
   

巻頭言 
                温 故 知 新 新年度に向けて 

                             会長 梅 本 泰 正 

1月 16日、設立 25周年記念の新年会を終え、新

年度の準備を進める時期となりました。 

昨年 4月の総会で、決算を 2月末に繰り上げ、総

会を 3 月に開催すると決めました。これは、連協や高

大の行事が 10 月以降に集中するのを避けて、4～5

月の過ごしやすい時期を有効に使うことを念頭に置い

てのものです。これに従い、1 月の役員会にて、次の

新年度の前半期の主要行事の日程を提案します。 

「定例総会 3月 25～29日の間で調整(会場予約 2

月 1日)」 

「新入会員歓迎バーベキュー懇親会 万博公園で

4月 9日(火)に開催」 

「同窓会吹田演芸会 メイシアター小ホールで 7 月

11日(水)に開催」 

このスケジュールの内、総会と新入会員歓迎会は、

高齢者大学校の修了式(3/19)と入学式(4/10)の間、

いわゆる春休み、大学校を受講する同窓会会員の

参加の支障のない日程に当たり、１人でも多くの参加

者を期待しています。 

 新年度に向けての最重要課題は会員の確保…現

会員の継続加入と現高大受講生の新規入会…で

あります。 

先般、吹田在住の本科受講生 113名の内、未加

入の 89 名の方へ入会案内を配布、連協は高齢者

大学校の協力を得て、1 月 21 日からの一週間、大

学校内において同窓会入会案内と受付を実施しまし

た。案内と受付が即日であったこともあり、入会手続

きをしていただいた方は 13 名でした。今後、各教室で

の受付などにより多くの入会者を期待するところです。  

 

新年会では、吹田郷土史研究会の佐々木進会 

長をお招きし、「すいたのはじまり」と題してご講演をいた 

だきました。難読地名である吹田の名の由来について、

スキタ説、次田説、朝鮮語説…諸説あり学問的に難

しいことを学びました。 

 今般の新年会、昨年秋の永年会員懇親会は、先

輩方のお話から同窓会吹田の歴史に触れる貴重な

機会でもあります。 

先日、雑誌である経営者の「プアなイノベーションよ

り優れたイミテーション」との言葉を目にしました。 

「プアなイノベーション」とはいってみれば「下手な考え

休みに似たり」。 

「優れたイミテーション」とは…組織には先輩が築いて

来たもの、経験した事例が沢山あり、それを借用したり、

人の話を聞いたりすることで、過去の優れたサンプル

を今後に活かすことが肝要…と説いている。つまり

「温故知新」。25周年に当たり「プアなイノベーション」

に走らず、「優れたイミテーション」…「温故知新」を肝

に銘じて進むこととしたい。 
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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、ONCCの情報を掲載。 

□連協・高大・ONCC    1/16 連協理事会 

◇同窓会の一体化 高大校友会   

  高齢者大学校と同窓会(同窓会連協、SA 連協、フエスト会)で協議を重ね、同窓会 3 団体の連合体組織として
の高大校友会を 25年 1月 1日付けで設置。 

◇連協に同窓会南部が加入  
同窓会のメンバーの老大南部同窓会は離脱、新たに高大同窓会南部が発足し同窓会連協に加入する。 

◇連協  同窓会入会説明会・受付 

 1/21～25日の 5日間、高大共通講座の開講前の 30分で説

明会を実施。講義終了後に各地域同窓会が受付を行った。

これまでの 3 年間、高大はほぼノータッチであったが、今回か

らは、高大理事長が冒頭で挨拶に立たれ、同窓会への入会

を促していただいた。又、連協は、パワーポイントを使っての

説明内容に工夫を凝らし、これまでよりも十分に受講生への

訴えかけが出来、同窓会への理解も得られた。 
 ◇ONCC 受講生募集 
  昨年 11 月から募集を行い、5 講座ともに 40 人の定員を確
保。 
  歴史では、定員の 4倍を超え、教室を高槻に茨木を加えての対応で、今春の開講に備える。 
 

□同窓会吹田 1 ・12/26役員会  ・1/7 運営委員会 
◇ 25周年記念新年会開催  

    1/16 メイシアターレセプションホールにて、75 名が参加。高齢者大学校・佐藤宏一理事長、前会長・奥谷英夫

顧問からのお祝いのことばの後、永年功労の 7 グループを表彰。記念セレモニーに続き、吹田郷土史研究会・

佐々木進会長のご講演「すいたのはじまり」で午前の部を終え、昼食会。三好桂子前支部長の祝辞、京極龍治

書道部部長の乾杯のご発声で懇親会となりました。 

   午後は、表彰グループの活動報告、演技披露。 

  新年会の常連、大正琴の演奏、ボランティアグループ・花みず

き会は前代表小川雅由さんが苦労話を、ハイキング部、書

道部、写真部は、例会の模様の映像を映し、各部長が説明

の新機軸。歌体操の実演で参加者もからだをほぐし、最後は

カラオケ部の演歌に聞き入りました。   新年会の〆はビン

ゴ大会。ささやかな景品でしたが大いに盛り上がり、万歳三

唱でお開きとなりました。 

  尚、詳細は、2月発行の「吹田だより 25周年記念号」 

に掲載します。                                [一度に 10人がビンゴ。ジャンケンにも力が…] 

 

◇ 高大受講生へ入会案内 

  1/15、南千里・市民活動センターにて、吹田在住の本科受講生113名の内、既会員を除く 89名への入会案内を、

印刷、「吹田だより 新年号」とともに封入する作業を行いました。この案内書を高大へ持ち込み、他の地域同窓

会と合わせ、連協役員が、各教室別に仕分け、各科アシスタント経由で受講生へ手渡しました。            

◇事務局からのお願い 【会員の皆様、友人、知人、ご近所の方で受講生がおられましたら、お誘い下さい】 

                【25年度会費の納付をお忘れなく。最寄りの役員へお渡し下さい】 



 

 

歩こうかい通信 

3 月 度 例 会                                

              同窓会吹田 ・社会見学会と併催  
 

目 的 地   日本のマチュピチュ 竹田城跡  & 国内最大の揚水発電所 奥多々良木発電所  

 

標高 353．7 メートルの山頂に位置する竹田城

跡は、  石垣遺構として全国屈指のもので、「日

本 100 名城 」に選定されました。自然石を巧みに

配置した近江穴太衆による石垣は、400 年を経

た今でも当時の威容を誇っています。  

また、城跡周辺では秋から冬にかけてのよく晴れた

早朝に朝霧が発生し、但馬地方の風物詩となっ

ています。雲海に包まれた竹田城跡は、まさに天

空に浮かぶ城を思わせ、この幻想的な風景を一目

見ようとたくさんの人々が訪れます。来訪者急増で、

今秋には有料となる予定。  

 

月 日    3月 13日（水）         雨天決行       

集 合   阪急山田駅   神戸屋前      午前 7時 50分 

          阪急南千里駅 クリスタルホテル前  午前 8時 00分 〈名前が又変わりました〉 

解 散   各集合場所                午後 5時３０分頃 

コ ー ス    中国道池田 IC  舞鶴道春日 IC  和田山春日道路和田山 IC 経由  

          大型バス駐車場 山城の郷 A 10:00着 

城跡へのコース  A ⇒1200m⇒ B 中腹駐車場 ⇒700m⇒C大手門 

ハイキング組  徒歩 A⇒B 20分  B⇒ C 20分 で 竹田城(城内散策を含めて往復約5km） 

          見学会組     A⇒Bジャンボタクシー利用、 B⇒ C徒歩 20分で竹田城 

（竹田城址内散策を含めて 往復 約 5キロ） 

            11:45 全員 バス駐車場集合後 奥多々良木発電所へ 

                    途中 「多々良木 みのり館」にて昼食 

            13:15奥多々良木発電所 見学 

            14:45 出発  途中、天候等の状況により見学先〈未定〉へ立ち寄り有り 

            17:30 帰着予定 

                     

会       費   3,900円  交通費・ 昼食費 〈参加 33名での計算。 40名で 500円返金〉 

申 込 方 法  同封の申込用紙に記載。先着 44名。 

連 絡 先   丹羽 6871-5909    梅本 6876-8523 (当日 携帯 090-6751-6076) 

 

 

 

ハ イ キ ン グ 部 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Takeda_Castle.JPG


 

劣化と寿命と持続可能と 
 

２７期  深井 保 

何はともあれ無事にあけましておめでとうございます。

ん？ そう。2012年 12月 21日はマヤの予言によります

と人類滅亡の日。考古学者の間で『謎の古代文明』と

呼ばれるマヤ文明はメキシコ南東部、ガテマラ、ベリー

ズなど中米を中心として栄えた文明で、そのヤマ文明

の暦が 12月 21日に『新たな時代』に切り替わる節目に

差しかかる、ということで世界各地で地球規模の大災害

や人類滅亡などのうわさが飛び交い動揺が広がったの

だ。米メディアによると NASA（米航空宇宙局）には 

「本当に何か危険が

あるのか？」などの

問い合わせが殺到

したそうだ。しかし足

元に目をやれば、

持続可能な地球が

今、確かにここにある。 

  さて、地球は無事永らえたのだが、2012 年は皆さん

ご存知のとおり、多くの著名人の訃報を耳にする年とな

った。 

   文化勲章や国民栄誉賞を受けた女優森光子さん。

享年 92 歳。晩年にも朝起きてスクワット 75 回、夜寝る

前スクワット 75回の習慣を欠かさなかったという。プロフ

ェショナル魂だ。彼女は演劇「放浪記」の中で、小説の

出版が決まった時の作家林芙美子の喜びをでんぐり返

しで表現して喝采を浴び、それは 86 歳まで続いた。

2007 年に周囲からのストップで、でんぐり返しを封印す

ることとなったが、その際「寂しく申し訳ない」としながら

も、翌年に「放浪記」作者の故菊田一夫氏の生誕 100

年を迎えることにふれ、「私ももうすぐ 100 歳。それまで

『放浪記』が出来ればどんなに幸せか。出来ることなら

千秋楽を決めずに、やりたいだけやって『明日やめた

い』って言ってみたいですね。」と語った。実際「放浪記」

は平成 22年まで上演されることとなった。 

   映画監督新藤兼人氏。満 100 歳で没。彼は生家の

倒産、極貧の 10 代、シナリオライター失格宣告を受け

た 20代、召集され戦死を覚悟した 30代、戦後つくった

独立プロが破産寸前に追い込まれた 50 代、という絶対

的な危機を不屈のファイトで乗り越えて、99 歳で完成さ

せた最後の映画「一枚のハガキ」をそれまでの全ての

作品を上回る代表作にする、という偉業を成し遂げた。

力いっぱい映画を愛し、生きることを愛し続けた彼は、

生前「できれば、ヨーイ、ハイと言ったところで、ばたっと

倒れたい。」と語っていたという。 

   この 2 人の高齢の巨匠の言葉には共通点がある。

そう、自らの劣化を直視し、フィジカルな努力あるいは

強い自己肯定力でもってリカバーし、ゴールテープを

張らず（つまり寿命を定めず）、80 歳、90 歳にして自ら

持続可能だと言ってのけるのである。このような人を慕

って老若男女、周囲に人が集まってくるのは至極当然

のことかもしれない。 

   さて、昨今「劣化」や「寿命」、「持続可能」といったキ

ーワードが飛び交っている。我々人間のことばかりでは

ない。鉄筋コンクリートのような無機質で造られたインフ

ラ（社会基盤）も同様に寿命がとやかく言われる時代に

変わった。過日起こった山梨県中央自動車道笹子トン

ネルの天上板が崩落して 9名の犠牲者を出した事故が

マヤ文明 



 

その発端である。この笹子トンネルは開通後 35 年ほど

経過しており、この天上板を吊り下げるという構造のトン

ネルの寿命はわずか 35 年程度だったのである。国土

交通省によると笹子ト

ンネルと同様の吊り天

上方式の 

トンネルは全国で少な

くとも20数本あり、我々

のよく利用する阪神高

速でも２カ所、首都高速で 3 カ所あるとのことである。ト

ンネルが突然潰れる事故などあってはならないことだ。 

   首都直下地震や東海・東南海・南海の３連動地震

の発生が懸念される今、戦後の高度成長の過程で急

速に整備された道路や橋、公共施設といったインフラ

の老朽化が深刻な問題になっている。コンクリートの寿

命（耐用年数）は一般的に５０年～６０年と言われてきた

が、今回の笹子トンネルの例などより、補修をしないと

はるかに短いことが分かってきた。もしも我々の生活に

必須となっているインフラが寿命に達し、不安が生じる

ようなことになれば、持続可能な社会とはなりえない。 

   さて、「寿命」ときいて私が即座に思い浮かべるのは

地球の恵みである地下資源の問題だ。 石油、石炭、

天然ガス等のいわゆる化石燃料の寿命（採掘可能年数）

に関して、現在政治の世界では殆ど何も言われてない。

1970 年代の石油危機の折には「石油の寿命はあと 30

年」と聞かされ、将来に不安を感じた人は多かった。私

など今なおこの思いは変わらない。 

日本では、化石燃料の 45％ほどが発電用として使

用されてきたが、震災後は原発の停止により飛躍的に

使用量が増大することとなった。 

化石燃料は本来貴重な有機資源であり、医薬品、

プラスチック、合成繊維、及びその他の化学製品等の

原料なのである。因みにスーパーで販売されている製

品のうち 90％のものは何等かの形で化石燃料との関わ

りがあるとの説もあるほど、我々の生活に必要不可欠な

のである。 

ところが、化石燃料はエネルギー源としての用途の

みが強調され、生活必需品としての議論は殆どなされ

てないのが現状だ。 

要するに化石燃料には限りがある。ただ燃やしてエ

ネルギーを取り出すという用途に使用するのはあまりに

ももったいない。代替えエネルーもあることだ。有機資

源として子子孫孫まで残すべきなのである。 

となるとやはり避けては通れないのが原子力エネル

ギーの是非の問題だ。日本の高度経済成長期を目の

当たりにしてきた我々世代はどうしても自然の恵みを生

かした再生可能エネルギーでは産業も停滞し、国際競

争から脱落するのでは、といった不安を抱いてしまう。し

かし、原発が作りだす核廃棄物を地下深くに埋めるとい

っても、日本の国土は世界の大きなプレート（岩板）が

集まっている場所に位置する地震国だ。地震はいつ起

きるか分からない。それこそマヤの暦の X デー（地球

滅亡の日）を引き寄せることになりはしないか？ 

いやいや、年の初めから考え込むことはよそう。さあ、

今年は自分の劣化を直視し、メンテナンス（維持・管理）

を怠らず、寿命を決めず、「持続可能だ！」と声高に宣

言してみるとしよう。           （終わり）  

 

 

トンネル 



 

新しいクラブ・同好会をつくりませんか 
 

 

 

前回配布の「吹田だより 112号(新年号)」に、高大エッセイ文学科受講生の作品を二編掲載しました。 

7区の吉岡静子さんと今春入会されます澤田泰夫さん(20区)の作品です。澤田さんから「吹田でエッセイの

クラブが出来れば・・」との話もありました。4月からスタート出来ればと事務局も支援してまいります。 

12月掲載時に、お二人の作品と同時に寄せられましたクラス仲間の三篇を掲載させていただきます。  

これなら自分も出来そう、やってみようかと、 ご興味ある方は事務局へご連絡下さい。 

 

・・・・・・・・・ エッセイ三篇  提供 : 高齢者大学校 エッセイ文学科 ・・・・・・・・ 

 

『私の会いたい音』  虎井 勝義 

 

「音」に纏わる自分の過去の体験。ちょっ

としたきっかけで時折記憶が甦る。そんな話。 

五年前「音に会いたい」というＮＨＫラ

ジオ番組があった。例えば「祭り」に思い

出を持つ人は、その音に纏わる時代背景や

自分との関わり・祭りの思いを書き綴って

応募する。それを受けた放送局側は祭りに

関する音を再現しつゝ、ナレーションも入

れ、ドキュメント風に構成・脚色する。総

じて「祭り」の世界にタイムスリップする

訳だ。 

 出会った音がその人にとっての忘れ難い

記憶に結びついている風に感じられた。 

 ところで、私の「会いたい音」とは、鎮

守の境内での盆踊りに流れる音楽(加賀百万

石の城下町・金沢に纏わる各種の歌謡)だ。 

八月のお盆に父は墓参りのため、私等を連 

れて金沢近郊の実家へと向かったものだ。 

 盆踊りの夜、実家から境内へ音響が提供

され、約十五ｍ四方に老若男女の二重三重

の踊りの輪が出来た。蓄音機に掛けるレコ

ードの歌謡はとりわけ金沢に因んだものが

印象に残っている。例えば「百万石音頭」

などで〝加賀は白山、殿なら前田、御紋所

は梅の花︰︰来まっし見まっし寄るまっし

〟と。 

 今振り返ると踊りそのものや、いとこと

の交流の記憶は薄れ、盆踊りの歌謡だけが

なぜか、記憶に残る。それが今無性に「会

いたい音」なのである。それは城下町金沢

の気風をよく表わしている歌謡の、哀調を

帯びた曲に由来するのかも知れない。 

その土地に生まれ育った者が懐しむ哀感

は半世紀の時空を経て、今も我が胸に響い

てくる。 

                            

『日にち薬』     小谷 イク子 

 

夫が亡くなって、早二年余り。友達から

聞いた言葉があった。 

“立ち直るのに、三年かかるらしいよ“ 

朝夕の仏壇に手を合わせる度毎に思い出が

蘇り、一人取り残された寂しさや虚しさで

過去に引き戻され、後悔ばかりの日々が続

いて、ほんとうに三年はかかると思った。 

ところが近頃の私は、新聞片手に朝ごは

ん、昼は外へ出っぱなし、夕食には二百五

十ミリリットルの缶ビールを飲みながら

長々の食事。夫は粕汁で赤くなるほど酒に

弱かったので、その手前、私も遠慮して飲

むことはなかった。 

今の私の姿を見たら嘆くかな～。最近、す

っかりおやじ化して来た私である。まだ三

年経っていないというのに。 



 

  □新しいクラブ・同好会を創りませんか。 

◇同窓会吹田の会員は、役員会の承認を得て、自由にクラブ・同好会を立ち上げることが出来ます。 

又、登録団体として市の施設を利用出来ます。設立ご希望の方は事務局へご相談下さい。 

◇クラブの正副代表者は同窓会吹田の役員を兼ね、定例役員会への出席が求められます。 

同好会の代表者は同窓会吹田の代議員を兼ね、総会及び特定の役員会への出席が求められます。 

◇クラブへは助成金が支出されますが、同好会への支出はありません。 

            『文章と私』       児島 直隆  
 

私は昔から文章を書くのを苦手としない。 

いやむしろ書く事により、心を癒やされる

事が多々あった。 

ダンボール箱一杯にはなるであろう、書

き捨ての散文。何冊にもなろう日記帳の類。 

然し、それらは私のマスターベーション的

産物であり、他者の目に触れないので将に

ごみくずでしか無い。 

そんな私が考え出したのが、人様に宛て

る手紙である。年賀状は各人に約三百三十

字位の文面にする。だから概略は似ている

箇所もあるが、皆違う。各人を頭に浮かべ、

語りかける様に文字を滑らす。 

相手が欲しがる情報やコメントを入れる。

勿論自分では良かれと思っているが、相手

にすれば違った受け止め方をしているだろ

うとは想像できる。 

賀状で書き足らない御仁には手紙を認める。

 それは自分の文章に対し、反応を求める

からである。それが最近は携帯のメールに

移行している。直ぐに返答があるメールは

なかなか良い。どうしたら、相手の心を動

かせられるか。どう表現したら、気持ち良

く反応して貰えるかを、本当に考える様に

なった。 

私の文字文化は書き捨ての散文からメー

ルに変わって来たのである。 

大阪府高齢者大学同窓会吹田  クラブ・同好会・グループ一覧 

 クラブ部名 代表者 (連絡先・電話)  例 会 等 

ハイキング部 丹羽豊    6871-5909 月 1回、月～土を順に開催 

カラオケ部 光畑滋    6875-0216 2,4火曜 午後  総合福祉会館 

写真部 別所正明  6330-1949 撮影会と研修会(福祉会館)を交互に 

書道部〈晞友会〉 京極龍治  6877-1563 1,3土曜 午前 夢つながり未来館 

ゴルフ部〈楠会〉 大図宏    6389-4168 年 4回のコンペを開催 

朗読クラブ 廣瀬弥生  6389-1012 2,4金曜 午後  吹二地区公民館 

パークゴルフ部 宇多洋子  6871-2103 月 1回  万博パークゴルフ場 

大正琴 和の会 別所節子  6330-1949 月 2回 竹見台多目的施設 

歌体操なでしこの会 西村秀子  6385-6408 1,3日曜 午後 千里山・佐井寺図書館 

パソコン同好会 内田哲男  6380-0190 2,4木曜 午後 JR吹田駅前市民会館 

ゴスペル 18 島谷啓造  6872-3843 2,4木曜 午前 メイシアター 

アンサンブル花かご 岡田淳子  6872-5462 1,3月曜 午前  竹見台多目的施設 

アロハ・フラ吹田 中本啓子 6871-8768 月 2回  勤労者会館 他 
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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・25 年度上期主要行事計画   [25年度から 3月スタートとなります] 

総会・新入会員説明会   3月下旬   総合福祉会館 

新入会員歓迎バーベキュー懇親会 4月 9日(火) 万博公園  詳細は 2月にお知らせします 

連協・スポーツ交流会・第二回パークゴルフ大会 5月下旬 万博公園 詳細は 2月にお知らせします 

第二回同窓会吹田演芸会 7月 11日(木) メイシアター小ホール 出演大歓迎 

□ 同窓会吹田 第五回 社会見学会 

   ハイキング部と合同開催 

 3 月 13日(水)  詳細案内は本誌 3ページ 

  現地まではバスで・・・ 

 揚水発電日本一 奥多々良木発電所 

□ 同窓会吹田 ハイキング部 3月例会 

   社会見学会と合同開催 

 3 月 13日(水)  詳細案内は本誌 3ページ 

  現地まではバスで・・・ 

 石垣遺構日本一 天空の城 竹田城跡 

□ 同窓会吹田  パークゴルフクラ ブ  問い合わせ 部長  宇多 06-6871-2103 

 2月例会 2月 18日(月)   9時半集合  会場 : 万博パークゴルフ場 

  3月特別例会  3月 8日(金)   一般会員歓迎 お誘い合わせの上 宇多迄連絡を・・・ 

    阪急山田駅 Dew横 8時 15分集合 8時 30分出発    18時頃帰着の予定。 

     会場 :  和歌山県紀美野町「のかみふれあい公園」コース 

競技 :  36ホール〈午前 18ホール  午後 18ホール〉 

  会費 :  3,500円 バス代、プレー費 

昼食 :  各自。途中、弁当購入可能。公園内食堂に軽食あります。 

雨天決行・・・紀ノ川古寺巡り       

◇主 催 大阪府高齢者大学同窓会 文化祭 教 養 講 座◇ 

□  第 5 回文化祭  2 月 12 日(火)・13 日(水)  メイシアター 

       12日 開会式 9:45  展示 10:00～17:00  演芸 12:30～17:00 

        13日 展示 10:00～15:30   演芸 10:00～16:00 

演芸 : 3階 レセプションホール   展示 : 1階 展示室・集会室・展示ロビ・ 

吹田会員が多数出演・出展します。是非ご来場下さい。 

□ 第四回 教養講座 講演  2月 12日(火) 10時～12時 メイシアター 中ホール 

   講演   Mr.経済効果のやさしい経済講座  「経済効果 よもやま話」  

講師  関西大学大学院 宮本 勝浩 教授 

        「ちちんぷいぷい」準レギュラー出演など TV でもおなじみ 

阪神タイガース、吉本興業、駅長たま、AKB48、斎藤勇樹・・話題の出来ごとや現象に切り込み、 

その経済効果を発表…生きた経済を身近なものと読み解き、経済効果第一人者が、戦国武将から 

現代社会現象までを語る。                        



 

 


