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 参加者募集 

  

高齢大豊能杯争奪 

       秋の親睦グラウンドゴルフ大会 
 同窓会豊能恒例の秋のグラウンドゴルフ大会を１１月２２日（火）に実施します。雨天の場合は

２４日（木）の実施となります。 

 この大会は、石田さんから優勝カップをご寄贈いただき、高齢大豊能杯争奪戦としていますが、

今回、石田さんから新しいカップ（男女用各１）をご寄贈いただきました。したがって前回までの

カップは前回優勝者の取切りとし、新しいカップの争奪戦となります。 

 今年は６月から猛暑が続いたせいもありますが、練習日の出席者が少なめで寂しくなっています。

気候も良くなってきましたので、多数のご参加を期待しています。 

  

 実施日： １１月２２日（火） 雨天の場合は１１月２４日（木） 

 場 所： 町立ふれあい広場 

 参加費： ５００円 

 受 付： １２時４０～ 

競技開始：１３時００～（会長挨拶、ルール説明ほか） 

競 技： ２ラウンド個人戦 

終 了： １５時頃の予定 

申し込み：１１月１４日（月）までに下記にお電話ください。 

     香川 ０８０－２５３４－７６１５、中島７３８－６２２０、 

     藤原 ７３８－２３５８、古家７３８－２６４４、竹田７３８－２１４７ 

  ＊用具をお持ちでない方は、参加申し込み時にお申し付けください。 
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  参加者募集         

紅葉の絶景を求めて 

JR廃線跡ハイキング に 行きましよう！！ 
会長 香川 忠輝 

 紅葉のベストシーズンがやってきました。 

 上り下りがほとんどないハイキングです。6 カ所のトンネル跡、暗闇の中の明かりは、自らの懐

中電灯のみ。そして橋梁から間近に見る絶景の数々。 

みんなで一緒に楽しみましよう。     

 〇開催日  １１月２５日（金）      

〇集 合  ときわ台駅 午前９：００ 

※午前 7時の降水確率 50％以上で中止 

 

〇行 程  ときわ台駅（9：13）・光風台（9：15）    

→川西能勢口駅 9：37）・・徒歩・・ 

JR川西池田駅（9：49）→ 生瀬駅   

（9：59） 

      ・・・・JR廃線跡ハイキング・・ 

       徒歩 4.7km 約 2時間 

      帰路 

JR武田尾駅 →  →ときわ台駅 

        帰着予定 午後 3時ごろ 

 

〇持参品   弁当・水筒・敷物・雨具 

      懐中電灯（必携） 

 

〇申し込み・問い合わせ先   

香川 ０８０－２５３４－７６１５ 

藤原 ７３８－２３５８ 

〇申し込み締め切り日  １１月２１日（月） 

 

 

 

 

 

廃線敷出口 
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参加者募集 

 

再チャレンジで敦賀へ 

北陸敦賀の市街地散策 
  青春１８きっぷの旅を１２月１４日（水）に実施します。夏きっぷの７月に企画して参加者募集 

までしたものの、コロナの拡大でやむなく中止。今回は再チャレンジというわけで行き先も同じく

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「シンボルロード」、北陸道の総鎮守「気比神宮」、パリから

東京までつながっていた欧亜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、北陸新幹線２０２４年春の開通に向け

て、新駅の建設工事が進むなど変貌しつつあるようです。 

 

＜実施日＞ １２月１４日（水） 雨天決行 

 

＜集 合＞ JR川西池田駅 ８：４０ （ときわ台駅８：０２発、光風台駅８：０４発） 

＜往 路＞ 川西池田８：５２～尼崎９：０３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、金ケ崎城址 

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・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＞ １２月４日（日） 

＜申し込み先＞   九村 ７３８－４７５１   二川７３８－１２７８ 

石塚（美）７３９－２６３２ 藤原７３８－２３５８ 
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≪お誘い≫ 

待望の俳句の会誕生!! 

「俳句を楽しむ会」発足 
この度、高齢大同窓会の同好会として俳句の会を発足することになりました。 

俳句から俳句の輪、人の和ができますようワイワイ、ガヤガヤ楽しい会にしたいと思っています。 

皆様のご参加を心よりお待ちしています。 

 

 

日 時  毎月第１土曜日  １３時３０分 ～ １６時 

初 回  11月 5日(土) 

場 所  豊寿荘 多目的室(テーブル席) 

参加費  １００円 

持ち物  俳句を 5句つくりお持ちください。(初めての方は 2～3句でも) 

連絡先  738-2043  今井絹代 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          答えは 13ページにあります。 
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秋たけなわの満願寺はいかがですか？ 

           美女丸・幸寿丸の跡を追って！ 

                                     歴史の会 

              

今、歴史の会では「豊能町ゆかりの歴史上の人物」を学習しています。 

これは、今はコロナの影響で中止になっていますが「図書館オトナの大学」高山右近を追って！か

ら始まる歴史の会の永年の課題でもあります。 

１０月に勉強したのが「美女丸・幸寿丸」の悲劇でしたが、この物語は「能」でも演じられまし

た。その辺りを現地で古寺代表からゆっくりと解説を頂きたいと思います。 

数年前にその縁の寺 川西の満願寺を訪ねましたが、時あたかも紅葉の時期、「満願寺の紅葉は

素晴らしいですよ!」との会員の一言で、１１月は再びその紅葉の中で、美女丸・幸寿丸・藤原仲光

の３人を偲んで昼食を！という事になりました。 

 

行 先・・満願寺 

      山号: 神秀山  院号: 円覚院  宗旨: 古義真言宗  宗派: 高野山真言宗 

      本尊: 開眼阿弥陀如来  創建年: 伝・奈良時代  開基: 伝・聖武天皇 

実施日・・１１月１８日（金）   雨天中止 

 

集 合・・AM９：３０ 能勢電ときわ台駅集合 

（ときわ台駅 ９：３５発、光風台駅９：３７発） 

スケジュール（多少のずれはあります） 

    10：00川西能勢口駅着、コンビニで各自昼食購入→10：36バス発（２番バスターミナル）

→11：00満願寺着 

13：30満願寺発→14：00～14：30喫茶で恒例の雑談 15：00川西駅で解散 

申込先 

    古寺（738-6069） 藤原（2358） 貝原（1900） 二川（1278） 出野（2696） 

申込締切日・・・１１月１３日(日） 
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 [報 告] 

初企画の里山歩き 

１７名の参加で楽しんできました 
                      高大１ 藤原 忠嗣 

みんなで集まって身近な里山歩きをしませんか、ということで呼びか

けた初めての企画、初谷渓谷プチハイキングを１０月 4 日（火）に実施

しました。申し込み不要での案内でしたので何人集まるのか不安でした

が、１７人（男性８，女性９）が集まりにぎやかになりました。

 

ときわ台オアシス前を午前１０時に出発。峠の茶屋跡から片側が

緑地になっている住宅地の側道を登る。「白いもの」「風の音」「鳥の声」など田中さんが用意してく

ださった自然観察ビンゴで小さな秋を探しながら、お互いの近況やとりとめのないおしゃべりを楽

しんで歩きました。 

天気予報で翌日から雨で気温が急降下という猛暑最終日でしたが、木陰に入ると気持ちよくて快

適。オオムラサキの飼育ハウス、炭焼き窯跡、台場クヌギ、間歩などを見ながら小川沿いの道を歩

き目標の広場に到着。ここでは、あらかじめ隠しておいたプラスチックおもちゃをお宝に見立てた、

宝さがしゲームもあり、田中さん手づくりのストラップ・小物入れをもれなく全員に賞品として頂

きました。帰路は同じ道を引き返して三叉路で解散しましたが、ここまでゆっくりして約２時間、

無理のないウオーキングでたのしく半日が過ごせたようです。「これからも、こういう手軽に参加

できる行事を企画してください」というお声もいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“お宝”を探しています 


