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 明けましておめでとうございます 
会長 貝原 吉男 

本年は「令和」に改元されて初めての新年です。 

昨年、世情は日韓関係の悪化や北朝鮮問題、またアメリカの自国第一主義に

よる社会、経済面での混乱で東アジアは勿論、世界的に先の見えないカオス

の年であったように思われました。自然界でも我が国では、日本を縦断した

猛暑、台風、大雨などの天災による被害には目を覆うものがありました。１

６歳の環境家グレタさんの訴えには心を動かされました。他方、我々高齢者

を取り巻く環境にも、明暗取り混ぜいろいろありました。相変わらず高齢者による交通事故の多発、

また特殊詐欺による被害の増加等、ここ数年、身の引き締まる思いがしておりますのは私だけでし

ょうか。 

また、本年は５６年ぶりのオリンピックの開催という出来事とともに、人生１００年時代を元気

に過ごす高齢者が増えた（厚労省発表）事は、今年の明るい話題の一つだと思います。 

全国各地で１００歳時代を迎えるための色々な試みがなされ、また各種メディアもそのノウハウ

を多岐にわたって発信しておりますが、食事、生活習慣の改善等の紹介にはうなずける点も多々あ

りますものの、最も大事な事はメンタル面の安定であると思われます。そのためには出来るだけ多

くの機会に、沢山の人々と色々な会話をする事が、何よりの健康法と思っております。我々同窓会

豊能には 11 の同好会があります。会員の皆様で、より楽しく、より明るい会に育てて頂ければと

思います。 

本年６月には、同窓会豊能も創立 30周年を迎えます。ついこの間（平成２７年）創立２５周年の

記念行事をしたばかりと思っておりましたが、改めて時の流れの速さに驚かされます。 

本年も、明るく、元気な、楽しい会の運営を目指し役員一同活動を続けて参ります。会員の皆様

方の変わらぬご支援、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

末筆ながら、本年も会員の皆様にとりまして日々是好日の素晴らしい年で、ありますようお祈り

申し上げます。 
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晩秋の舞子浜周辺ハイキングに参加して 

 

                                  高大３  藤原 優美 

 超快晴の１１月２９日（金）男性 ３名、女性 ３名の参加者で、ＪＲ垂水から舞子までの一駅

ハイキングに行ってきました。 

出発時や途中ちょっとしたハプニングもありましたが、そこは皆さん大人の対応で乗り切りまし

た。「これからはミステリツアーもいいかも？」との意見も。 

普段山の中で暮らしているので、久しぶりに真っ青な海を行きかう貨物船や帆船を見ながらの昼食

は、気分もすっきり！ 

 最初に訪れたのは『五色塚古墳・小壺古墳』。淡路島

を望む高台にあり、全国的にみると４０番目前後の大

きさ。４世紀終わり頃この古墳に葬られた人は、明石

海峡とその周辺を支配した豪族だと考えられる。高台

から３６０度見渡した景色は最高でした。 

昼食後、舞子公園の中にある文化財住宅の一つ『旧

武藤山治邸（旧鐘紡舞子倶楽部）』へ。１９０７年に建

てられた木造２階建てのコロニアル様式の建物。明治

期の西洋館の住宅で当時の実業家の生活を垣間見た気がしました。 

その後、『孫文記念館（重要文化財 移情館）』へ。中国の革命家・政治家・思想家である孫文の資

料がいっぱい。建物はもともと神戸で活躍していた中国人の実業家・呉錦堂を前身とし、外観から

地元では「舞子の六角堂」と親しまれて

きた。歴史好きには、時間をかけてゆっ

くり見たいところかもしれません。 

 この周辺は、舞子浜に沿って見学でき

る建物、施設が多くあります。観光バス

も来ていました。また、釣り客も見かけ

ました。 

熱心に見学し学習した我々一行は、ちょっとここらでコーヒーブレイクを。 

世界一のつり橋「明石海峡大橋」の添架施設として施工され

た『舞子海上プロムナード』は、海面から高さ約４７ｍ、陸地

から約１５０ｍ、明石海峡へ突き出した延長約３１７ｍの回

遊式遊歩道。スリルを体験したい人は,足元に海峡を見下ろし

て「海上４７ｍの丸木橋」を渡る。８階展望ラウンジでのコー

ヒーは格別でした。 

そして、最終の見学『橋の科学館』へ。ここは、明石海峡大橋

をはじめとする、本州四国連絡橋の建設に使用された架橋技

術を模型や映像やパネルで学ぶというもの。見て、触れて、体験できるもの。すごい技術の結集で、

すごいものができるんだな～と感じました。 

 無事すべての行程を終え帰途に。少人数でのハイキングではありましたが、個人で行くのとは一

味違うものがあり、有意義でした。いろんなことを、参加者の皆さんと共有できたことを嬉しく思

います。ありがとうございました。 
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豊能町ＰＴＡ交流会 

             「紙飛行機大会&クイズ大会」に参加して 
                             

                                    27期 正木 國博 

 12月 7日(土)、シートスで「ＰＴＡ交流会・紙飛行機大会＆クイズ大会」が開催されました。 

 当日は役員会と重なりヒコーキの折り方指導に会員３名の参加でしたが、4 回目となれば慣れも

あり軽い事前練習で参加者と楽しく作れました。 

 また、スタッフの PTA役員への事前講習を行いましたので、皆さんも指導に参加して頂きました。 

 当日は少し寒い朝でしたが、10時の開始前には幼児、児童や保護者の皆さん約２００人が集まり、

子供たちは広いアリーナの中を声を上げながら走り回っていました。 

 今回のメイン「ヒコーキ」は昨年と少し折り方を変えましたが、デモフライトでは参加者から「ワ

ァー」と歓声が上がるほど遠くへかっこ良く飛びました。 

 さらに自分の得意とするものなどと合わせて 2個を作り、良い方の 1個を大会で飛ばしてもらい

ました。 

 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、幼児は

飛ばすより投げるだけで１ｍ前後、小学生では約 10～

15ｍ、大人も本気になり 20ｍに届く強者もいました。 

 いずれも指導したタイプのものが上位であったの

で一安心しましたが、やはりロケットタイプのように

細く折ったものを力まかせで飛ばす(投げる？）もの

も上位に入っていました。 

 「クイズ大会」は豊能町の産物や関連する問題と「紙ヒコーキ」に関するものを入れて「〇」「×」

の 2択で数問行われ、皆さん真剣に選択しながら賞品の地元野菜を手にしていました。 

 続いてヒコーキ大会の部門ごとの表彰があり、菓子箱で出来た大きな金、銀、銅メダルを入賞者

の皆さんの首にかけてもらい、写真を撮る親御さんもありでした。 

 最後にゆるキャラ「とよのん」との集合写真撮影で 12時前に楽しく終わりました。 
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公民館土曜お楽しみ講座  <12月 14日(土) 10時～12時> 

 中 央 公 民 館                                                                      
27期 正木 國博 

 豊能町教育委員会生涯学習課からこの企画のお話を受けたのは半年前の 7月。 

 その後、学校コーディネーターの 2人を交えて打ち合わせを行い、対象は主に小学生で、開催時

期が冬休み前のことも考え、クリスマスやお正月に関するものもあればとのことで、作品は次の 3

点を選んだ。 

①  ふしぎな絵       ②  可愛いイモムシ       ③ 変わりサイコロ 

また、子供たちには、 

①  絵を描くこと      ②  簡単な折り紙        ③ 頭の体操(ゲーム） 

を楽しんでもらう事にしたが、所要時間 2時間内での時間配分を考え、要領よく進めないと 3種類

を作るのはかなり難しく、特に「可愛いイモムシ」の折り紙と組立に時間がかかると予想されるの

で、それぞれについて 

  ① 部品は出来る限りキット化し加工量を減らす  

    ② ハサミの使用を最小限にする(カッターナイフは使わない） 

    ③ セロテープとノリだけを使うことで出来るように細かく準備した。 

 募集約 25人の予定に対し申し込みは小学 1年から 5年生で 31人、そして風邪ひき等のキャンセ

ルもあり参加者は 27名であった。 

 当日の寒さは少しマシであったが、子供たちの殆ど

は保護者に車で送られて来たようで兄弟や姉妹も多

く、また、「お母さんが申し込んだので行きなさい」と

言われたと眠そうな顔で言う子供もいた。 

 最初の「ふしぎな絵」は 3枚の絵から選んで描いて

もらったが、「クリスマスツリー」や  「サンタクロー

ス」を描く子が多く、「ミッキーマウス」は案外少なかった。 

  「可愛いイモムシ」の折り紙には少し苦労していたが枚数も少なくしてあり、組み立てや顔の貼

り付けは要領が分かると意外に早く仕上り、子供たちの理解の早さに感心した。 

 「変わりサイコロ」は残り時間も少なくなったが、子供たちは熱心に取り

組み予定時間を少し過ぎたところで全員完成し、色変えもできた。 

 子供たちは作り出すとどれも気に入ったようで最後にお礼の言葉もあ

り、楽しく講座を終えました。 

 手際よくアシストしていただいたコーディネーターと我々スタッフの皆さんご苦労様でした。 

 「頑張った子供たちに大きな拍手を！！」 
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雑 感 

26期 石田 三雄 

明けましてお目出度う御座います 

皆様方に於かれても佳き新年を迎えられた事とお祝い申し上げます。 

 紅白歌合戦を始め、ボクシングミドル級世界選手権等無事終了。鐘の音と共に煩悩も逃げ去った 

様に思う。 年末年始恒例の「バカ番組」も楽しく？観賞した。 

   京都大徳寺住持一休宗純詠ずる ”門松や・・・・めでたくもあり めでたくもなし“ 

 (※ 令和１年１２月１８日投稿のため勝負等わからずご免蒙る。) 

 

○『昭和の鳥は鳴かぬそうな』 

この言葉は、私２０才（昭和２５年）頃、３年上の先輩から聞いた話である。 

「明治２５・６年ぐらいに生れはったのかなー。面白いお爺さんから聞いたんや！！」と。 

当時その言葉の意味が解らなかった。後になり逆算するとそのお爺さんは６０才ぐらいと知った。 

成程・・・  “耳固しか・・・”。 

 因みに数種の鳥の鳴き声を調べてみた。 

鶯 ： 美しい声に癒される。鶯鳴かせたこともある。ホーホケキョ 

時鳥： テッペンカケタカ。特許許可局。戦国時代の武将の挿話に  

“鳴かぬなら殺してしまえ ホトトギス。 鳴かせてみせよう・・・・。  

鳴くまで待とう・・・・”。 

烏 ： かあかあーと喧しい。知能は高いが狡賢い。 

鳶 ： ピーヒヨロロ 夕焼けを背に口笛のような鳴き声に郷愁。 

『令和の鳥は鳴かぬそうな』 

   他人事ではない。桑原・・・・。 

 

○明治・大正・昭和・平成・令和時代の親子関係等（自然血族）について考えた。 

   ・明治（約４５年）親・子・孫。三代  ・大正（約１５年）親・子。なし 

   ・昭和（約６４年）親・子・、孫・曾孫。四代 玄孫はないだろう。 

   ・平成（約３１年）親・子。二代 ・令和：なし。 

昭和時代は長かった。昭和３・４年出生の方は９０才の長寿を迎えられた。 

昭和始期・中期・末期出生の相違点は環境に大きく影響されたと思われる。 

《国民の標語》 “頑張りましょう 勝つまでは”。 “パーマネントは止めましょう・・・” 

ああ 恥ずかしい 恥ずかしい！！ 替え歌にもなって歌われた。歌謡曲でも軍歌でもなく、又カ

ラオケ・歌謡曲集でも余り見掛けない、戦前最後の曲「勝利の日まで」。名歌手 伊藤久男が力強く

唱歌されたのを今でもしっかり覚えている。 

○ 私事で誠に恐縮です。昭和１８年旧制中学校入学。剣道部に入る。剣道は必修教科でもあった。

年間行事として全校生が紅・白に分かれ大日本武徳会派遣の教師・配属将校の指揮のもと校庭で野

試合をした。７０数年前の記憶は定かではないが。全員面頬の上部に切り竹（１０㎝径５㎝）を結

び付け、号令のもと大合戦開始。 一定の時間でストップ。 面頬上の竹の割れの少ない方が勝

利！！緊張と敵愾心。しかし楽しかった。今に譬えると騎馬戦かも。一騎打ちでなく乱戦状態が似

ているようだ。3年生の半ば敗戦で廃部となる。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576996113/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2thZW5ha2FtdXJhLmNvbS9oYW5nYS0xLzE1Ny91Z3Vpc3Uv/RS=%5eADBdd4TtMmeCpnSsZcI75B0UbCqe2E-;_ylt=A2RiouGRu_1d5QwAIVKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576996219/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tb2dlZG9uLmV4YmxvZy5qcC8xNDc5NjI1MC8-/RS=%5eADBl33fwqa77RIjnaTDnlIi3pw09FM-;_ylt=A2RCA9X6u_1d4yEA0R6U3uV7
https://www.sozai-library.com/sozai/11289
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1577071703/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zaGluYnVuc296YWkuaW5mby9sYXJnZS1mYW1pbHkv/RS=%5eADBn9URwxbvtAmJV.MwzJVBUJZtngQ-;_ylt=A2RinF3W4v5dUToA4DmU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1577072204/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTExMjU0/RS=%5eADBz2OUYeVfHnRSt6OU1uwKcT_yp5o-;_ylt=A2RCMY7L5P5doFwAuCmU3uV7
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幼・少期より教育勅語の暗誦。体育との名目で軍事教練等々・・・。なにがなんやら さっぱり

分からん内に時を経る。 

 

○ 過日、吉川剣道クラブが吉川中学校体育館で小・中・高学校生

徒に剣道の指南をされているのを知った。３度程見学をした。か

なりご年配の方数名で指南されていた。真剣で厳しく指導されて

いた。素振りの練習・同級の練習試合等々。竹刀の打ち合う音と

勢いのある発声に寒さも忘れた。稽古後、練習生代表の合図で面・

籠手・胴などの防具を外し、礼儀正しく正座し指導先生方に“あ

りがとうございます”とお辞儀をして終了！！ 

      頼もしい若人よ頑張ろう 

 

○ 大正・昭和・平成・令和の４時代をクリアされた 巧みな話術に感動を覚える。 

又、ハーモニカの名手で名曲コンチネンタル・タンゴ“小さな喫茶店”ジョルジュ・ビゼー作曲“ア

ルルの女”“カルメン”等を吹奏され新年会等を大いに盛り上げられた。皆様よくご存知の方です。 

令和１年１２月４日家内を連れ訪問した。ご高齢によりおみあしが不自由になられているが、車椅

子を上手に扱われているのに驚いた。 

 戦中 日本海軍航空隊入隊時のエピソード。 更に、昭和１７・１８年頃の学校の話題になると、 

俄然才気煥発。数学・英語・国漢・歴史と多くの先生の綽名（コエタン・アホー・ライオン・マメ

ラン）等を連発されたのに参った。私の忘れていることもあり、まだまだ頭脳明晰なのにびっくり

した。 チョコレートを食べながら楽しい一時を過ごしました。 

 

○『如何に人生１００年時代を迎えるか』 

 ２０１９年１１月２１日豊中市立文化芸術センター大ホールで心臓外科医

として世界的に有名な川島康生（かわしま やすなる）先生の講演会が開催さ

れ聞きに行く。 

 前半は血液循環系の中枢器官 心臓の病気を中心に生体移植 又 医学・医療の進化による人工

心臓の開発等、専門的であり素晴らしい話を丁寧に分かり易く話された。 

 後半は主題の【長生き】についても面白可笑しくご自身の経験も含め、何事にも意欲的に取り組

むこと。     《禁句》 『もう年だから』と 云うな、思うな! 

 先生とは旧制中学校の同窓で同期会の忘年会・還暦・古希・喜・傘・米・卒寿会 又ゴルフ同好

会も楽しくご一緒した。おだやかな人柄の中に秘められた闘志満々。 

１０月に後輩の方々とプレーをした。先生と私はレディース ティー（赤印）から仲良くスタート。

激戦？の末 ３ストロークの差で敗戦！！ 先生がブービー、私がメーカーであった。 

 

○１００才を目指して第一目標は東京オリンピックの観戦。あと２００日余りで開催される。マラ

ソンと競歩競技は北海道に変更されたが、私には関係なく TV観戦で第一目標は達成出来るだろう。

更に、この講演を聞き、意欲が出てきたぞ！！ 第２目標：大阪万博・IRのカジノで、若い頃イン

ドネシア・マカオの負けを取り戻す。第３目標：リニアモーターカーでの東京見物日帰り。 ちょ

っと無理かなー。終わり！！ 

今回の講演会に御参加いただきました皆様方に感謝致します。 

私事乍ら老大２６期健康福祉の皆様にも御礼申し上げます。       

                                                         豊能だより１月号その２へ続く 

吉川剣道クラブの稽古風景 
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