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 同好会紹介シリーズ 

  

 

                 代表 中村 亨 (☏738-3021) 

２０１０年８月からスタートした当クラブもこの８月で１０年になりました。会員の方も移り変わりましたが、

これからもワイワイ楽しくパソコンやデジカメのこれはという所を少しずつ覚えて行きましょう。 

現在は月１回第３土曜日９：３０～１２：００西公民館２階視聴覚室で例会を開いております。プロジェク

ターを使い全員にテーマも学習してもらい、その後は個々の疑問を解消するようにしております。初心者、

女性歓迎です。パソコン・デジカメを持参してください。 

 
第 1回講習の模様 

２０１０年８月７日(土) 西公民館小会議室で、題記講習が

行われた。今回は高大豊能パソコンデジカメクラブの第１回例

会も兼ねて開かれ、１３名の方がパソコン、デジカメなどを持

参されて、講師の中村や正木さん、佐藤昌平さんにそれぞれ

教えて貰い熱心に勉強していた。先ずこれからの目標として

「楽しみながら、腕をあげてゆく」をモットーに「急がず騒がず」やっていこうということである。今回は先ず

デジカメの画像をパソコンに取り込んでみました。印刷まで行った人もいましたね。原則個人のレベルに

合わせてゆく積もりですので、気長に楽しくやりましょう。 

  

 

 
１．ワード 
２．エクセル 
３．デジカメ関係(画像処理も) 
４．メール、インターネット 
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同好会紹介シリーズ 

「手作り玩具の会」 活動報告  “ ネ タ ”募 集 中     

手作り玩具の会代表 正木 國博  

 当会の例会は月 1回の開催ですが、足掛け 10年で昨年 11月に 100回目を迎えました。 

 自由出席であり参加者も毎回 4，5名から 10名前後とバラバラですが、身近にある材料で 2時間

程度で作れるような簡単な「おもちゃ」や「工作」などを、

時々「しまった」とか「ややこしいな」とか言いながら楽

しく作っています。 

 会を重ねると新しい作品(ネタ)も少なくなり、連協文化

祭やイベントなどで見かけた作品を参考にしたり、出席者

の情報などから探しています。 

 また、「前にも作ったな？」とか言うこともあります。 

 会場は西公民館ですが、今年は新型コロナの影響で 3月

から 6月までの 4ケ月を休みました。 

 7月から再開しましたが、3密防止、マスク、検温、什器の消毒などコロナ

対策に気遣いながらの例会が当分続きそうです。 

 私たちは「子供たちと楽しく作れる」ことをモットーに、小学校や公民館

などや福祉活動で地域交流をしてきましたが、今年はコロナの影響でこれら

すべてのイベントが開催されることはないので残念なことです。 

 最近の作品と子供たちに人気のあった作品や、昨年末中央公民館で行った

小学生対象の「土曜おたのしみ講座」でコーディネーターの方から頂いた当

日の写真集などを掲載します。 

 何か得意なおもちゃ作りをご存知の方や興味のある方はいつでもお気軽に

お越しください。 

 例会案内は「同好会活動のお知らせ」をご覧ください。 

 goo blog に「手作りおもちゃ」で当月作品を毎月投稿しています。 

 ［goo.blog.ne.jp/ii7kmsk］又はハッシュタグ-趣味・特技-おもちゃ でご覧ください。 

 

  

 

 

 

サンダーバード 

ウッドピンチでイスとテーブ
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同好会紹介シリーズ 

  

「歴史の会」の紹介 

              ～ 能勢の郷歴史探訪 ～ 
歴史の会代表 古寺忠夫 

1月は恒例の干支にちなみ狛鼠の京都・大豊神社へ初詣。2月は大河ドラマ「麒麟がくる」にちな

み「明智光秀・本能寺の変」を座学。しかし、コロナ禍のため 3月から 6月まで活動休止。三密を

避けた歴史探訪ならということで、7月 17日(金) 緑豊かな能勢町の城めぐりに男性 4名、女性 4

名で活動を再開。長梅雨のため空模様が心配でしたが、能勢町に入ると雨も止む。しかし、山城へ

の道を登ることは困難と諦め、能勢氏、野間氏ゆかりの寺めぐりに切り替える。以下に、その一端

を紹介します。 

 多田満仲の８代の子孫高頼が仁安 3年(1168年)能勢の野間に移住し、野間氏を名乗り、城山に野

間城を築き、麓に野間館と野間屋敷を建てる。始祖高頼の没後 750 年を記念し昭和 16 年に建てら

れた「野間家発祥地」の碑がある「野間の森」に行く。大正天皇に内助の功を尽くされた貞明皇后

の御母堂九条徳操院は野間家のご出身。能勢の郷には、皇室ゆかりの薬草園跡、安徳天皇御潜幸御

崩御伝承地もあり、能勢の郷の歴史の重みが感じられる。 

 野間川沿いの野間家の菩提寺日蓮宗円珠寺に立ち寄ってから、能勢街道を経て地黄を目指す。多

田満仲の 6 代の子孫国基が長元年間(1028 年～1037 年)能勢の地黄に移住し、能勢氏を名乗り、丸

山に丸山城を築く。丸山城は、野間城と共に多田源氏(清和源氏)の東北の守り・出城の役割を担っ

ていたと考えられる。 

 天正 6 年(1578 年)家督を継いだ能勢頼次は本能寺の変で明智光秀に加勢。一時逃亡の身となる

が、後に秀吉に許され、徳川家康に見出されて関ケ原の合戦、大坂冬の陣、夏の陣の功により旗本

に取り立てられ、能勢家中興の祖と言われる。街道沿いに地元で地黄城と呼ばれる陣屋(居館)を築

き、城下町、能勢街道を整備。日蓮宗を深く信仰し、領内の寺の多くを改宗し、身延山から日乾上

人を招いて日本三大歌垣山の一つ歌垣山の麓に無漏山真

如寺を開く。日乾上人は宗祖日蓮聖人の分骨を奉安し、

真如寺を関西身延霊場とされる。 

 頼次は、日乾上人に請うて為楽山(妙見山)上の行基が

開いた大空寺跡に多田満仲が祀った鎮宅霊符神を法華勧

請した妙見大菩薩を本尊とする真如寺の境外仏堂妙見宮

を開く。また、父の供養のため日蓮宗正行山清普寺を建

立。能勢家一族の上の墓所と下の墓所は壮大で見事。頼

次は、清和源氏の末裔と称する徳川家康に重用され、従

五位下伊予守、摂津守に任じられ、寛永 3年(1626年)に江戸屋敷で没す。池上本門寺に法名日精と

して葬られ、故郷の清普寺に法名日輝として供養塔が建てられた。 

 能勢の郷の歴史の豊かさに感嘆しつつ、野間の森に戻る。レストランで夏木立の緑豊かな庭を眺

め、歴史談議に花を咲かせながら、遅い昼食をゆったりと楽しみました。 

 今後の予定としては、9 月に明智光秀ゆかりの城めぐりを計画しています。図書館のオトナの大

学がコロナ禍で休止のため、発表予定の「豊能町ゆかりの歴史上の人物(2)」に替る今後の学習テー

マは参加者で協議して決めます。会報のお知らせ欄をご覧いただいて、興味をお持ちいただきまし

たなら、随時ご参加いただくことを歓迎いたします。 
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同好会紹介シリーズ  

彩りの会でーす！！ 
彩りの会代表 岡田 綠 

 こんにちは！ものづくり“彩りの

会”です。１０年前の平成２２年に

１０人で始めました。その名の通り

大きなものから小さなものまで、各

自がアイディアを持寄り、できるだ

けありあわせの材料を使い、いろん

なものを色彩豊かに仕上げていきま

す。作りながらのおしゃべりも楽し

みの一つです。 

 

 

 

今までに、牛乳パックのスツール、はぎれとそば殻の枕、千代紙細 

工のお雛様、コイン入れストラップ、ちぎり絵の干支・雪だるま、ティッ

シュペーパーのマッタケ、各種折り紙細工、発泡スチロールの素敵なアル

プスの家、その他随分といろいろなものを作ってきました。 

 

今はエコバックホルダーを製作中です。エコバッグを小さく折りたたん

で収納でき、見た目も可愛いホルダ

ーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は５人のメンバーで、毎月第３金曜日、９時３０分から１２時まで西公民館で例会を開いて

います。是非一度見に来て下さい。 
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投 稿        ＫＧＮで野菜づくり 
高１ 岡田忠弘 

 ＫＧＮは少々固い表現「髙齢者学習農園」の

ローマ字頭文字。平成２４年に豊能町が遊休地

の活用、高齢者の生きがいづくり政策の一つと

して開設した。場所は花折街道（旧国道４７７

号線）から吉川八幡神社参道の入り口。これに

同窓会豊能会員の有志６名が応募し野菜づくり

を始めた。当時は家庭菜園が一種のブームで、

都市部ではビルの屋上農園が数か月待ちとか、

豊能町でも貸農園が順番待ちとかの話をよく聞

いた。 

野菜づくりの知識が殆どない我々受講生に対

し、当時の町長が直接現場に出向いて耕運、畦

作り、播種、苗定植、水やりから排水溝の整

備、“あぜ”の

草刈まで、基本

的なことを細部

について指導していただいた。 

 種を播きさえすればできると軽く考えていたが、野菜づくりは奥

が深い。長年に渡り培われてきた経験則は一朝一夕ではなかなか身

につかない。さらには、当然ながら天候に左右される、害獣、害虫

に荒らされる、大げさに言えば自然との闘いでもある。 

 平成２８年には、豊能町がこの事業の役目を終え、我々だけでや

っていくことになった。生命線の

「水」は豊能町から供給されていた

が、これも支給されたポリタンクで各自が家から運ぶのが定位となっ

た。一通りは教えていただいたが、指導時のようにはなかなか実らな

い。しかしながら試行錯誤を繰返しながらも、「やってやろう」と前

向きに取り組んでいる。 

 周りは田んぼが多く、田植え、稲刈りと季節の移ろいが目まぐ

るしい。これら地元の方々との協調も大切で、地元清掃行事や、

共用場所（駐車場）の草刈に参加している。 

 現在は４人で奮闘中。暑い夏は大変だし、野菜よりはるかに強

い雑草取りも手間がかかる。獣害（鹿？など）も野菜の新芽を食べ尽す等ひどい。山に食べ物あり

そうなのになぜか！。何とか対策して付き合っていくしかない。そんなこんなでいろいろあるけれ

ども、手作り野菜の味はまた格別、何物にも代えがたい！ 

 折りしも、新型コロナウイルスでステイホーム、日曜大工や庭の野菜づくりなどでホームセンタ

ーが混雑とか？ブームの再来かも？ 

 ＫＧＮでの野菜づくり、一緒にやってみませんか。いつでもお待ちしています。 

問い合わせは 岡田まで 738-4769 
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投 稿 

    ***  *** 
26期 石田 三雄 

 「そして誰もいなくなった」原作:アガサ・クリスティー(1890年生まれ)の推理小説を脚色:映画

化された“姿なき殺人者”(1966)を思わせる不気味な相手が現れた。新型コロナウイルスだ。 

 私共夫婦は定期的にインフルエンザの予防注射を打っている。まだ罹病はない。家内が煩いので

邪魔臭く思い乍ら医院に行くのが現状である。 

今回の世界に蔓延した感染症は未知で非常に厄介だと報じられている。 

 小生幼き頃、ペスト・コレラ・赤痢・疱瘡等と親から知らされた。長じて海外に出る時マラリア

の予防注射ぐらいの知識しかなかった。 

 新聞・ラジオ・TVで見聞するのみで、それ以上の事は全て専門家の方々にお任せしよぅ。 

3月中旬より家に籠り知人・友人との会話もなく、好きな麻雀・カラオケ等趣味・道楽は一切中止。 

歯科医の診察と 30 分ぐらいの散歩が精一杯で、又、猛暑による“霍乱”も恐ろしく、野良仕事も

程々に控えているのが現状である。代わりに与えられた時間(暇) ?を有効に利用し TV・DVDで演芸・

歌・スポーツ・ニュース等と、昔の洋画を鑑賞している。 

 皆様方に於かれましても同様なこととお察し申します。この寂しさを早く解決できる事を祈念い

たします。 

この貴重な時間を無駄にせずトランプ・花札・小倉百人一首等で遊ぶか ! ! 

お姫様を捲り大喜びし、坊主では蝉丸禅師に人気が集まる。子ども・孫たちの帰省もなく、家内と

の坊主めくりは様にならない。 

 洋画では『頭上の敵機』(1949) 主演グレゴリーペック。『眼下の敵』(1959)クルト・ユルゲンス、

ロバート・ミッチェル、『史上最大の作戦』(1962)ジョン・ウエイン、ヘンリー・フォンダ、ロバー

ト・ミッチェル、この三作品は第二次世界大戦での連合軍 VS独国ヒットラーの戦記で戦略・戦術・

判断・決断・規制・無情・愛情・友情等々改めて勉強させられた。 

 油断大敵。戦中の標語「欲しがりません勝つまでは」「勝って兜の緒を締めよ」もラジオ・TV 等

で聞くようになった。当時を思い浮かべ乍ら世の中がなんとなく暗くなった様に思う。 

厭なことは扨て置き流行新語について考えた。 

◎三密 (閉・接・集)厳守。 

 三密の「三」を色々な事柄に譬えてみよう。        
 

 “此の時期に誠に不謹慎である”との叱責はご勘弁下さいね。     
○餡蜜・蜂蜜・壇蜜  💛美味しそうだ。 

○ハイドン(1732) モーツアルト(1756) ベートーベェン(1770) :ウイーン古典派三巨匠 

○トスカニーニ(1867)  カラヤン(1908)  小澤征爾(1935)  :クラシック音楽の指揮者 

○美空ひばり(1937)  江利チエミ(1937)  雪村いづみ(1937) :歌う三人娘 

○銚子・加銚子・三方 :雛人形の三人官女の名前 

○大政・小政・森の石松 :清水次郎長一家・・・旅姿三人男の歌で有名 

○進藤英太郎(1899) 山本礼三郎(1902) 吉田義夫(1911)  :悪役俳優(名セリフ数々) 

○坂東妻三郎(1901)  嵐寛寿郎(1903)  片岡千恵蔵(1903)  :チャンバラ時代劇の名優 

○佐分利信(1901)  上原 謙(1909)  佐野周二(1912)   : 松竹三羽烏と囃された 

○石川五右衛門(1558)  日本左衛門(1719) ねずみ小僧次郎吉(1798)  :三大盗賊 

三 
3 

https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=119084&ct=&sw=
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○曽我十郎祐成(1172)  五郎時政(1174)        :一富士  富士の裾野で父の仇討、曽我兄弟 

 大石内蔵助(1659)  赤穂義士、           :二鷹     (大石の家紋) 忠臣蔵で有名 

 荒木又右エ門(1598) 義弟渡辺数馬の助太刀  :三茄子   伊賀越えの仇討 (決闘 鍵屋の辻) 

   余談=荒木又右エ門の 36人斬り??で有名(なすびの花に仇花が無い)と言われ仇討にげんを 

担ぐ 

 

鎌倉南北朝時代の武将で共に後醍醐天皇を主君と仰ぐ忠臣 

○楠木正成(1294) :大楠公と称され「嗚呼忠臣楠子之墓」として湊川神社に祀られる。 

          明治 32年(青葉茂れる桜井の)尋常小学校唱歌として習う。 

○新田義貞(1301) :源氏の血を引く名門武将。明治 42年(鎌倉)文部省唱歌として小学校時代習 

う。“稲村ケ崎名将の剣投ぜし古戦場”と現在もカラオケで歌われている。 

○児島高徳(1301) :備前国出身の武将。主君のあとを追い、桜の幹に十字の詞 

         「天莫空勾践 時非無范蟸」を書きつけた。大正 6年(児島高徳)尋常小学校唱  

歌として習う。 

子どもの頃から現在迄色々修得した事を思い出し乍ら記述したが、調べの中で、「教育勅語・軍事

教練」等で洗脳された教育が、ある時期“真逆”となる事柄があり驚いた。(“真逆”は日本語とし

て文化庁の調査結果で 2003/4年ぐらいから、使われる様になり 30才代 60%  50才代 20%  60才

以上は非常に少ないそうだ。 

譬えば この言葉は私の古い英文辞書にはない。即ち、歴史上有名な武士が盗賊であったとか? 

偏見と主観的な散文。ご笑読いただければ幸甚に存じます。 

 最後になりました。 

 

  [小生の座右の銘] 

   ○「勝って驕らず 負けてぼやかぬ」 

たら・ねば・無しだ お友達         (都々逸、七七七五の 4句) 

      ○予報官 でしょう そうです 見込みです  (気象川柳) 

                                     令和 2年 8月 23日  

 

訃 報 

 会員 前田雄次郎さんは 8月 28日ご逝去されましたので謹んでお知らせ申し上げます。 

 故人は新年会でハーモニカ演奏と軽妙な語りで雰囲気を盛り上げ、私たちを元気づけてくだ 

さいました。享年 95歳。   心よりご冥福をお祈りいたします 

 

 

今後の行事予定              

               

同好会活動のお知らせもご覧ください。 

開 催 日 行 事 名 場  所 備考  

10月 27日(火) 
秋の親睦グラウンドゴ

ルフ大会 

豊能町ふれあい広

場 

予備日 10月 29日(木) 

詳細は 10月号でご案内します 
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同好会活動のお知らせ (お問い合わせは各代表者へ) 

 編集後記 

 猛暑の 8月でした。お変わりなくお過ごしのこと 

と思います。稲田の案山子も今年はなんだか寂し 

そうです。残暑の中 9月号お届けします。 

 

ご投稿よろしくお願いします。                      

土井一実  dok.riki@iris.eonet.ne.jp   ☎・Fax 738-2376     

同好会名 
代表者 

TEL 
場 所 

実施日 
時  間 備     考 

9月 10月 

手作り玩具
の会 

正木國博 
738-2896 

 休会 19(月) 
9:30 
～ 

12:00 

9月は休会します 
10月 作品: ・ スピニングコマ他 
       ・    

 囲碁の会  
香川忠輝 
738-1073  

西公民館  

7(月) 
木工室 
18(金) 
美術室 

5(月) 
木工室 
16(金) 
美術室 

12:30 
～ 

17:00 

コロナウイルス感染予防対策に手を尽くして元 
気に活動しています。皆さん一緒に楽しみましょ
う。お待ちしています。 

 歴史の会 古寺忠夫 
738-6069 

 
福知山 
ほか 

 

18(金) 16(金) 
9:00 
～ 
16:00 

9月は明智光秀第二回で福知山城を訪ねる予 
定です。検温、マスクの着用で。 
申し込みは古寺代表まで。 

パソコン・デ
ジカメクラブ 

 
中村 亨 
738-3021  

西公民館 
視聴覚室 

 
19 (土) 

 

 
17(土) 

 

9:30 
～ 

12:00 

それぞれのレベルに合わせ懇切丁寧に指導。 
1月からは「ワードの基礎」を勉強しています。 
引き続きワードです。 

 
彩りの会  

 
岡田 緑 
738-4769  

 
西公民館  

 
 

18(金) 
小会議室

(1) 

 
16(金) 

視聴覚室 

時間は備
考欄に 

引き続き、アクセサリーにもなる買い物袋 
を作ります。 9月:12:30～17:00 
             10月: 9:30～12:00 

ひまわり会 
(歌体操) 

田中久美子 
734-1705 

 
西公民館  

 
16(水) 

 
21(水) 

 
10:00 
～ 

11:30   

久し振りの出会い。やっぱり仲間はいいです
ね。コロナに負けず笑顔で楽しみましょう。 

とよのうたう 
会 

平田敦子 
738-7547  

「かりな」 
コープ新光
風台店内 

 
24 (木) 

 
22(木) 

 
17:00 
～ 

20:00   

「支所前16:40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、 

懐メロ派大歓迎。  

豊能語り部 
の会 

 
谷 啓子 
737-0303  

西公民館 
 

9(水) 
 

 
14(水) 

 

 
13:30 
～ 

16:00  

今月も、ソーシャルディスタンスを取りなが
ら発声や朗読を楽しみましょう。 

ペタンク 
クラブ 

竹田登喜勇 
738-2174 

ふれあい
広場 

毎週 
日・水・金 

 

 
毎週 

日・水・金 
 
 

9:30 
～ 

11:30 

ペタンクは子供も大人も、年齢に関係なく 
プレー出来ます。青空の下で、あなたも始 
めませんか! 運動し易い服装で来てくださ
い。ペタンク球など準備の都合上、竹田ま 
でご連絡ください。 

G・Gクラブ 藤原忠嗣 
738-2358 

ふれあい
広場 

  10(木) 
 

24(木) 

 8(木) 
 

22(木) 

 
13:00 
～ 
15:00        

       

初めての方、ご一緒にプレーしませんか。 
道具は当方で用意します。 
 

スポーツ吹矢 
の会 

貝原吉男 
738-1900 

東ときわ
台自治会

館 

5(土) 
 

19(土) 

 
3(土) 

 
17(土) 

13:00 
～ 
15:00 

9月は創部1年になります。腹式呼吸を中心 
に、礼に始まり礼に終わるまで。初心者歓 
迎 ! 会費1回400円 吹矢はお貸しします。 
 

 

9月の花 ハギ 

 


