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今年から国民健康保険の払込を、コンビニでも

梅 本 泰 正

このスポーツ交流会は、連協として各地域同窓会

取り扱えるようになり便利になった。 経産省の業

の会員が交流できる場が、これまで、文化祭、教養

態分類では、「コンビニエンスストア」は、飲食料品

講座、一泊バス旅行があり、スポーツ系での行事

を扱い、売り場面積 30 平方メートル以上 250 平方

がないことから、今年度から始めることとなりました。

メートル未満、営業時間が 1 日で 14 時間以上のセ

その実施・運営は連協役員が総出で行わず、複数

ルフサービス販売店を指すそうである。確かにコン

の同窓会の共同開催を含め各地域同窓会が一つ

ビニの名称は、日用に供する食品・商品=コンビニ

の行事（種目）を受け持って開催しようとするもので

エンス商品を扱う店と言う意味から、今や利便性=

す。吹田は、より多くの同窓会仲間が集まっていた

コンビニエンスの店と言えよう。

だければと、パークゴルフ大会を提案、パークゴル

実際、私自身、おにぎり、弁当、飲み物、雑誌な
ど品物を買い求めることもあるが、コピー、ネット販

フ部の協力を得て 10 月 16 日に開催することになり
ました。

売品やチケットの受け取り、CD 機の利用、宅配メ
ール便の取次、・・・それに、近頃は税金や社会保

老大、ｱｸﾃｨﾌﾞ・ｼﾆｱ、そして現高齢者大学校と移

険料を含めた各種の支払い、振込、これは郵便局

り変わり、同窓会のあり方が問われています。が、

や銀行よりも便利と、よく利用し、身近な存在となっ

会員にとって同窓会が、居場所があり、参加出来

ている。

る行事があり、参画出来る場がある、身近な存在で

子供がママに「無人島へ一つだけ持っていくとし

あるならば、同窓会の意義は失われることはなく存

たら何にする?」と問いかける CM があるが、孫に問

続する。それには、地域同窓会での活動と連協と

えば「ドラえもんの何でもポケット」、私なら「コンビ

しての全体活動のバランスが重要であり、地域同

ニ」と応えるだろう。

窓会が開催するスポーツ交流会は、それを補うも
のとして位置付けられるのではないでしょうか。

7 月 17 日（火）大阪の最高気温猛暑日一歩手前

地域同窓会としての吹田においても、会全体の

の 34.9 度。炎天下、午前午後とパークゴルフをプ

行事と、クラブ・同好会や地区小集会など分散型

レーした。午前は吹田の月例会に三十数名が参

の活動、それに連協の行事が合わさり、会員にとっ

加。午後は、10 月開催の連協のスポーツ交流会の

て、コンビニのように、より身近な存在となることに

トライアルとして、各地域同窓会から 16 名、吹田の

繋がることでしょう。

20 名を併せ 36 名で楽しくプレー。10 月の本大会
に向けての良い機会を得ることができました。

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
・連協 7/2 理事会
連協 れんきょう-絆発行
決算・予算、新年度事業計画、役員等を掲載。(ニュースレター14 号に同封
します)

連協・高大

第一回教養講座 7/2 メイシアター中ホールにて開催。 講師は老大からの歴史の若井敏明先生、
「平
清盛とその時代」 と題し、大河ドラマに触れ、現代の政情に準え、機知に富んだ講演に、 500 名

を超える聴衆から大きな拍手がありました。今回、
現役受講生の 100 名を超える参加は特筆すべき出来事でした
第二回教養講座

10/10 東大阪で初開催。講演「司馬遼太郎を語る」 司馬遼太郎記念館館長。

パークゴルフ大会トライアル 連協スポーツ交流会の行事として、10 月に、参加者 100 名規模のパー
クゴルフ大会の開催を予定しており、そのトライアル会を 7/17(火)、万博パークゴルフ場で開催。
梅雨空けが発表された午後、6 地域同窓会から 38 名が参加、炎天の下、元気にプレーを楽しみ
ました。
この行事は、スポーツを通して地域間の交流を深めることを目的とし、同窓会吹田がパークゴル
フ部の協力を得て企画・運営を担当します。
文化祭 2 月 12（火）13(水) に開催。第一回実行委員会を、 9/5 13:00～17:00 天六住まい情報セン
ター5F NO1 研修室にて開催する。 吹田から委員 2 名。参加申込は 11 月末締切。
高大

理事長交替
6/17 総会 理事長に佐藤宏一理事長代理が就任。長井前理事長は会長に。
24 年度スポーツ交流大会 9 月 25 日(火) 大阪府立体育館
同窓会は運営協力と競技出場も。
◦ 全出場者数
2,000 名
◦ 同窓会・実行委員
三木 捷弘 (スポーツ交流部副部長)
◦ 連協警備救護担当 20 名 (理事) ◦ 連協スポーツ委員
14 名 (各同窓会 1 名)
◦ 連協スポーツ出場者数
20 チーム (1 チーム 6 名 120 名)
吹田 6 名×2～3 チーム
◦ 競技種目 8 種目 (A・対抗競技 3 種目、B・フリー5 種目)
A ① フラバール ②ドットボール ③公式輪投げ
B ① ペタンク
②シャフルボード ③デスゲッター ④ スカイクロス ⑤ラダ―ゲッター
夏の音楽祭
7/29(日) 相愛学園本町講堂 チケット（1,500 円/1 枚） 吹田の割り当て 13 枚は完売。

ONCC
大阪北部コミュニティーカレッジ 北摂地区に新たな講座の開設を目指す ONCC は、来春の開
講に向けて NPO 設立申請を行うなど準備を進めている。高齢者大学校はこの動きに当初は難色を示し
たが、「大阪府下の南部や北部に地域の生涯学習組織が立ち上がり、大学校と連携を深めネットワーク
化を目指す」と理解を示した。

吹田市
「千里ニュータウンプラザ」 (南千里駅前) 9 月 3 日にオープン・・
月曜日が休館日のため実際は 4 日（火）にオープンします。
館内 6 階「市民公益活動センター」の会議室、印刷室、貸しロッカー等
の利用について、8/1 に予約受付が開始されます。尚、センターの運営
は NPO 市民ネットすいたが指定管理者となりました。
会議室の利用料金 : 公益活動団体（当会は登録済み）は半額。
貸し事務室、ロッカー、貸し倉庫の利用は公益活動団体が対象。
【6 階「市民公益活動センター」の概要】
・事務室

受付、相談業務を行う場所

【
「千里ニュータウンプラザ」概要 】 C はセンター
[8 階]

平和祈念資料館、千里市民 C 多目的ルーム

[7 階]

南千里地区公民館

[6 階]

市民公益活動 C、吹田市国際交流協会

[5 階]

高齢者生きがい活動 C、地域保健福祉 C

・貸事務室スペース

[4 階]

保健 C 南千里分館、口腔ケア C

・貸ロッカー・貸倉庫スペース

[3 階]

千里図書館

[2 階]

千里ニュータウン情報館、千里市民 C 大ホール

[1 階]

千里出張所、千里花とみどりの情報 C、郵便局

[地階]

駐輪場、原付置場、駐車場

・交流サロン 各種催し、団体同士の交流の場所
・市民活動スペース

・会議室

打ち合わせ、軽作業、談話等

24 名×2 室、8 名×1 室

・印刷室

同窓会吹田

役員会［6/25 開催 ］及び運営委員会［7/9 開催］

総務
8/1 に予約受付が開始される市民公益活動センターの、貸しロッカーの（月 200 円と 400 円）又は物品
棚（月 400 円）の利用可否、役員会での会議室利用（午後 1,600 円）を 7 月役員会に諮ります。
連協教養講座 7/2 に開催の教養講座は同窓会吹田が共催者であり、受付、司会など 10 名が運営に参加し、又
講座には 95 名が出席、会員の皆様のご協力ありがとうございました。
研修・・社会見学会
第三回 7/11 バスツアー 神戸新長田・兵庫界隈

参加者 22 人 小型バスに変更して実施

第四回は 10/10 連協教養講座と合わせ東大阪へ。午前見学、午後講座

案内チラシ（同封）

行事・・連協パークゴルフ交流会 7/17 のトライアルは、吹田主催の行事として、準備・運営などパークゴルフ
部の全面的協力により無事開催できました。ご協力ありがとうございました。
連協 文化祭
演芸会出演、作品展示出展の募集要項を配布します。演芸の出演は連協・文化部江崎さんへ、
作品出展は、クラブ・同好会は連協・文化部原田さんへ、又、個人出展は吹田・七尾副会長へ申し込んでく
ださい。尚、締切は例年より繰り上がり 11 月末までです。
地域交流活動
記事訂正 6 月配布吹田だよりに [9 区では 5 月 23 日に小集会を開催。
その時、
区内の弘済院、
療護施設くりのみ寮への慰問が話題となり、大正琴「和みの会」の協力で、6 月 3 日に演奏会を開催しました]
と掲載しましたが、弘済院、療護施設くりのみ寮は 正しくは 社会福祉法人英芳会 千里みおつくしの杜 障
害者支援施設 くりのみ寮 でした。訂正しお詫びいたします。

行事実施 報告

第 3 回社会見学会

神戸・長田・兵庫界隈

7 月 11 日（水）少々雨が心配な曇り空、定刻 10 分過ぎ 8:40 に山田駅前を出発。22 人を乗せた小型バスは、
中国道を西へ、西宮山口 JC から阪神高速へ入り、しあわせの村前、【白川 P】
で小休止。柳原 IC を出た後、最初の目的地の新長田まで、少し遠回りして、
午後に訪れる、大河ドラマ・歴史館、清盛塚[写真 右]と兵庫大仏、能福寺を
車中から確認・・
10 時半、予定通り、新長田鉄人プロジェクトのボランティアガイドの案内
で、六軒道商店街から鉄人 28 号のモニュメントのある若松広場まで、あの
大震災で火災による被害の大きかった地区の復興状況、28 号に三国志
を加えた復興プロジェクトの様子に耳を傾けつつ、震災の爪痕に当時の
記憶をよみがえらせての 70 分の見学。
[三国志・孫権像の前で・・・]

[でっかい鉄人 28 号 写真に入るか?
小雨がぱらつき出す中、昼食は全員揃って【お好み道場】へ・・長田名物そば
めし、お好み焼きとトンペイ焼きを
２人で一つを分け合い、少々のビールも腹に納めたところで迎えのバス。
午後は本日メインの球技専用、開閉式屋根付きのホームズスタジアム神戸。
ヴィセル神戸のと云うよりも、なでしこジャパン澤選手の本拠地へ。スタジアムツ
アーの案内人は神戸製鋼のラガーマン、VIP ルーム、メインスタンドに座って大
型スクリーンに映しての概要説明 VTR、屋根付きが故の芝生管理の難しさと隠
された対応策など・・選手の控室、ロッカールームへ案内されると、先ず「澤選手はどこに座るの?」と質問、イケメン案内人
は「男は入れませんので・・」とオチがつき、最後はインタビュールームで勝利者のつもりで写真を一枚・・・

日頃は入れなスタジアムの舞台裏をのぞき見ることが出来て、一同満足。大河ドラマ・歴史館は付けた足しの感。
ここに奈良・鎌倉と並ぶ三大仏があるとはあまり知られていない兵庫の大仏を拝観して、神戸を後に・・、
山田駅前には予定より早く帰着。なでしこジャパンの五輪壮行試合、澤選手のシュートも見られました。

同窓会吹田 設立 25 周年記念行事について
同窓会吹田は、昭和 63 年（1988 年）2 月 9 日に、大阪府老人大学北同窓会吹田支部として
設立し、平成 19 年（2007 年）に現大阪府高齢者大学同窓会吹田と改称し、来年 2 月に設立
25 周年を迎えます。これを記念して下記の行事を行うべく準備を進めております。
開催日時と会場は決定、内容概要をお知らせいたしますので、ご予定いただきますようご案内
申し上げます。正式の案内は 11 月にお知らせします。
記
25 周年記念新年会(案)
日 時
平成 25 年 1 月 16 日（水）
午後
会 場
メイシアター・レセプションホール
内 容
□式典[あいさつ
功労者・サークル表彰]
□記念講演
吹田の歴史・郷土史を予定
□表彰サークル 演技・作品披露
□懇親会

クラブ活 動 報 告

パークゴルフ部 7 月例会

7 月 17 日（火） 万博公園パークゴルフ場
朝から真夏真近かな暑さの中、ゴルフ場受付が開く前に、10 人程が
顔を見せ、9 時半スタート予定 15 分前には参加予定の 30 人が揃う。
今回は、午後に開催の連協スポーツ交流会トライアルに出場の同窓会
東部の 3 名が都合により午前のプレーを希望されて参加。 月例会に参加していただくことになりました。
[ 7 月例会 成績

優

]

暑さのせいか、ローハンディ
グロス
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前田 京子（13 区）８５

の実力者のスコア―が伸びず、初参加ハンディの
同窓会東部の安田さんが優勝スコア―（初参加で 2
位）、スコア 2 位の 4 区の藤井さんが繰り上げ優勝
の賞を手にしました。

午後の連協スポーツ交流会トライアルには、20 名が参加、
各地域同窓会からの参加者 16 名と一緒にプレー、パークゴルフを通じて
の親睦の機会を持てました。又、10 月に開催の本大会には、この経験を
活かし、パークゴルフ部全員で運営に協力、老大・高大同窓生の親睦に
お役にたてればと願っています。

お知らせ 連協スポーツ交流会
・パークゴルフ大会の出場について
10 月 16 日(午前)万博パークゴルフ場にて開催。

パークゴルフ部部員以外で、参加ご希望の方は、
同部・宇多部長又は事務局役員にご連絡下さい。
9/18（金）同部月例会にて選考会を行います。

“コンシェルジュ って何ですか？”
10 区

深井

保

最近の世の中の進歩は目覚ましい。私など高齢

いない”のである。小学生の孫に「おじいちゃんの

者は、とてもついていけない。むしろ住む世界が変

携帯電話を持って行って使ったら。 ただで使える

わってしまったという感すらする。

からいいんじゃないの」と言って持たせたところ、

例えば、インターネットで「高齢者大学同窓会

しばらくして孫が「こんな携帯電話を使っている人

吹田」のホームページを開く。そこに見るのは、今

いない。これでは仲間に入れてもらえない」と言っ

年５月に万博公園で開催された恒例の新入会員歓

て返しに来た。今では、小学生でも昔の携帯電話を

迎会の集合写真である。横長の鮮明なカラー写真の

使っている子はいないのだ。ゲーム、写真、音楽、

映像が画面いっぱいに大きく写し出され、元気はつ

漫画、ナビ機能などを持ったアイフォンや更に進化

らつとした会員の面々がはっきりと読み取れる。む

し、インターネット機能までも取り込んだスマート

ろん私の知人もちらほらと見える。画面の上部には、 フォンなどを持っている。
いな

“同窓会概要”、“地区別活動”、“行事案内”、など

阪急電車に乗り込んで来る若者達は、乗るや否

と書いた仕切りがあり、そこに触れるとその項目だ

や携帯電話を使いだす。しかもつい最近売り出され

けが、分かりやすく紹介されるという仕組みになっ

たスマートフォンを使っている人が多い。電車に乗

と

ている。会長の時流を説いた“巻頭言”は無論のこ

っている間ぐらいぼんやりと頭を休めたらいいの

と、高齢者大学の理念や、私の投稿した拙文までも

に！ というのが老爺（？）心からの想いだ。こん

読み取れる。これがインターネット

なにも早く進化する携帯電話の設計・製造に携わる

の

ごくごく一部の機能の一端だ。

エンジニアや経営者等の苦労の状況を察するに余

携帯電話の世界もこれにも
増して目覚ましい。私もか

ろう や

りある。
つ

私達の子供のころには「こんな暗いところで本

て“お年寄り向け”

と銘

を読んだら目を悪くするよ！」とよく叱られたもの

打った機能と操作

が簡素

だ。スマートフォンでは、2 本の指で自由自在に文

売り物にし

字の大きさが変えられるものの、ゴマ粒ほどの細か

たものを購入した。私の場合、旅行に出掛けた時に

い文字を読むことも増えるのだ。数年後には、眼科

は有難みを感じるものの、知人とのコミュニケーシ

医と眼鏡屋が大繁盛するのは請合いだ。

化され、取扱い易さを

ョンは夜 8 時から 10 時の間に電話連絡するという

生活環境の変化もすさまじい。先日、久し振り

習慣が暗黙の了解事項になっており、これで不自由

に東京で数日間過ごした。学生時代に 4 年間過ごし

することはない。会社時代の同期会の人達や、学生

た街である。少しぐらい面影が残っていてもよさそ

時代の友人との間では携帯電話より、電子メールの

うだが、これが見当たらない。これは大阪駅周辺の

方が気楽でしかも確実だ。

変化を想うと、当然過ぎる当然なのかも知れない。

“もったいない”時代に育った私は、携帯電話
の高い固定費を NTT に支払っているのが“もった

長年大阪駅を経由して通勤していた人でも、大阪駅
周辺の変貌は何が何だか分からず困惑している人
が多いと思う。

更に驚いたことは、東京都区内は、JR、私鉄、
地下鉄が網の目のように張り巡らされており、駅で

住人の生活上の様々な便宜を図ってくれるとのこ
とである。我々が言うところの“管理人さん”が一

は地下 2 階まで三層構造になっているところが多い。 段とグレードアップし、ホテルのフロントマネジャ
駅員に「トイレはどちらですか？」と聞いてみた。

な

ー並みのサービスをしてくれるのである。
ふくしょく

「その上の階の、その又上の階にあります」との返

最近たまたま入った 服 飾 専門店にも“コンシェ

事だ。年寄が階段を上るのは大変だ。到着駅まで我

ルジュ カウンター”なるものがあった。どうやら、

慢することにした。

しゃれた服装の組み合わせなどを提案してくれる

駅の構内の切符売り場で行先を確かめて切符を

らしい。

買っている人は、私のような“おのぼりさん”だけ

某携帯電話会社のテレビコマーシャルで“しゃ

のようだった。東京の住民は、公共の交通機関に共

べってコンシェル”というコマーシャルを耳にした。

通して使える“スイカ”と呼ばれる IC カードを使

この語源は明らかにコンシェルジュから来たもの

とどこお

用していた。これにより狭い駅の構内を人が 滞 る

と思う。にわかには信じ難いが、携帯電話に、して

ことなく流れているのである。

欲しいこと、知りたいことなど話しかければ音声で

あぜん

外国人が多いのにも唖然 と

した。東京駅

から中央線に乗った時、私の周

りには外国

こた

応えてくれるのだそうだ。このテレビコマーシャル
を見て胸騒ぎを覚えるのは私だけではあるまい。

人の方が多いぐらいだった。

しかも有色

もうすぐ季節は七夕だ。言わずもがな、日本の

人種が多い。

日本で一体

夏を彩る星空の祭典だ。この日あまたのカップルが

この人たちは

何をしているのだろうか？

観

おりひめ

おうせ

牽 牛 ・織姫の年に一度の逢瀬を気にして夜空を見
ひそ

光客とは思えない人達
が多かった。

けんぎゅう

上げることだろう。そんな七夕の夜に密かに交わす
東京タワー

カップルの声を、携帯電話が聞き分けて『今夜は、

世の中がここまで変わってしまったのだ。かつ

間もなく曇りのち雨。ご用を済ませて早く帰りなさ

て“我々お年寄りは、人生経験が豊富で、それなり

い』と無機質な声で応えてくれるとしたら----。こ

に役立つものを持っている”と信じて来たが、これ

れは余計なお節介というもので、そこまでの進化は

はとんでもない思い違いであることに気が付いた。

望まない。

世の中の進化があまりにも早く、目まぐるしくて付
いていけない。

しかしながら、世の中の変化はますます複雑化
した。日本男子の２０％が生涯独身を通すという統
ふ

この変化の激しい昨今、
“コンシェルジュ”とい

計が発表された。この原因は携帯電話の持つ負の影

う単語を耳にしたことはないだろうか？ コンシェ

響との推測もある。これでは少子化に歯止めがかか

ルジュはフランス語で“大きな建物、重要な建物の

らない。国力の低下に繋がる。

門番”という意味合いらしい。
そうか。先日訪問した千里ニュータウンの新し

つな

“コンシェルジュ”という新語は、どうやら高
ぜいたく

級感にあふれた贅沢な生活に関係するようだ。私も

い高級マンションのエントランスにホテルの受付

味わってみたい。こっそり聞いてみることにする。

さながらのカウンターがあり、“コンシェルジュ”

『携帯電話さん。コンシェルジュって、一体全体、

とよばれるパリッとした服装の男性が立っていた。

何ですか？』

（終わり）

見学会・クラブ例会・講演会などのご案内
□ パークゴルフ部

□ゴルフ部「楠会」 例会

□ハイキング部 10 月予定

９月３日（月）

10 月 18 日（木）
音羽山（牛尾観音）・山科
[詳細は 9 月吹田だよりに掲載。
8,9 月は 6 月に掲載済]

茨木高原カントリークラブ
新規参加希望者は下記へ
大図 宏 06-6389-4168

□ 高齢者大学同窓会

例

会

会場 万博公園パークゴルフ場
8 月 24 日（金）9 時集合 9 時半スタート
9 月 18 日（金）9 時集合 9 時半スタート
問い合わせ先 宇多洋子 06-6871-2103

第 2 回 教養講座

司馬遼太郎を語る

講演

月

詳細は同封チラシ

講師 司馬遼太郎記念館 上村 洋行 館長

日時 10 月 10 日(水) 13 時半～15 時半

会場 東大阪 イコーラム ホール（若江岩田駅前）

□ 第四回社会見学会
詳細は同封チラシ
日時 10 月 10 日(水)
9 時半 近鉄・奈良線 河内小阪駅集合
見学先 田辺聖子文学館・・司馬遼太郎記念館・・宮本順三記念館
午後、教養講座(上記)に参加。見学会のみの参加も可。
□ 連絡協議会 親睦一泊バスツアー

申込受付

10 月 29 日(月)～30 日(火)

詳細は同封チラシ

深まる秋の信州へ 「美ヶ原～上高地～安曇野」

宿泊は 雄大な北アルプスと城下町松本を一望 美ヶ原温泉 ホテル「翔峰」
高大主催「スポーツ交流大会」に同窓会がチャレンジ！

申込受付

＊実施日

平成 24 年 9 月 25 日(火) 10～15 時

＊場所

大阪府立体育会館（なんば）

高大の月から金曜チームと同窓会の 6 つのチームが一緒になって二ュースポーツ競技を楽しみます。
ゲームのような誰でも出来る、簡単な種目です。大相撲の府立体育館で一度遊びませんか・・・
吹田からは、1 チーム 6 人

、3 チームが参加予定。

参加希望者は、区長又は梅本（6876-8523）へご連絡下さい。

予

第４回カラオケの集い

告

実施日
会 場
費 用
詳しくは

平成２４年１０月２７日(土曜日) （受付） １２時３０分 (開演) １時～５時
岸部市民センター 吹田市岸部南１-４-８
(２F) Tel 06(6317)1293
￥1,000.２曲 (２ コーラス)
９月２４日の吹田だよりに チラシを同封いたします。
カラオケ部 光畑 滋

吹田市立博物館

２０１２年度夏季展示「子どもと環境ーむかし・いま・これから」関連講演会
「環境問題講演会」 講師：内田慶市氏（関西大学外国語学部教授）
日時：8 月 5 日（日） 午後 2 時～午後 3 時 30 分 場所：吹田市立博物館 ２階 講座室
定員：当日先着１２０名（事前の申込は不要です）参加費 : 無料
[この案内は、SA 吹田から参加要請を受けたものです]

