動けなくされて

首を取られる。恐ろしい武器ですねえ。 

 ３日目は早朝に出発してキナバル山のふもとにある国立キナ

バル公園に。途中の展望台では運よく雲が外れていてキナバル

山は頂上まではっきり見えました。富士山のような美しさはな

く、妙義山のような荒々しい岩山です。数年に１度くらい雪が

降ってうっすら積もることもあるそうです。公園内では近辺に

自生している植物を集めている植物園を周遊して見学。午後か

らは「キャノピーウオーク」と言って、高さ数十メートルの木

と木を結んだつり橋、谷を挟んだところでは高さ３０数ｍのと

ころを渡るスリリングなつり橋渡りもたのしみました。キナバ

ル山は休火山で温泉もあり、温水プールや足湯などたくさんの

観光客が楽しんでいました。旅行の行程表ではトレッキングと

書いてあるものの、あまり記憶にないのですが、この日の歩数計は３万６千歩を記していまし

た。 

 ボルネオといえば、オランウータンとラフレシアが有名です

が、世界最大の花として知られるラフレシアは自然の中で咲い

ているのを見ることができました。ラフレシアはつぼみができ

てから半年以上を経て開花は１週間ほど。自生地の所有者に入

場料を払って、その家の少女の案内で見せてもらうことができ

ました。花は大きいだけで、においもないし美しいものでもな

い。貴重な体験ができたということですね。オランウータンは

動物園で見るもの。もっとも、数年前にコタキナバル近辺に南

の森から、５頭の群れがやってきたことがあるそうです。とこ

ろが、高圧線にぶら下がったのでしょう、４頭が次々に感電死、

残った１頭は森に返したそうです。 

 

 ４日目はもう帰国の日。午前中動物園に行ってオランウータンやマレーグマを見てきました。ボ

ルネオまで行って動物園とはジョークのようですが、ニシキヘビは市街地近くでも出没するらしく、

ヘビを獲ることができたらみんなを呼んで焼肉パーティーだそう。現地ガイドの友人が６メートル

の大物を獲った時には、5～60センチぐらいくれた、つまり丸太ぶったぎり状態でくれたらしい。味

はチキンに似ておいしいということです。 

 １８日早朝に関空着で帰国しましたが、今度は家内が風邪で２，３日寝込んでしまった。気温は

３０度だったのですが、バスの車内や空港も寒かった。暑い国に行って、過冷房で風邪をひくとい

う典型ですね。 

 

２月号 その２ へ つづく    

ラフレシア 
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