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 ≪巻頭言≫ 

"禍を転じて福と為す" 

会長 香川 忠輝 

 

アフターコロナ、即ち外出・会合・飲食もままならないコロナ禍が一応の

終結を迎えたのち、私たちの生活はどうなっているのでしようか？ 

 

元に戻る？ 現状プラスアルファ？ 以前の生活を超える‼ 

 

私がコロナ禍で行ってきた散歩、といっても 1日 1時間に満たない程度。毎日のように一人で行

動することは今までの日常になかったことです。「寂しい」限りです。 

しかし、緑道や公園に咲く花の移り変わりや街路樹の新芽を見ることが徐々に楽しみになってき

ました。特に樹木の根元近く、コンクリートに囲まれた地面のすぐ上のところから小さな葉が出て

きている風景は、木々のたくましい生命力について不思議な感動を与えてくれます。近くの緑道に

ある樹木でも名前を知っているのは、アメリカフウ（紅葉葉楓『モミジバフウ』 マンサクの仲間

で葉が 5～7つに裂けておりモミジに似ていますが・・）のみで、他は○○かな？という程度、ほん

とに全く知りません。アメリカフウも昔、名札がかかっていたから知ったものです。 

コロナが収束し、人と会えることを待ち望んでいますが、一方でコロナ以前に戻るのではなく、

それを超えることができないかと思います。一人で行うことは、家庭菜園・庭の手入れ・俳句・川

柳・読書・散歩など「寂しい」以上に贅沢な時間ではないか、と思います。できれば、散歩という

その贅沢な時間に目的が持てれば、と考えます。私の場合は、公園等の街路樹に興味を持ちました。

今日、散歩で見た樹木を帰宅後図鑑や PC で確認していきたいと思います。散歩に目的が必要か？

は、いろいろ意見があるところですが、目的があったほうが長続きし、関心が広がっていくと思い

ます。 

 

「禍を転じて福と為す」うまくいきますでしょうか？ 
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読者投稿 

 

モノは考えよう 
                        老人大学 21期 原田裕亘 

スポーツの大舞台で、多くの人が共有してきた言葉は「自分の力を出し切れば勝てる――」と。

アスリートは天を仰いで自分につぶやき、コーチは繰り返し励まし、観客は心に祈る。 

 なんと美しい光景か・・・。近代オリンピックの創始者クーベルタン男爵の言葉に「オリンピッ

クは勝つことよりも参加することに意義がある」と。私は小学生の頃、この言葉に感激。どのスポ

ーツにも夢を抱いて没頭してきた。苦しい時も耐えた。今もこの精神は根底にあると信じ、どのス

ポーツも心から応援し楽しく見てきた。 

 しかし今や 商業主義の台頭→政治が関与→勝利至上主義→プロ化→遺伝子工学の進歩→「本来

の自分」の定義がゆらいでいる。それが高じて薬物によって遺伝子を自由に改変できるようになる、

まもなく検査機で発見出来、大問題化した→ロシアで薬物常習化→五輪出場停止→ロシアの I O C

へのウラミ→たまたま当時米中経済戦争勃発→戦争が全世界に影響→更に２～３年前から準備し

ていた最後の手段、コロナ戦争へ発展→I O Cにウラミをもつロシアがこれ幸いと参戦、東京五輪

を潰そうと無職の日本の若者を手先に、バラ蒔きを始めたか――。（飽くまでも想像）先週２回、と

きわ台駅前で、顎マスクでそれらしい振る舞いの若者を見た。ヒョットすると・・・。 

  五輪はこれまで――。I O Cは解散・・・。 

 五年前、「T O K Y O」ジャック・ロゲ会長の奇異なヒビキ――。森喜朗の誇らしげな顔・・わが

同世代で最もハジさらしの男の顔が歪んで見えた。将来何か起こりそう。そう感じた。あの男がや

ることでうまくいったためしがない・・・。恐ろしいことにその予感が今、当たった。 

  勝利至上主義が生む誘惑に人類は勝てない 

 

 此の２０数年来、科学の進歩には目を見張るものがある。それも年を追う毎に変化にスピードが

ついてきた。 

 ⓵１９６０年、ローマ五輪で興奮剤を使用した選手が死亡して以来、ドーピング検査機は次々に

開発される新薬に対抗してきた。しかし「遺伝子ドーピング」の開発が世界競争となり、検査機の

開発が追いつかなくなり、異常が発見できなくなりつつある。 

 ②パラリンピックでは選手の弱点を補う機器の開発が大競争に発展し、機械競争の様――。最早、

「本来の自分」ではなく、言い換えれば器具オリンピックになっているのだ。 

 

 更に「東京五輪開催都市契約」によると、正に「不平等条約」であることを知った。その中身は

圧倒的に I O Cに有利になっている点だ。 

① 中止の判断は I O Cの「全権」事項である。 

② 中止になったら日本に賠償請求できる。 

 

ここ迄なら I O Cのボロ儲けと思いきや、事はそうではない。I O Cは又、別の分野の契約がある。 

 金額的に最も大きいのは「放映権料」である。I O Cの総収入約６２００億円の実に７３％を占

める。その最大の得意先が「米 N B Cユニバーサル」・・・。 

 流石に、世界のすべての分野で覇権を握っている米国、商業主義の最大の華やかさで突出してい

る稀代のモデル版・・・。米国の民主主義は、日本が真似できない異質なものになっている。トラ 
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ンプはワクチンで儲け、五輪でも儲けようとするとは日本の常識では付き合いきれない。これから

は日本らしさをもっと世に問うべき時が来ていると思はないか、菅さん。 

 覇権主義がスポーツに入ると、もうスポーツに魅力はない。この儘では次の五輪に向けて手を上

げる国は無くなるだろう。 

★ 夢の多かった五輪よ、サヨウナラ！ 

   東京五輪が人類最後の大会と思えば、大赤字でも仕方あるまい。これから税負担（色々名目を  

変えて）を余儀なくされるだろう・・・。 

★ 恐ろしいものはいつの間にか身近にある。今日、生きているだけで運がいい。 

毎日自分ができることを一生懸命やっていればいい。 

チンコロ姉チャンの富永一朗が逝った、享年九十六歳。アンタはしあわせ・・。 

 

       

 

バラエティークイズ 

1. マッチ棒クイズ 

 マッチ棒 1本だけ動かして、正しい式にしてください。 

①  

      

②  

       

  

2. なぞなぞ問題 

1. 子供も大人もぬぐことはできるけど、きることができないものなあーに? 

2. 押すと気持ちいい、落とすと割れるもの なぁーんだ? 

3. かがみにあって、ガラスにない、草にあって、花にない、しりにあって、はらにない、 

これなあーに?          (答えは 9ページにあります) 
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ONCC１期 林 純二 

皆様 いかがお過ごしですか。 

昨年の４月より一部のコンサートを除き多くのコンサートが中止もしくは無観客での 

演奏になりました。 

私も昨年４月のロビーコンサートは延期、その後中止となりました。自宅での無観 

客で演奏し録音し CDを作成しました。 

緊急事態宣言が解除になりユーベルホールが使用できるようになりました。 

クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインに則り下 

記の通りミニコンサートを行う予定です。(新型コロナウイルス感染拡大によりホール 

使用が不可になった場合は中止となります) 

つたない演奏ですが、お越し頂けましたら嬉しいです。 

 

記 

 

      日時  ２０２１年８月８日（日曜日） 

           PM３：００～４：００ 

      場所  豊能町立ユーベルホール 

      曲目 

        A.スカルラッティ   小四重奏曲 

        J.B.ルイエ      リコーダーソナタ 作品１の３ 

        B.マルチェッロ    リコーダーソナタ 作品２の１１ 

        G.P.テレマン     リコーダーソナタ ヘ短調 

        スタジオジブリ    千と千尋のカノン 

        北川 悠仁      栄光の架橋 

演奏  リコーダーアンサンブル とよの 

リコーダー：林 純二、湯本 節、中村文雄  

チェンバロ、ピアノ：林 愛子 

      入場無料 

      お問い合わせ ０７２－７３８－３５９１（林） 

 

  ☆リコーダーアンサンブル とよの 

２０１８年に林 純二、林 愛子、湯本 節の３名で

結成されたバロック音楽を中心にリコーダーと鍵盤楽

器であらゆるジャンルの曲を演奏しているグループ。 

その後中村 文雄が参加し現在４名で豊能町を中心に 

音楽ボランティア活動を行っている。 
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岡田忠弘さんを悼む 

   高 2 土井一実 

4月 27日岡田さんの訃報を聞いた。「うそ!」と思わず叫んだ。3月の終わり頃電話で

話したし、4月 13日までメールで何度もやり取りしていたではないか。  

ごく近所に住んでいながら岡田さんとは面識がなかった。私は退職後、大阪府アクティブシニア

講座の 2期健康福祉科に入学した。そこでは 1期修了の方が 2期生の私たちの授業に先生のお手伝

いとして度々来てくださっていました。その中に岡田さんがおられた。そういう縁で知り合い、以

後、大阪府高齢者大学校、高齢者大学同窓会豊能、大阪府北部コミュニティカレッジ(ONCC)、光風

台地区相互支援ネットワーク「ゆうあい」、野菜作り「KGN」等一緒に活動する機会が増えていった。 

岡田さんは私より 5か月程早い生まれ。真面目で責任感が強く、几帳面、気配りの行き届いた温

厚な人でした。そして博識で、何事にもおおざっぱな私とは対照的な人でした。だから私は岡田さ

んから学ぶことが多かった。性格的、能力的に今更変えられないものがほとんどだが、その中で一

つ、私にもできると思えたのが「定刻の 10分前に着く」ことであった。これは今でも心掛けていま

す。 

このような人柄だから多くのグループ・団体にかかわりを持たれ、いずれの組織でも欠かせない

人であったことは間違いない。改めて岡田さんの存在の大きさに気づいたのです。 

ONCCでは、豊能町吉川自治会館で 1期「野菜作りを楽しむ科」を開講することになり、その受講

生募集に常任理事の岡田さんをリーダーとして豊能町全域、箕面森町、川西の大和団地等 1万戸近

くを同窓会の方々の応援を得ながらローラー作戦を展開し、その甲斐あってその年は予想を大幅に

超える 40 余人の受講生を集めることができました。ホントによく頑張りましたね。それからも毎

年受講生募集の折には二人で手分けして募集要項を各所に配りました。 

一緒に活動した時間が一番多かったのは野菜作り「KGN」活動だった。ここでは週 1 回の定例日

に 4人集まって作業しています。いつも肥料・苗・種・備品購入となんでも岡田さんに頼んだが嫌

な顔一つせず引き受けてくださったし、獣害除けの電柵設置工事ではプロ顔負けの施工もしてくだ

さいました。そのうえ野菜作りの知識・技能も深く私達はすっかり頼り切っていました。 

また、光風台地区相互支援ネットワーク「ゆうあい」のコーディネーターとしても長年活躍され、

生垣や小木の剪定、草取りなど器用にこなされ利用者さんの信頼も厚かった。 

高齢大同窓会では長年、副会長として会の運営に携わり、持ち前の几帳面さと万全な準備遂行力

で会の運営発展に大いに寄与してくださいました。 

苦しかったと思われる病床にありながらも、ご自分が担当されていたことについて「よろしくお

願いします」等のメールが 4 月 13 日まで度々入っていたのです。最後まで気にかけておられたの

だと思うと切なく敬服・感謝しかありません。だから私は今でも毎朝、岡田さんからのメールを無

意識に待っています。 

KGN の畑では間もなくタマネギの収穫時期を迎えます。あなたが仕入れた苗です。

いいタマネギが出来ていますよ。岡田さん、早く逝きすぎですよ。みんなで収穫でき

ないことは残念でなりません。もっと一緒に活動したかったのに。 

これまでの友情に感謝しお礼申し上げます。ありがとうございました。 

謹んで哀悼の誠を捧げます。 

            令和 3年 5月 1日 
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"野球放送" 
 

老人大学 26期 石田三雄 

◎『明日の天気は晴れ時々曇り、所によりにわか雨』 

 ＮＨＫ(日本・薄謝・協会)ＪＯＢＫ(日本・大阪・馬場町・角)?による。 

  昭和初期のラジオ放送の天気予報であった。多くの児童が年一度の楽しい遠   

足・運動会に晴天を祈り、照る照る坊主を軒下に吊るし「あした天気になぁ  

ーれ」。友達と下駄等を蹴り、その裏表の結果を占ったりしたものだ。又、遊 

びは宿題を終えて、近所の公園・広場・社寺の庭等で釘さしゲーム・宝探し 

合戦・ぺったん(メンコ)・ビー玉等々。球技はドッチボール・キックボールが主体で小学校の体 

育の時間にも行われた。 

  ＴＶ・スマホ・パソコン等の近代兵器!?の無き時代の子供達は、誠にたわいない遊びを日暮れま 

で楽しんだものだ。今にして思えば不憫であった様に思われる。 

 

  1993年気象予報業務法の改正により、気象予報士が設置され 2021年現在資格者数 10840名。 

最近報道機関による気象報道が多すぎる?と思っていた原因がやっと解った。 

 7、8年前であったが 6月 7日に入梅の放送があり、その後約 2週間程雨が降らなかった。 

野良仕事での散水に家内共々大変疲れたことを思い出す。入梅が早くても出梅は夏至の後の日と  

決まっている様で、梅雨として例年通りであるそうだ。 

  花見時、桜前線が良く報じられるが、少々ずれがあっても花見客とその関連業の方が、がっかり  

する程度の影響だと思う。 

  大気が不安定であり、それに伴う颱風・豪雨等による災害に対処する為の情報収集に日々懸命

の努力を重ねておられる気象予報士の方々には、深く敬意を払っている。只、少し言葉遣いが気に

なる。 

  即ち、「でしょう・そうです・と思います・見込みです」が決まり用語に聞こえる。 

特に短い時間に数多く使われているのが「例」・・・・が降りそうです。暑くなりそうです。 

これは・・・・が降ります。暑くなります。で良いと思います。 

  何事にも文句をつける人がいる。それらに対して、語句・文言に気を使う事はない。あくまでも  

予報であると考えるべきではないかと考えている。 

 

◎引き籠りの高齢者にとっても、大変明るいニュースだ。早く明日が来てくれ!!と未来志向が湧い 

てくる。ちょっと大袈裟かなぁー・・・?  

    "関心の無い方にはごめんなさい" 

ＭＬＢのアイドルになりつつある Ｍr.Ｓ.Ｏ 投げ・打つ・走る姿は誠に健気で  

ある。そして非常に行儀も良い、幼児期の家庭の躾が良かったと思われる。心・ 

技・体も三刀流であり、日本の国を明るくしてくれている。 

  昨年は暗い一年であったが、有・無観客等制限もあるがＴＶなどによるスポーツ放送が多くな 

った事が嬉しい。 

 

   1938年夏。父親に連れられ甲子園球場に野球観戦(全国中等学校野球大会)に行く。約 80数年  

前で尋常小学校 2年生の時であったが、未だに鮮明に覚えている。 
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 旧制 甲陽中学校のエースで 3番バッターの別当薫さんの勇姿に小さな胸を轟かした。慶応義塾

大学で六大学の活躍・実業団全大阪・大阪タイガース(現・阪神タイガース)・毎日オリオンズ(ロッ

テ)等その後、数々の球団監督を歴任され日本野球界に大きく貢献された。(詳しくは辞書・スマホ

等で調べてください) 

 

 戦後、社会人となり上記別当薫さんの影響を受けたのか・・・。日本プロ野球のファンになる。

阪急電鉄の沿線に居住した事が多く、阪急ブレーブス(現、オリックス・バッファロー)を応援する

事になった。当時の球団社長は旧制中学校の同窓であり、同窓忘年会等にブレーブス・グッズを宣

伝として持って来てくれた。 

 

◎さて、今回はプロ野球の試合・球団の贔屓等を放送するスポーツアナウンサーについて私感 

を述べることにした。 

 常に、公平・中立である事。滑舌で標準語を基本とすべきであるが、実在的でな   

く共通語の謂にほかならないと云われる。 

 

●野球放送には、解説者(野球の専門家)がゲストとして参加するが、スポ・アナ 

の喋り過ぎには困ったものだ。ゲストが話すべきことを横取りし、ペラペラと際限なく喋る。ご   

本人にそんな意図はないだろうが、視聴者はたまらない。ゲストも嫌になるのではと思う。アウ  

トカウント・ボールカウントの間違いがあっても修正の言葉はない。これらはスポ・アナの一部 

の人であり誤解のないように!!  

 

只 多くのスポ・アナの共通用語は 

  〇ランナーが 1塁 2塁(アウトカウント・1死、又は 2死)「2塁ランナーが帰れば同点!! 1塁 

   ランナー帰れば逆転」 

  〇試合開始で 1番バッターに対し(勿論ノーアウト)「ピッチャー投げました。〇〇選手打ちま 

した。ショートゴロ。1塁送球、アウト!! ワンアウト、ランナー無し」 

  〇野球放送の視聴者(TV.ラジオ)は老若男女と色々な方が観ている。 

   (ラジオ放送)聴者。 

試合の進行・回数・選手のポジションその他、勝敗の点数、先攻・後攻、アウトカウント、 

ボールカウント等々、充分なアナウンスが必要である。 

   (TV放送) 視者 

    画面に映写される為、必要以外の説明はいらない。 

  ※ラジオ・TV共に野球ルールに精通している方ばかりではない。特に最近は投手の球種、スピ 

ード等々  

【例】カーブ・カットボール・チェンジアップ・ツーシーム・ホークボール・ナックル等々 

多くの種類がある。 

 

昔の名投手と言われた、金田・稲尾・小山・米田他の投手のボールは 

1)豪・快速球(ストレート)     2) 大きく曲がる球(カーブ) 

3)胸元をえぐる球(シュート)   4) 大きく落ちる球(ドロップ) ぐらいで勿論スピード・ガ

ンなどはなかった。ＭＬＢでは哩(約 1609メートル)、日本では粁(1000メートル)で換算されて

いる。スピードと球種に拘り過ぎるのは大変聞きずらい。 
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 ※以前我が家での事; ワンアウト満塁の場面、攻撃側の打者が高く上がった内野フライを打った。  

審判員(主審)は直ちにバッターアウトを宣言した。家内は不思議そうな顔をして、内野手が落 

ちてくる球をまだ取っていないのに? と このプレーについて説明するのに随分と時間を費 

やした。 

(インフィールド・フライ)野球で、無死または一死で、走者が一塁・二塁、又は満塁の時・・・・・・。 

 

 投稿の約束日が切迫して来ました。次回に書き残したこと その他面白い話があれば投稿しまし 

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  川 柳 
 

                 高大 3期 九村利則 

 

   ・マスクして しわも隠れて 若く見え 

     ・巣ごもりで 忙しいあのころ 懐かしむ 

     ・近頃は 「ワクチン打ったぁ」が 挨拶に   

     ・会期末 コロナ忘れて 選挙区へ 

     ・接種終え 凱旋気分で 繁華街 

     ・医師会は 仁より算に 目がくらみ 
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ご存じでしたか? 

 

 我孫子町から世界へ 

                         ～日本発のバリアフリー 

 

 世界で初めて点字ブロックが設置された駅は大阪にある JR西日本阪和線「我孫子町」駅。 

岡山県出身の発明家三宅精一氏によって 1965年に点字ブロックは生まれた。 

 当時、高度経済成長による交通量の増加に対して交通整備が間に合わず、運転マナーも悪いこと

から交通事故件数はとても多かった。 

 ある日、三宅氏は白杖を持った視覚障がいのある人が、道を横断中、そのすぐ横を車が走り去っ

たのを見た。その時、どうにか目の不自由な人たちの交通安全を確保できないかと考えるようにな

った。そして試行錯誤の末、発明されたのが点字ブロックだった。 

 点字ブロック敷設第一号は岡山県盲学校近くの横断歩道口。発明から 2年後のことで、画期的な

発明としてメディアにもたくさん取り上げられた。点字ブロックを

広めようと、全国約 4,000ケ所に無償で提供もしたけど、点字ブロ

ックの普及は思うように進まなかった。 

 そんな時、点字ブロックの存在を知った大阪府立盲学校(現大阪

府立大阪南視覚支援学校)の教職員や PTA が駅に点字ブロックを置

いてもらえるよう旧国鉄に点字の陳情を送った。 

 そうして我孫子町駅に点字ブロックの導入が実現。これを機に JR

の各駅で設置が進められ、点字ブロックは全国各地に広がった。三宅氏をはじめとした開発関係者、

そして当事者、その支援者の願いや努力がついに認められた。 

 今は当たり前にある点字ブロックは、人々の努力のおかげで、all over the world。世界中に

広がっているのです。 

 毎年 3月 18日は点字ブロックの日です。 

   大阪府社会福祉協議会 広報紙「ふくしおおさか」秋号(2020)より 

 

 

 

今後の行事予定  

   

ワクチン接種は順調に進んでいますが、当面予定している活動はありません。 

もうしばらくお待ちください。 

バラエティクイズの答え 

1.マッチ棒クイズ  ① 15 X 3 = 38 + 7    ② 6 X 3 =18 

2.なぞなぞ     ① くつ ② ツボ(ハリ・壺)  ③ 餅 

 

光風台駅の点字ブロック 
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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) 

 

同好会名 
代表者 

TEL 
場 所 

実施日 
時  間 備     考 

7月 8月 

手作り玩具
の会 

正木國博 
738-2896 

西公民館 
小会議室 

(2) 
休会 16(月) 

9:30 
～ 

12:00 

7月は休会とします。 
8月は開催予定です。 

 囲碁の会  
香川忠輝 
080-2534 

-7615  

西公民館  

 
5(月) 

木工室 
16(金) 
美術室 

 

2(月) 
木工室 
20(金) 
美術室 

12:30 
～ 

17:00 

夏がやってきました。2ケ月余りの活動休止を 
経て、満を持しての対戦再開です。一度覗い 
てみてください。 

 歴史の会 古寺忠夫 
738-6069 

 
 

休会 
 お盆 
休み 

9:30 
～ 
12:00 

全員がワクチン接種を受けた後、活動再開を 
原則といたしますが、9月は再開見込みです。 
「木食上人」縁のお寺を計画しております。 

パソコン・デ
ジカメクラブ 

 
中村 亨 
738-3021  

西公民館 
視聴覚室 

 
 17(土) 
 

 
21(土) 

 

9:30 
～ 

12:00 

それぞれのレベルに合わせ懇切丁寧に指導。 
「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  

 
坂野淑子 
738-0125  

 
西公民館 

  

 
16(金) 

 

 

20(金) 
 

   9:30 
～ 

12:00 

久しぶりに顔を合わせ、おしゃべりを楽し 
みながら今後の活動について話合います。 
  

ひまわり会 
(歌体操) 

田中久美子 
734-1705 

  
 

休会  
 

休会 

 
10:00 
～ 

11:30   

まん延防止等重点措置に変わりましたが 
もう 2 か月お休みします。 
9 月は再開できますように! ! 

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 

 
22 (木) 

 
26(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 
 

 14(水) 
 木工室  

   
11(水) 

 

 
13:30 
～ 

16:00  

7月は、場所が木工室になっております。 
持ち物は前回お知らせした通りです。 

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 

 8(木) 
4週目は 
夏休み 

 

2週目は 
夏休み 
26 (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 
休会 

お盆
休み 

13:00 
～ 
15:00 

ワクチン接種が開催の目途となります。 
箕面支部の再開も9月ですが、小山先生と打ち
合わせの結果9月からの再開といたします。 

 

編集後記 

コロナワクチン接種は軌道に乗ってきたようで 

少し安心かなと思います。本広報紙の原稿が足 

りません。ウオーキングのお話など、どんな内容 

のものでも結構です。ぜひご協力お願いします。 

  土井一実 dok.riki@iris.eonet.ne.jp   

      ☎・Fax 738-2376    

≪トマト畑と 

シャンシャイン≫ 

「豊能町保健福祉センター北側入

口左」 

制作者 中川浩之 

素材  豊能町産御影石 

制作年 1999(平成 11)年 


