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  ご一緒に町歩き、里山歩きしませんか!  

初回まずはぶらり初谷川へ 
 新型コロナ感染防止で、わが同窓会も総会が書面議決を余儀なくされるなど、 

一部屋外活動を除いてほぼ全面的に活動を停止せざるを得ませんでした。長く続いたステイホーム

もようやく終わりに近づいてきた今、まずお互いが顔を合わせて、とりとめのないおしゃべりをす

るというのが、日常を取り戻す第一歩となるのではないでしょうか。 

 そんなことで、３月末に黒川のさくらを見に行くミニハイキングを企画したのですが、雨が降っ

て中止。今回は再チャレンジで初谷川への里歩きを企画しました。歩くというよりはおしゃべりの

機会としてぜひ多数のご参加をお待ちしています。 

 

 ＜実施日＞ ７月１２日（火） 雨天中止（降水確率５０％以上） 

 ＜集 合＞ 阪急オアシス前広場 １０：００ (弁当不要) 

 ＜ウォーキングルート＞ 

① オアシス前 

② 東ときわ台２丁目鉄塔 

③ 妙見口駅・初谷渓谷分岐三叉路 

④ オオムラサキ（国蝶）飼育ハウス 

⑤ 炭焼き窯跡（案内板） 

⑥ 台場クヌギ（案内板） 

⑦ タラの木（川沿い） 

⑧ 間歩（案内板） 

⑨ ミツマタの木 

＊③から⑨は片道約３０分 

＜解 散＞ １２時頃 ③の三叉路 

< 問い合わせ>  藤原 738-2358 
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参加者募集 

青春１８きっぷの旅♪♪ 

北陸敦賀の市街地散策 
 新型コロナもようやく下火に向かい日常を取り戻しつつあるようです。わが同窓会も恒例の青春

１８きっぷの旅から活動を再開します。 

 今回の目的地は、福井県の敦賀です。敦賀と言えば、鳥取の水木しげるロードほど有名ではあり

ませんが、銀河鉄道９９９や宇宙戦艦ヤマトのキャラクター像２８体が並ぶ松本零士ロードともい

える「シンボルロード」、北陸道の総鎮守「気比神宮」、パリから東京まで続いていた欧亜国際連絡

列車の玄関口だった旧敦賀港の諸施設、「人道の港敦賀ムゼウム」など見どころはいっぱいです。本

会からはひと昔以上前に行ったことがあるようですが、再整備されたあらたな見どころもあるので

はないでしょうか。 

 

 ＜実施日＞ ７月２９日（金） 雨天決行 

 ＜集 合＞ JR川西池田駅 ８：４０ （ときわ台８：０２発） 

 ＜往 路＞ 川西池田８：５２発～尼崎９：０３着・０９発新快速敦賀行～敦賀１１：１５着 

 

 ＜敦賀の見どころ＞ シンボルロード、気比神宮、赤レンガ倉庫、旧敦賀港駅舎、金ケ崎城， 

人道の港敦賀ムゼウムほか 

 

 ＜帰 路＞ 敦賀１４：２３発新快速姫路行～尼崎１６：２８着・３０発６番線新三田行～川西

池田１６：５３着 解散 

 ＜費 用＞ ２６００円（青春１８きっぷ代ほか雑費）＝当日徴収 

 ＜申し込み締め切り＞ ７月１９日（火）までにお願いします。 

 ＜申し込み先＞ 九村７３８－４７５１、二川７３８－１２７８、石塚(美)７３９－２６３２、 

藤原７３８－２３５８ 

   ＊人道の港敦賀ムゼウム＝ロシア革命時のポーランド人難民、ユダヤ人難民（杉原千畝ビザ

保持者など）を迎え入れ交流した資料などを展示、入館料 500円。 
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春の同窓会豊能ＧＧ大会に参加して 
 

24期 古家 史郎 

５月２４日(火)、春の高齢大豊能杯親睦グラウンドゴルフ大会に参加

しました。 

当日は最高の天候に恵まれた 1日で、１７名の方々が参加されました。 

私は、競技開始直後の 2つ目のホール 6番で、はやばやとホールイン

ワンが出ました。それから調子づいて男性の方で優勝させて頂きまし

た。 

関係役員の方々、参加者の皆さん方有難うございました。 

女性部門の方は、参加をお願いして出て頂いた道鎮康子さん（ご主人が

会員）が最高得点で優勝されました。おめでとうございます。 

又、次回に向けて頑張りますので皆さん方も、月 2回の同好会ＧＧク

ラブ開催日には、ぜひご参加下さい。 

                            

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆成績表(敬称略) 

1. 優勝(女)   道鎮康子 

2. 優勝(男)    古家史郎 

3. 2位       中村亨 

4. 3位    古家徳美 

5. 4位    貝原吉男 

6. 5位    田付舒義 

優勝者 
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第 16回 豊中・豊能グラウンドゴルフ交流大会 
 23期 竹田 登喜勇  

令和 4 年 6月 7 日（火）第 16 回同窓会豊中・同窓会豊能のグラウンドゴルフ交流大会が開催さ

れました。 この大会はコロナ禍で中止されていましたが、今回は 3年ぶりの大会です。 大会前日

の 6 日（月）は 梅雨の様な空模様で大会開催が危ぶまれる天気でしたが、一夜明け大会当日の朝

は雨も止み、ちょっと曇りがちの模様、 いざ‼ 出発 豊能チーム 11名が 8時 02分のときわ台駅発

車の能勢電車で… 川西能勢口にて阪急電車に乗り換え豊中曽根駅下車、徒歩で 10 分程度で 大会

会場の豊中豊島公園広場に到着しました。 

 最近はコロナ禍も落ち着きを見せる日々、参加者は豊中 38 名・豊能 11 名の 総勢 49 名が全員

マスク着用で参加、チーム編成は豊中・豊能の混成です。 競技は 8班編成（1班～７班までが 6人、

８班が 7人)で一斉スタートします。 2ラウンド終わった時点で休憩 10分を取り、続いて 3ラウン

ド目のプレーをスタートします。競技結果は個人ごとに集計されます。ホールインワンを達成すれ

ば成績は 上位入賞可能となるので競技終了後の結果発表が楽しみとなります。 

 9 時 40分、大会会場の上空は晴れて厳しい暑さを感じる頃、双方の会長の挨拶、続いて坂口さ

んの合図で競技開始です。暑さも忘れて 1時間半、 皆さん楽しくプレー続行でした。 ホールイン

ワンの数が多い様だ、と言ったお話もありました。 競技進行中は、ホールインワンの歓声をあちら

こちらで聞くことが出来ました。小生も普段よりは調子がちょっと良い感じで 1ラウンド、２ラウ

ン ドを終わり、10分間の休憩をして後半の 3ラウンド目のプレー開始、この ラウンドは最初から

調子が出ず、集計終ってみれば、結果は 5位入賞… 少々残念な結果で大会を終わりました。 

皆さんのお蔭で無事に楽しく過ごしたこと、何よりと思います。大会終了後は同窓会豊中との懇

親会がありましたが私は残念ながら、都合悪く欠席しました。 

 豊中の皆さんには準備から大会とお世話頂き、有り難うございました。 豊能の皆さん大会運営

にお世話いただき、有り難うございました 
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≪報 告≫ 

囲碁山荘会 と 交流戦 
 

                                   

 

5月 28日 囲碁山荘会 と 交流戦を行いました。 

        12試合行い、囲碁山荘会の 8勝 4敗。囲碁の会は完敗でした。 

        この交流戦は、4回目、過去 1勝 1敗 1引き分けでしたが、 

        本日の結果、負け越しとなりました。 

        高段者から初級者まで和気あいあいの雰囲気で、つづいて 

        自由対戦による懇親会を行いました。 

        コロナ感染拡大防止のため、2年余りの中断を経ましたが 

        これからは、年 2回を目標にお互い励みます。 

                 

                  囲碁の会 香川 忠輝 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスク、フェイスシールドつけて、久しぶりの交流を楽しみました 



- 6 - 

 

. ３度目の正直！  五黄の寅歳に宝くじを買いました！ 
                                  ２８期 貝原 吉男 

ご存じでしょうか？今年は３６年に１度の五黄の寅の歳です。 

本来なら１月２１日、３月１８日のどちらかにはお参りする予定の干支社寺巡りが、「コロナさん」

のおかげで今日まで延びたのですが、今日は５月２０日、京都四条烏丸の大通りに降り立った８名

の男女の顔の明るいこと、年甲斐もなく目がキラキラと輝いていました！早速タクシーに分乗し一

路「御金神社」へ。 

境内の銀杏の葉をかたどった絵馬に、金運隆盛の願

いを綴った人々のなんと多いことか！こちらも負け

ずと、お守り、お札を大量に買い込み全員で記念撮影。 

この神社の御祭神は、俗に言う「金神様」で資産運用

の神としても崇められている。 

次に目指すのは本日のメイン「寅薬師」、古い町並み

をゆっくり歩いて新京極の錦市場を縦断し、まずは先

に「錦天満宮」へ。 

勤勉、慈愛、健康の象徴として奉納された「撫で牛」

に祈りを込めてなでさする。菅原道真様本年も宜しく

お願いいたします。 

次は「蛸薬師」（永福寺）、建長の初め、僧善光が母

親孝行のため購入した蛸の八足が、八軸の経巻とな

り、霊光を四方に照らしその病を治したとのこと。 

孝行をしたい時には親はなし・・・・・（全員合掌） 

そして寅薬師「西光寺」、ここの薬師如来は空海の

作とされ、一刀掘るたびに三拝し、成就したのが寅の

日、寅の刻であった事から寅薬師と呼ばれることに

なったとか。 

「寅」の字は種子が地上に芽を出そうとする様を表

し、全てこれからまさに伸び上がり躍動して繁栄に

向かうことを表しており、特に今年は 36年に一度のめでたい「五黄の寅歳」とのこと。 

全員お守りとお札を購入、そして眦を決し、目を輝かして、すぐ側の宝くじ売り場で全員「５億円

のドリームジャンボ」を購入、・・・５億円とるぞ！・・・お願いします（合掌） 

続いて「和泉式部」縁の誠心院（通称 和泉式部寺）、ご本尊は阿弥陀如来、娘の小式部内侍とと

もに数奇な運命をたどった和泉式部の墓といわれる正和二年（1313年）銘の宝形印塔に合掌。 

 

   あらざらむこの世の外の思い出にいまひとたびの逢ふこともがな（和泉式部） 

   大江山生野の道の遠ければまだ踏みも見ず天の橋立 （小式部内侍） 

 

その後、歴史の会恒例、行き当たりばったりの昼食会、今日は新京極の回転寿司「浜寿司」へ。 

ゆっくり飲んで美味しい寿司を堪能、美味かった！ 

どうか来年はコロナが収まり 新年の１月にお参りに行けますように！ 

  

（豊能だより 7月号 その 2 へ 続く）  


