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新年明けましておめでとうございます 
会長 香川 忠輝 

 皆様、明けましておめでとうございます。 

 日頃は、当高齢者大学同窓会豊能の運営につきまして、多くのご支援・ご協力をいただき誠にあ

りがとうございます。 

 やっと落ち着きを見せているコロナ禍ですが、新たな変異株の出現等、予断を許さない状況が今

なお続いております。私たちの同窓会は、令和 3年の 1年間を通じて、コロナ禍の影響により満足

な活動ができませんでした。単独行事では、令和 3年 1月の「新年会」中止、4月の「総会」が対

面ではなく書面議決で実施、夏・冬の「青春 18きっぷの旅」中止、に加えて、連協行事におきまし

ても、文化祭の中止、他同窓会（茨木・豊中）との交流会の中止等、当同窓会のグラウンド・ゴル

フ大会以外は、ほぼ中止せざるを得ませんでした。 

 また、令和 4年 1月の新年会も中止としました。 

 なんとか会員の皆様が集まる機会を作ることができないか？として、2 月の「懇親会（詳細は 2

ページ）」、3月の「日帰りバス旅行」、同じく 3月の「お花見ハイキング」を実施します。もちろん

コロナ感染の状況次第ですが・・・。他の同窓会においても活動中止が相次ぎ、最近になって慎重

に再開し始めた状況です。 

全体行事ができず、同好会のみの集まりなら、同窓会は不要では？との意見も他の同窓会におい

て、出てきています。 

 3 回目のワクチン接種・開発中の治療薬等に大きな期待をかけていますが、私たち自身の基本的

な感染予防への対応が重要であることは、言をまちません。三密を避けながら全体及び同好会の各

種活動を行い、皆様の元気の源になれば、と考えています。私たち同窓会の基本理念（①自分自身

が健康であること ②周りの人とともに楽しむこと ③地域・人々への還元を行うこと）を忘れず、

令和 4年もコロナと共存できる新しい日常を目指して頑張っていきます。 

 本年も会員皆様のご支援・ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

⇒次ページ懇親会の案内をご覧ください! 
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懇親会のご案内 
 

皆さん 明けましておめでとうございます。昨年は、コロナに始まり、コロナで終わった一年でした。

恒例となっていた新年会も中止となってしまいました。 

そんな中、皆さんのご期待にこたえて何かできないか、熟慮の結果下記の要領にて「懇親会」を開催

する事に致しました。 

何分にも初めての試みなので旨く行くかどうか分かりませんが、皆さんの多数のかたが参加して

頂けるようご案内申し上げます。 

 

記 

 

日 時     令和４年２月５日（土）  １０：3０～１２：３０ 

場 所     東ときわ台自治会館  大・小ホール 

会 費     １,０００円（お食事付き）   明月記のお弁当です(会より補助あり)。お茶・味噌汁付。 

アルコールなし。 

催し物     ・リコーダーアンサンブルとよの の皆さん ※ 

         ・豊能語り部の会の皆さん 

         ・ひまわり会(歌体操)の皆さん 

申込期限   令和４年１月２5日（火） 

申込先     香川 080-2534-7615   林 ７３８―３５９１  九村 ７３８―４７５１ 

             藤原 738-2358        土井 ７３８－２３７６ 

         （コロナの感染状況等により中止になる事もご了承下さい。） 

 

         

          

      

 

 ※ リコーダーアンサンブル とよの 

２０１８年に林 純二(当会会員)、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。 

お 知 ら せ ! 

コロナ感染が再び拡大してきましたので、

誠に残念ですが本企画は中止とさせていた

だきます。ご準備していただきました皆様

申し訳ありません。ご理解ください。 

改めて機会を設けたいと思いますので、そ

の節にはよろしくお願いします。 
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 久さしぶりのおでかけしませんか 

日帰りバス旅行―岡山へ 
長かったコロナ自粛もようやくひと息。自粛疲れのストレス解消に、久々のお出かけをお考えの

方々のために、日帰りバス旅行を企画してみました。行き先はいわゆる吉備路、岡山県としました。

桃太郎伝説のモデルとされる吉備津彦を祀った吉備津神社、羽柴秀吉の水攻めで知られる備中高松

城跡、五重塔のシルエットが美しい備中国分寺などをめぐります。昼食は瀬戸内鯛のしゃぶしゃぶ

旬彩御膳を賞味します。 

記 

 

日 時 ３月１８日（金）西公民館前午前７時５０分集合（雨天決行） 

行 程 西公民館８：００出発＝龍野西 SA（休憩）＝吉備津神社＝酒工房独歩館（昼食・瀬戸内   

鯛のしゃぶしゃぶ旬彩御膳）＝備中国分寺＝高松城址歴史資料館＝吉備 SA・スマート

IC(休憩・お買い物)＝龍野西 SA(休憩)＝１８時頃西公民館着・解散 

費 用 １２，０００円（参加者１５人の場合） 

最少催行人数 １５人（参加申し込み者が１５人に達しないときは催行中止とします。 

また、新型コロナの第６次流行が広がった場合、独自判断で中止することがあります。 

申し込み締め切り ２月２５日（金） 

申し込み・問い合わせ 香川 ０８０－２５３４－７６１５ 林 ７３８－３５９１  

土井 ７３８－２３７６ 藤原 ７３８－２３５８ 

 

＊吉備津神社・鳴釜神事  吉備津神社ではかまどのの大釜で湯を沸かすとワーンワーンと音が

鳴る鳴釜神事というものがあります。建物の構造による共鳴現象ではないかと言われていますが、

吉備津彦に退治された温羅（鬼）の唸り声とも言われます。ただ、神事は金曜日がお休みというこ

とで、残念ですが見学はできません。 

＊備中国分寺  菜の花畑のむこうに五重塔が見える、ジェーアール西日本の有名なポスターが

ありますが、あれが備中国分寺です。西日本有数の映えポイントといえます。 

 

 

     

     国宝 吉備津神社         菜の花畑の奥に見える五重塔が備中国分寺 

参加者
募集 
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“五黄の寅年の初詣”のお誘い 

 
「歴史の会」恒例の「干支社寺巡り」のお誘いです。 

令和 4年（2022年）は 36年毎に巡ってくる「五黄の寅年」です。五黄の

寅年は、帝王のように強い開運力を持つといわれています。 

神獣「白虎」は西の方位を守り、正面を向く虎は八方睨みの虎として厄

を払います。子虎は、お金を「虎の子」と言うように金運、財運を祈願する縁起物です。 

 

日 時・・・１月２１日（金） 

集 合・・・ＡＭ ９：００ 能勢電 ときわ台駅（９：１３発 ９：１５光風台発） 

申し込み先 

      古寺（738-6069） 藤原（738-2358） 貝原（738-1900） 

二川（738-1278） 出野（738-2696） 北村（735-7432） 

申し込み締め切り日・・・１月１５日（日） 

スケジュール（予定） 

 お金神社 → 寅薬師西光寺（新京極通り）→ 錦市場 → 昼食   

→ 京都国立博物館（寅年特別展） 

費 用・・・＠約２０００円（食事代は含まず、博物館入場料は 65歳以上無料） 

 

＊デルタ、オミクロン株等のコロナの感染状況によっては中止になる可能性があります。その場合

は会の方から参加予定者に個別に御連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dodo.loftwork.com/news/2010/01/20100107_nenga.aspx
http://dodo.loftwork.com/news/2010/01/20100107_nenga.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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街歩き並みの登山
・ ・

 

高大 2  後藤 銃吾                                        

このところコロナ禍で在宅が多く、本当に息が詰まる日々を過ごしてきた。運動不足の解消には

団地内で散歩に精を出しておられるか方も多いことと推察いたします。ときわ台、光風台の周りは

素晴らしい環境に恵まれており、すぐ目の前に高代寺山、妙見山などの山があり、手軽に登山を楽

しむことができるのであるが、団地内の散歩に替えるにはちょっ

と荷が重いと思われる。団地内の散歩感覚で山歩きを楽しもうと

いうことで、12月 4日（土）の朝 10時に役員 8名が新光風台のシ

ートスに集まった。 

シートスから西側を臨むと谷を隔てて尾根が伸びている。この

尾根は標高 200ｍぐらいで続いており、シートスの標高とあまり変

わらない。尾根伝いに歩くと団地内の散歩とあまり変わりがないくらい上り下りは少ないのである。 

10時に集合して歩き始めた。シートスから少し南に下ると山の入口がる。ここからは山下道にも

つながっている。入口からはちょっとした上りで、山登りの雰囲気があるが、ほんの少しで歩きや

すい道になる。後は平坦か少しの上り下りで街歩き並みの快適さである。周りは雑木林で、少し時

期が遅かったこともあるが見ごたえのある紅葉はなかった。多くの落葉樹はすでに葉を落としてお

り、落ち葉を踏みしめて、カサカサと音を立てながら歩くのはなかなか気持ちがよい。45分ほど歩

くと標高 242ｍの尾根の最高地点に着いた。周りは木に囲まれていて眺望が効かないのは少し残念

である。ここで折り返してシートスに向かう。道は多方面に分岐しており、間違えると予期せぬ方

向に行ってしまう。山は浅いので、方向を

間違えても周りのどこかの人里に出るため

問題はないが、シートスに帰れないことに

なってしまう。 

当初の計画通り 11時 30分にシートスに

帰り着いた。登山というと拒否反応を示さ

れる方でも全く過負荷はなく、山の雰囲気

を存分に味わうことができました。歩行距

離 3.1 ㎞、所要時間 1.5 時間、歩数 7859

歩、長めのウオーキングになりましたが、

久しぶりに仲間と談笑しながらのハイキン

グを楽しみました。 

 

※このハイキングは役員有志の急遽まとまった話で、皆さんにお知らせする時間がありません 

でした。(編集者追記) 

 

≪予告≫ 
3月下旬、豊能町近辺のお花見を予定しています。 

豊能だより 3月号(3/7発行予定)でご案内します。 

一緒に行きましょう。お楽しみに♪ 

  

 

≪報 告≫

≫ 



 

- 6 - 

 

 

≪報 告≫ 

久し振りに大阪城を歩いてきました 
                       

     歴史の会  貝原 吉男 

今日は 11 月 18日（金）、天気は快晴！JR 大阪城公園駅に降り立った男女５名の顔は心持ち輝い

ていた。 

なにせ、全員コロナ騒動で自粛を余儀な

くされ、久し振りの外出であり、加えて今

年は3代目天守閣がコンクリートで建築さ

れて（1931年１１月６日）以来 90周年の

記念の年でも有るが故でもあろうか？ 

 

紅葉が真っ盛りの中、天守閣に向かう。途

中大阪城ホールの傍で、鮮やかなライトブ

ルーのミリタリールックの高校生らしい

100名ぐらいの集団に出会う。 

付近の見学者の方に伺うと、今日は、全国 29 校の高校の、高校野球で言えば甲子園大会の様な吹

奏楽（マーチングバンド）の全国大会とのこと、なんとなく幸先が良いなと感じる。 

青屋門から極楽橋を渡り山里丸に至る、秀頼、淀君自刃の地故か周りの紅葉の輝きの中、なんとな

く暗い感じがし、そこで秀頼の薩摩亡命論に、話が一盛り。 

 

元来、天守閣は信長が建てた安土城の天守閣が最初で有り、それぞれその建築時の城主の好み、性

格が天守に反映されていると言われているが、金ぴかの大阪城はまさしく派手好みの秀吉の性格が

もろに出ていると思われるが、その行く末を考えると金の輝きがなんとなく虚ろに思える。 

今日は大阪城観光ボランティアの北村さんと一緒に散策し途中何カ所かでガイドをして頂いたが 

私は中でも石垣の刻印石に興味を引かれた。 

全国 260藩余りの城主の怨念の一部が出ているようでも有り、彦根城、松前城、姫路城など今ま

で訪れた 30有余の城の中でも、その意味では最右翼ではなかろうか。 

お昼はジョーテラスで、かなり並んで和食を食べ、その後、かわいらしいロードトレインで再度

極楽橋へ。幾つになっても楽しいもので、後で乗ったエレクトリックカーでも、全員の顔がなんと

なく可愛く見えた。 

その後、桜門、蓮如上人袈裟懸けの松を経て JR森ノ宮へ。JR川西池田駅にはほぼ予定通りに帰

着しコーヒーとケーキで打ち上げる。 

北村さん、今日一日懇切丁寧なご案内、本当に有り難う御座いました。 

 

 

 

 

 

  


