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巻 頭 言              新年会開催・・・ 新年度に向け・・・ 
                                      会長 梅 本 泰 正 

 恒例の新年会を1月16日（月）メイシアターにて開催、

公務ご多忙の中駆けつけてられた井上市長もご一緒に記

念写真に入っていただき、レセプションホールで、演芸会、

懇親会・・・と、新しい年の行事がスタートしました。 

新年会を終え来年度の計画立案を進めますが、昨年

は、「第一回演芸会」「永年会員懇親会」、他地区同窓

会会員を招いての「吹田ご案内」など新たな行事も含め、

会員の皆様のご協力・ご支援により活動の充実を図ること

ができました。 

来年度は、平成 25年 2月に設立 25周年を迎えるこ

とを念頭に置き、より多くの仲間が集える同窓会運営を目

指してまいります。 

NPO大阪府高齢者大学校は 4年目を迎え、47科、

受講生2,000人の募集と規模を拡大、その中で、二人の

副理事長を含め 6名の吹田の会員が理事として中心的

な役を担われており、又、吹田からの受講生も地域別では

大阪市に次ぐ人数であり、連携、協力が求められます。 

同窓会活動につきましても、地域同窓会、連絡協議会

の枠のみならず、SAや他の多くの老大・高大 OB による活

動グループを含めた「オール老大・高大同窓会」としての活

動が、高齢者大学校の持続的運営にとって不可欠となっ

ています。 

吹田は老大発祥の地であり、高大の入学式、修了式、

又、連協文化祭の開催地でもあり、高大並びに同窓会の

活動にそれなりの貢献を果たしていかなければなりません。 

こうした状況を踏まえ、25周年記念行事の開催（新

年会・大演芸会）、研修事業の拡充、他地域との交流

行事の開催[見学会・スポーツ交流会]などを計画してまい

りますので、会員の皆様の行事への参加、運営へのご協

力、そして新年度の年会費の納付をよろしくお願いします。 

こ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪府高齢者大学 同窓会吹田 平成 24年新年会（1月 16日）      

  

  吹田だより          平成 23 年 1 月 23 日 

ニュースレター            大阪府高齢者大学     

        ＝第 12 号＝                発行 同窓会吹田 



2 

 

 

 事 務 局 か ら の 報 告  同窓会吹田役員会及び連協、高齢者大学校の情報を掲載。 

同窓会吹田 12 月役員会［12/26 ］、1 月運営委員会［1/6 ］、連協理事会[1/11] 

 連 協  

・同窓会大阪 滝井副会長が急逝されました。後任は新年度まで空席。  

・高大文化祭 12 月 9 日(金)、高大・・大阪市教育会館にて開催、連協も協賛出演・出展し、吹田から 

は書道部が出展、又、フラダンス「アロハフラ吹田」が出演し、夫々好評を博しました。 

 ・教養講座 第三回を 12/8、高槻市生涯学習センターにて、防災学の権威、河田恵昭関西大学教授の講 

演があり、東日本大震災の最新の情報に基づいて、東海・東南海・南海地震津波への備えをお聴きしま 

した。 あいにくの雨天で出足悪く、参加者は 103 名。 

第四回は 2/20 文化祭初日に、日本笑い学会会長の森下伸也関西大学教授の講演を予定。 

・高大 24 年度募集 1/15 に一次募集を終え二次募集を開始。一部で定員割れの科があり、4 科は内容を 

見直して再募集を行う。 

 ・同窓会入会一括受付 同窓会連協は SA、フエスト会と共同で、高大の協力を得て、1/30 から各教室で 

  入会受付を実施。入会受付時に年会費を含めて統一して 2000 円を徴収する。 

同窓会吹田 

 ・高大主催の 2/4いずみホール音楽会、連協で前売り券 100枚の協力。内、吹田は 13枚の割り当てがありましたが、 

皆様のご協力を得まして完売しました。 

  ・25年新年会の会場として、メイシアター1/4 の抽選会にて、25年 1月 16日(水)レセプションホールを予約。 

設立 25周年記念行事の会場として計画します。 

  ・年会費徴収 一月発行のニュースレターに 24年度会費振替用紙を同封し、会費徴収を開始します。 高大での一括受付、 

実践研究科の自動入会者からの重複徴収を回避するよう配慮してまいります。 

  ・第 5回見学会[大阪府警本部見学と動楽亭・午後ラクゴ]を 1/25 に開催。 申込は 31人。 

・来年度 事業・活動計画、役員、規約の検討  1月役員会で、下記事項を中心に新年度の方向性を示し、意見を求め、 

2月運営委員会で新年度計画の骨子を固め、役員会に諮ることとします。 

     ◦主要行事の確認・・・総会、新入会員歓迎会(万博バーベキュー)、演芸会、永年会員懇親会、新年会、説明会 等 

         新規行事・・連協スポーツ交流会[地域同窓会交流パークゴルフ大会(仮称) 事務局とクラブの共催] 

◦主要活動の確認・・・会員名簿、広報(吹田だより、NL、HP)、社会見学会、社会福祉、区・ブロック、クラブ 

      新規・・・社会見学会をクラブ運営に移行(民営化?)、事務局は研修事業として、クラブと共催で年三回、 

           研修会(見学会)を開催、  

      新規・・複数クラブによる共同開催行事 

◦地区役員、区割りの見直し  7区 9区の区長 2 ・3区につづき 1区と 7区の合区 

◦規約の改正 会員・・・現行規約では[老大、高大修了生]となっているが、実践研究科の受講生で本科修了していない 

ケースもあり[老大、高大修了生及びそれに準ずる者]との変更を検討する。 

    ◦設立 25周年記念行事・・新年会と併催、 演芸会との併催など、実行委員会を設置して準備をすすめる。 

お悔やみ 

下記会員が亡くなられました。心よりご冥福をお祈りいたします。 

    11 区 木村四郎さん(20 期 火 陶芸 12 月 9 日) 
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 行事実施報告    速 報  平成 24 年新年会を開催 

  

1月 16日（月）メイシアター レセプションホールにて 

65人が参加して開催、会長の挨拶、市長のご祝辞の後、 

第一部の新春演芸会へと移りました。 

 会長は新年度に向けての抱負を語り(内容は巻頭言)、 

井上市長からは、財政再建への取り組みと協力要請があり、 

同窓会吹田のメンバーが、NPO高齢者大学校の中心的な 

役割を果たしていること、又同窓会吹田では 12のクラブでの 

活動など高齢者による継続的な活動に敬意を表され、今後 

の発展と会員の健勝をお祈りする旨の祝辞をいただきました。 

  今回の新春演芸会は、秋に開催した第一回演芸会の話

芸に対し、歌・踊り・・・音楽で構成、第一部の幕開けは同好会「和の会」の大正琴、締めくくりの曲「雪椿」をイメージしての花  

で演奏台を飾って、華やかに演奏。つづいて、初登場の民謡、一区の松森一夫さんが熱唱されました。 

民謡の後は、5年振りの出演となりましたカラオケ部、午前の部に５人の方が自慢ののどでお得意の曲を披露、トリは光畑 

部長が粋にソフトできめて「恋月夜」を・・・プロ並の歌唱力に大きな拍手。 第１部のフィナーレはここ数年定位置のフラ 

ダンス、アロハ・フラ 吹田の皆さんが、加齢を感じさせぬ華麗なる演技で新年会気分を大いに盛り上げてくれました。 
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 前田啓子さんの司会で気分良く第二部の懇親会の始まり。乾杯の前に、奥谷顧問のスピーチ。高齢者大学校で、新年度 

2000人募集を目指しての積極的な活動への協力を求められるとともに、同窓会吹田設立二十五周年行事の成功への 

期待を述べられました。顧問の発声で、会の発展を祈念して参会者一同で乾杯し懇親会となりました。宴もたけなわ、第三部 

は新春歌謡広場、まずはデュエットを含めたカラオケ部 4組と希望者が予想を上回った飛び入り組みもカラオケ部に負けじと・・ 

 

大いに盛り上がったところで同好会「なでしこ歌体操」の登場。会場全員で体をほぐし、最後はビンゴ大会・・・数字が出る度に

リーチ！ ビンゴ！！の声で最高潮となったところで、佐々木副会長の一本締めで幕を閉じました。 

 

 

 

2 4 年 度 年 会 費 納 付 について 

24年度は設立 25周年を迎え、より多くの仲間が集える同窓会活動を進めてまいりますので、同窓会への 

継続加入手続き・・年会費納付・・をよろしくお願いいたします。 

    

納付は、同封の振込用紙に所要事項を記入し、郵便局での振込手続きをしていただくか、区長・副区長 

又は最寄りの役員へことづけて下さい。 

 

尚、高齢者大学校の 24年度実践研究科を受講される方は、大学校への受講料納付時に同窓会会費 

として 2,000円を納付されますので、同封の振込用紙での手続きは不要です。 

   

又、現在高齢者大学校本科を受講されておられる同窓会吹田会員の方は、大学校での入会手続きを行

わず、同封の振込用紙で年会費の納付を行って下さい。 
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寄 稿       

将来必要なものは？ ---それはお墓 

                     10 区  深井 保 

 

私のお墓の前で 泣かないで下さい 

そこに私はいません 眠ってなんかいません 

千の風に 千の風になって 

あの大きな空を 吹きわたっています          

 

この歌詞は、その甘い

ルックスと迫力ある美声

により“テノールの貴公

子”と呼ばれる秋川雅史

の『千の風になって』の

一節である。数年前に大

ヒットし、国民的行事である NHK 紅白歌合戦で

合唱を含めると何と３年も連続して歌唱された。

そしてこの歌は薄れ行く日本人の墓への想い、ニ

ーズなどを改めて呼び起こすことになったので

ある。 

私は埼玉県浦和市の出身で実家に大きな墓

があり、お盆やお彼岸などで、親が行う先祖を供

養する行事を見て楽しみつつ育った。成人して親

元を離れてからは東京へ出張する折に時々自宅

を旅館代わりにしていたため、ことさら先祖の墓

参のため帰省することはしなかった。関西から関

東まで汽車賃をかけてまで墓参に行く気にはな

らなかったのである。お墓は立派な祖先を持つ子

孫であるというステータスである半面、寺への寄

付やお布施、改修費等、ことあるごとに大変なの

である。この費用を兄が払っていたことを気に留

めたことはなかった。 

私の家内は太平洋戦争の末期、大阪が爆撃さ

れるようになった時に金沢市の兼六園のすぐ近

くにある父親の実家に疎開して過ごした。丁度物

心がついた子供の時であり、兼六園で薪
たきぎ

拾いを

して遊んだこと、金沢の代表的な墓地である野田

山墓地へ遊びに行ったことなどが彼女の記憶の

中に残っていて、楽しい思い出になっている。 

野田山墓地は江戸時代に前田藩の藩主前田

利家が野田山の山頂近くに前田家の墓地を建て、

山麓の広大な敷地には庶民の墓地が、その中には

室生
む ろ う

犀
さい

星
せい

の墓や戦没者の共同墓地、また彼女の祖

先の墓などもあり、晩年癌で逝
い

った彼女の父親も

そこに眠っているのである。 

金沢市は北陸の小京都とも呼ばれる城下町

で、文化財と歴史遺産などがまとまっていて、ま

た周辺には九谷焼の里、能登半島、白山等、いろ

いろと観光地が多い。私の家族４人のドライブ旅

行先としては、墓参と観光と双方がかなう打
う

って

付けの場所だった。娘達の長い学生時代と卒業し

てから嫁ぐまでの短い期間、彼女等を連れて金沢

へは、車で頻繁に出かけたものの、夫婦二人にな

ると“交通費がもったいない”という思いと、長

距離ドライブをする体力の衰えとにより、金沢へ

の墓参は途絶えてしまった。やはりお墓は近所に

ないと墓参は出来ないし、詣
もう

でる人がいてこその

お墓だと思う。 

戦後半世紀、お墓と共に葬儀の認識が大きく

変わって来た。かつては“家風
か ふ う

”に合わせて、葬

儀を立派に執
と

り行なう”という風潮が高かったが、

最近では「子供達に迷惑を掛けたくない」、「子供

の世話になりたくない」、また「費用を掛けない

で欲しい」「家族だけで送って欲しい」などの理

由で家族葬が主流になって来たのである。この背

景にあるのは、少子化、核家族化、地域コミュニ

♪♪♪ 

♪♪♪ 
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ティーの希薄化、そして国民の約４分の１が 65

歳以上となった超高齢化社会の到来である。故人

が高齢の場合、同世代の人は既に他界しているか、

生きていても動けないかが殆
ほとん

どだ。呼びたくて

も呼べないし、呼ばれても行けない。従兄弟
い と こ

です

らお互いの納得で呼ばなくなって来ている。年齢

を考えたら“呼ばれ返し”は双方に負担。知人か

ら告知が来ても、特別な付き合いをしている人以

外は行かないようにしている人が多い。このよう

に、送る側の高齢化も家族葬が増えた理由となっ

ている。私の場合には「家族以外、絶対に知らせ

ないように！」と、エンディングノートに記載す

るつもりだ。 

葬儀と同様にお墓についての意識も変わっ

て来た。“日経生活モニター”の墓に関するアン

ケート調査によると、“既に自分や家族の墓があ

る”----38％、“墓を購入する予定”----９％、“永

代供養墓に入る”----７％と、半数以上の人が何

らかの形で墓に入る意志があるのに対して、“墓

が必要だとは思わない”----21％、“家族に任せる”

----14％と、約３分の１もの人が、墓についての

価値観を異にしているのである。この理由は定
さだ

か

でないが、墓の購入や維持管理に必要な費用の問

題、肝心な祖先を敬
うやま

う心の問題、その他祖先を

祭る子孫がいない等によるものではないかと推

察する。 

日本人は宗教を信じる人は少ないものの、亡

き人を敬う気持ちは非常に強い。お墓は死者と生

者のコミュニケーションを図る場であり、情操教

育という面でも大切なものだ。なぜかお墓に参る

と心が安らぎ、心の拠
よ

りどころが得られるのであ

る。子孫にもこの心の拠りどころを残してあげた

いのだ。 

かつて老人大学の英語

科に在学中、本稿と同じテ

ーマでプレゼンテーション

（発表）を行った。本来楽

しいテーマを採り上げるべきところを、わざわざ

縁起の悪い“お墓”を採り上げた理由は、このク

ラスの人は次男の人が多く、いずれお墓を購入す

る立場にある人が多いことを知っていたからだ。

事実このクラスの人は、お墓を買うのには未だ若

過ぎるし、お墓への関心も薄いと思われた。しか

し、自らの死で「迷惑を掛けたくない」「負担に

なりたくない」という自己完結型の考を持ってい

る人にとっては、お墓を購入するタイミングは実

に難しい。万一本人か、又は家族の人が病気にな

ってからではもう遅いのだ。お墓を購入する話な

ど、縁起が悪くて出来るわけがない。お墓は家族

全員が健康なうちに購入する必要がある。 

私は老人大学での英語のプレゼンテーショ

ンを、誰でも知っている次の格言を用いて結語と

した。 

① 備えあれば憂い無し 

（Lay by something for a rainy day.） 

② 転ばぬさきの杖 

（Light your lamp before it becomes dark.） 

③ 健康な時にも病を忘れるべからず 

（Let us not forget the sickness in the   

moment of health.） 

さりとて、 

④ 急
せ

いてはことを仕損じる 

（Haste make waste.） 

 

 

(終わり) 

owari  
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歩こうかい通信 

２月度例会                         〈担当〉石川  

 開 催 日  ２月２８日（火）  

 行 先  山背(やましろ)古道（城陽～青谷梅林） 
 集合場所・時刻  ＪＲ「宇治」駅 改札口前              午前１０時００分 

          （京阪「宇治」駅からも５分程で行けます。） 

 解散場所・時刻  ＪＲ「山城青谷」駅                   午後３時頃
コ ー ス  ＪＲ「宇治」駅…太陽が丘…鴻の巣山（Ｈ117ｍ）昼食…森山遺跡…青谷梅林… 

         ＪＲ「山城青谷」駅                      （約８キロ） 

 

★ 京都府下最大の広さを誇る青谷梅林では、２月下旬から「春は城陽」をキャッチフレーズに

梅まつりが行われます。太陽が丘・鴻ノ巣山やすらぎの広場で若さを大いに発揮してくださ

い。ほとんど道路を歩きます。ストックは要りません。運動靴での参加を。 

                                               

 

３月度例会                         〈担当〉丹羽 

 開 催 日  ３月１４日（水） 

 行 先  金熊(きんゆう)寺梅林～四石山 
 集合場所・時刻  ＪＲ「天王寺」駅 ③番プラットホーム        午前８時００分 

          （和歌山行き快速 8:05 に乗ります。後方４輌です。） 

 解散場所・時刻  ＪＲ「山中渓（やまなかだに）駅              午後３時頃 

コ ー ス   ＪＲ「天王寺」8:05 快速「和歌山」行③のりば   「和泉砂川」駅(9:13)=== 

金熊寺…梅林観賞…森の家…採石場…四石山(H384m)昼食…ＪＲ「山中渓」駅 

（約８キロ） 

★ ウメの花の咲く頃には何とも言えない芳香が漂う金熊寺をしばし見学し歩き出します。全行

程ほとんど乾いた枯落葉の山道で、小枝やつるが顔や足にひっかかり、短いながら急なアッ

プダウンもあって低山(384m)ながらタフなコースです。四石山山頂は樹林が成長して展望は

良くありません。帰路もひと山越えて山中渓わんぱく広場にたどり着き、ＪＲ「山中渓」駅

から大阪へ戻ります。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 10 月 阿武山         さつえい 紺社       11 月布引の滝          さつえい 川端                     
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   見学会・クラブ例会・講演会などのご案内 

 同窓会吹田  パークゴルフ部  3月特別例会 参加者募集 

和歌山・のかみふれあい公園にて開催 

開催日 平成 24年 3月 8日(木) 雨天決行 雨天の際は紀ノ川古寺巡り(根来寺、粉河寺、長田観音) 

募集人員 最大３４名（バス定員最大３４名）       募集締切 2月 27日(月) 

会 費 \3,500 (当日集金、バス代、プレー費を含みます) 36 ホール（午前１８ホール、午後１

８ホール） 

集 合 阪急山田駅前午前 8時１５分  出発 午前８時 30分   帰着予定 午後６時  

  問い合わせ先 部長  宇多 06-6871-2103 

2 月例会 2/24(金)   9 時半集合 会場:万博パークゴルフ場 

□アクティブシニア協会・高大  

第 4 回アクティブシニアフェアー 

日 時 2 月 25 日(土) 10 時～16 時 

会 場 大阪市教育会館 

□ 連絡協議会 第四回 教養講座 講演 

講演  笑い学の第一人者に聞く 

「笑いと健康・・・笑いは百薬の長」 

講師 関西大学人間健康学部 森下伸也教授 

日 時 2 月 20 日(月) 10 時～12 時 

会 場 吹田市メイシアター 中ホール 

□ 連協 文化祭  2 月 20 日(月)・21 日(火)  地元メイシアターにて開催 

吹田ブース個人出展大募集  

絵画・陶芸・写真・手芸・・・自慢の作品を是非 

文化祭実行委員【写真部別所部長又は、11 区川端区長】宛てに連絡を！！ 

 

演芸会(20 日午後・21 日終日 レセプションホール) 

大正琴同好会、朗読部、歌体操同好会、同好会コーラス花かご・・・ 

他 吹田会員が多数出演  是非 会場へ・・ 

□主催 ＮＰＯ法人すいた環境学習協会・まち組  協力 同窓会吹田   

民話の里 すいた を歩く 
日  時    平成 24年３月 20日（火・祝）小雨決行  13時 15分～16時 30分まで 

集合場所    吹田市民会館  第一会議室   

募集人員    受付 3月 1日から先着 20名   参加費用  無料  

内  容    13：30～14：30 旧吹田村の民話の朗読 前田啓子（大阪府高齢者大学同窓会吹田） 

                （二魂坊の火  小女郎稲荷  景清なみだの池  いずどのさん）  

歴史的背景の解説   瓢風正男（すいた環境学習協会 まち組） 

         14：30～16：30 民話発祥の地を主としたまち歩き（すいた環境学習協会 まち組） 

市民会館～高浜神社～小女郎稲荷～なみだ池～泉殿宮～阪急吹田駅（解散） 


