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大阪府高齢者大学
同窓会吹田

会長 梅 本 泰 正

10.01
01.17 は阪神淡路大震災、03.11 は東日本大震災、

私どもに縁が深い「国際高齢者の日」。

09.11 はアメリカ同時多発テロ事件…これらは大きな

実は、表題の 10.01 は記念日ではなく 10 秒 01…ゴ

出来事のメモリアルデーです。こうした出来ごととは

ールデンウィークの最大の話題の一つ、陸上男子

別に、よく「○○の日」と云うのを見聞きしますが、

100m で高校生桐生祥秀君が出した記録…ここからこ

このニュースレター発行日の 5 月 27 日は何の日でし

の文を考えました。

ょう。これを登録、管理する日本記念日協会なる組織
によれば、
「小松菜の日」とのこと。
5.27…5 がコ .

世界記録、ウサイン・ボルトの 9.58 は遥か及ばず、
日本記録、1998 年の伊東浩二の 10.00 にも届かなか

がマ 2 はツ 7 がナ…堺市の小

ったものの、ジュニア世界タイ記録で一躍注目を集め

松菜生産者が制定登録したものとか。従って 5.27 の

ました。日本記録 10.00 の更新、東洋人初の 9 秒にあ

役員会前に実施しましたワンコインランチには、しっ

と一歩いやあと 20cm。この記録を出した数日後のレ

かりと小松菜と薄揚げの煮びたしをメニューに採用

ース、TV 中継を注目しましたが、記録更新は容易で

しました。

はありません。それでも 9 秒台の記録を持つ外国人選

「○○の日」の由来にはコマツナや 6 月 4 日はむし歯

手の中で 3 位に入賞し、非凡さを見せました。

予防で―のような数字のごろ合わせが多いようです

17 歳の若者が出した 10.01 に元気を貰った高齢者、

が、記念日協会で 10.01 の記念日は 17 件ありその一

若者を大いに応援しようではありませんか。きっと

つがメガネの日…

我々が元気なうちに素晴らしい記録を出してくれる

一〇〇一

…と書けばメガネに

みえます。

でしょう。これからの超高齢社会、老若お互いに支え

この協会とは別に国連が制定する国際デー、10.01 は

合う大切さを、10.01 に思いを寄せました。

事 務 局 からの報 告
□連協・高大・ONCC
◇連協 新年度

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。

5/1 連協理事会

各同窓会の会員数は 4 月末で 2,860

6 月理事会にて確定する。

人で昨年の 3,158 人から約 10%減。大阪が 20%減

◇連協 規約の見直し 「理事任期 5 年」「会員 300 人以

の他、茨木、豊中、吹田、高槻が概ね 10%減で、

上の同窓会は理事 1 名追加」など現規約の見直しに着

東部、枚方では 10%増加している。

手した。

役員では、会長は大阪、摂津が交替、他は留任。
◇連協 一泊旅行

副会長からの理事では、茨木、守口が交替。
事業計画は概ね昨年と変わらず、決算・予算は
１

10/14、15 名古屋方面で決定。宿

泊は知多・師崎「活魚の美船」 （末尾頁に案内掲載）

◇高大 5 周年記念式典

高大は 5/24 定例総会の後、

◇ONCC からの要請

受講生と地域同窓会との交流

講演、東北民話の語りべ や懇親会など 5 周年記念式典

及び終了後の同窓会への受け入れについての要

を開催。連協へも出席の呼びかけがあり、吹田からは会

請を受けた。

長・副会長計 2 名が出席。

交流については、校外学習として北千里の講座が、
5/15 にパークゴルフの体験会を参加者約 30 名開

◇高大 第二回夏の音楽会

8 月 25 日午後 相愛学園

講堂で開催。（末尾頁に案内掲載）

催。大半が初心者でしたが、指導を兼ねパークゴ
ルフ部有志約 10 名が一緒にプレーし、楽しんで
いただけました。

□同窓会吹田 1 ・4/22 役員会
◇吹田だより 掲載もれ

・5/14 運営委員会
4 月配布の 124 号吹田だより

に「歩こうかい通信」が掲載漏れとなりました。ハイ

◇社会見学会

5/17 「甲子園球場スタジアムツアー＆

キング部会員へは個別に郵送しまし、本紙にお

大谷美術館 とら・虎・トラ展」を実施。参加 21

詫び記事と「年度計画」「6 月予定」掲載しており

名。

ます。

次回

9/18 朝日新聞新社屋 他 で予定。詳

細は 7 月吹田だよりにて案内します。
◇会員

4 月配布の会員名簿には 338 名を掲載、その

後、継続・再入会があり 5/23 現在の会員数は

◇第 2 回演芸会

7/11（木） メイシアター小ホールで

347 名。名簿追加分は、本誌に同封しますので、

開催。出演者も出そろい、事務局にて準備を進めてい

名簿に添付して下さい。

ます。

行事実施報告

社会見学会

甲子園球場スタジアムツアー＆大谷美術館

5 月 17 日（金） 参加者 21 名。朝 10 時、球場外野席下の歴史前から、この日一番のスタジアムツアーの開始。
まずは三塁側アルプススタンド下の売店通路で案内スタッフから説明が始まる。球場の歴史…野球場と呼ばず「大運動
場」として誕生、室内プール
や体育館がこのスタンド下に
あったことなど。そして、通路
にある窓のシャッターが開か
れると、投球練習が行われ
るブルペンが見えた。これま
で幾度か来たが初めて目に
した光景。三塁側は元は国
内で二番目の温水プール、
一塁側は体育館であったと
パネル写真で丁寧な説明。
内野スタンド下へ移動すると、
球団事務所、談話サロン、
など撮影禁止ゾーンへ。
インタビューコーナーでは撮影 OK となり、早速集合写真。
２

狭い通路を通り抜けベンチ裏へ。大きな鏡があり、控え
選手が代打に備えて素振りをする姿を思い浮かべ、いよ
いよベンチからグランドへ。三塁側ベンチ、その前の人工芝
部分のみで、土や芝生にはノータッチであるが少なからず
興奮を覚える。ベンチ内に全員納まり写真を一枚。
グランド内ブルペン横からアルプススタンドを経て、外野の
歴史館へ。あっと云う間の 50 分のツアーでした。「日頃入
れない場所へ潜入する貴重な体験、思っていたよりきれい
な球場を見ることが出来、感激しました」と、今年入会で
見学会初参加の 16 区細川ヒサエさんから感想が寄せら
れました。
[ベンチ内には 21 人の元球児???]
歴史館では各自自由に、高校野球やプロ野球のコーナーで映像や資
料を見て、なつかしの青春時代の思い出を蘇らせつつ、球場を後にしま
した。［春夏全出場校名入りボールのパネル母校を探す］
昼食は阪神パーク跡のショッピングモール内で済ませ、午後は阪神香
櫨園駅へ移動、徒歩数分、特別展「とら・虎・トラ 」開催中の西宮市
大谷美術館へ。伊藤若冲、円山応挙など江戸から明治にかけての虎
60 点の展示、と共に甲子園球場、阪神タイガース関係の展示も有、
当に「とら・虎・トラ」の一日でした。
[私の故郷の出場校は・・・]

地区活動報告

１９区小集会報告
１９区 区長 川上隆弘
開催日時 ： 平成２５年３月２９日（金）１２：００～１３：３０
開催場所 ： パナソニック・リゾート大阪
出 席 者 ： １０ 名
少し時期としては早いかと思われた桜がほぼ満開のパナソニック・リゾート大阪で、昼食を取りながら２４年度の活動報告およ
び２５年度の活動計画を話し合いました。希望の多い「繁昌亭」「近隣の町歩き」などを計画することに。
最後に牧さんより即興でマジックの披露があり、楽しいひとときでした。

[牧さんのマジックに魅入る…]

[窓外の花を愛でながらの会食]
３

5 月度月例会

パークゴルフ部

クラブ活動報告

パークゴルフ部は新年度新会員を迎え 46 名の大所

は一部改修中で若干 OB が出にくいコースとなりまし

帯となりました。

たので、参加者のスコアもまとまり 3 桁スコアの提出

5 月の例会は乱高下する今年の陽気の中、適温のさ

はなく平均ストロークは 74.18 と高レベルの成績とな

わやかな好天の下、宇多部

りました。

長より新会員 2 名の紹介が

今大会の優勝者は参加 2 回目の辻 留子さん(グロ

あり参加者 28 名により競

ス 71、ネット 46)で、2 位本澤陽子さん、3 位三好桂子

技が開始されました。今回

さん…と女性が上位を独占しました。
。

は5月29日開催の連協パー

連協パークゴルフ大会のチーム戦代表選手には、グ

クゴルフ大会の選手選考会を兼ねており、グロススコ

ロス上位者の、堺紘成(61)、与那城博(62)、田村之男

ア上位者から選手選考されとあって参加者諸兄姉の意

(65)、丹羽豊(65)・・女性からは多田久子(70)、辻留

気込みも高く熱戦となりました。

子(71)・・の諸氏とこれまでの成績を勘案して選考さ

ホームコースとなっている万博公園パークゴルフ場

れる予定です。
（田村記）

歩こうかい通信
Ｈ２５年度 予定コース
3 月１３日（水） 竹田城

日帰りバス

９月１８日（水） 私市（星のブランコ）

４月１８日（木） 御室仁和寺８８ヶ所巡り・双ヶ岡

10 月 24 日（木） 雪野山（湖東）

５月１７日（金） 三岳・小金ガ岳

11 月 29 日（金） 朝日峰・高山寺（高雄）

日帰りバス

12 月 14 日（土） 明神ヶ岳（高槻）

６月１５日（土） 東おたふく山
７月１５日（月） 山本山（湖北）

日帰りバス

１月２０日（月） 泉原・見山郷・千提寺

８月２７日（火） 岩湧山

日帰りバス

２月

４日（火） 諭鶴羽三・黒岩水仙郷

8 月は当初予定の「芦生の森」を都合により変更しました。

羽

連絡先

日帰りバス

６８７１－５９０９

丹

豊

６月度例会
目

的

＜担当＞
地

六甲・東おたふく山

月日・集合時刻

６月１５日（土）

集

阪急「あしやがわ」駅

合

場

所

奥本・石川

午前９時２０分
改札口前

解散場所・時刻

阪急「おかもと」駅

コ

「あしやがわ」バス停（9:30）===「東おたふく山登山口」…山頂…雨ヶ峠

ー

ス

午後３時３０分頃

（昼食）…風吹岩…金鳥山…保久良神社…「おかもと」駅

（約７キロ）

★東おたふく山は百万ドルの大パノラマが広がるゆるやかな大草原です。「登山口」バス停から道路を
２０分ほど歩いた分岐で川を渡り山道に入ります。約３０分で山頂に着き、高原気分を満喫して少し
下った雨ヶ峠で昼食。食後はほとんど下りです。風吹岩で少し休んで、金鳥山、保久良神社を経て「お
かもと」駅へたどり着きます。

＝お 詫

び＝

吹田だより 編集者 森

『吹田だより 124 号』で、本歩こうかい通信の記事…年度予定、5・6 月案内…が、編集者の手違いで欠
落してしまいました。関係者の皆様にお詫びすると共に今後かような不手際が生じないよう注意して校
正を行います。 年度予定及び 6 月案内を下記に掲載し、7・８月案内は別掲しました。
4

歩こうかい通信
７ 月 度 例 会
目

的

日帰りバスツァー

＜担当＞

地

湖北・山本山縦走

月日・集合時刻

７月１５日（月）

集

阪急・モノレール「山田」駅近く『マツダ』の前辺り

合

場

所

解散場所・時刻
コ

高橋

午前８時

阪急「山田」駅近く

午後６時頃

ス 「山田」===名神・北陸道===木之元 IC===大音（おおね）賤ヶ岳リフト乗場～～

ー

賤ヶ岳７合目…有漏（うろう）神社分岐（昼食）…古保利古墳群…西野放水路…
山本山（H324）…朝日神社駐車場===道の駅===吹田

（歩行約９キロ）

●リフトで賤ヶ岳７合目まで上りここから山歩きのスタート。真夏ながら木々の中のアップダウン
を縦走するので、見通しは良くないがあまり暑さを感じません。登り下りが小さいので歩きやす
い山道です。分岐のところで昼食。古墳群あたりから眺めが良くなり少し登って山本山に着きま
す。朝日神社でバスに乗り、道の駅へ立寄って吹田へ戻ります。
★ 参加費

３，５００円

８ 月 度 例 会
目

的

地

２４人乗りバス

（要予約・先着順）

日帰りバスツァー

注 「芦生の森」行を都合により変更しました
○

岩湧山

月日・集合時刻

８月２７日（火）

集

阪急・モノレール「山田」駅近く『マツダ』の前辺り

合

場

所

＜担当＞ 高橋
午前８時

解散場所・時刻

阪急「山田」駅近く（ナンバ下車可能）

コ

山田===近畿道===滝畑ダム駐車場…カキザコ…扇山分岐…岩湧山（H898）昼食

ー

ス

…岩湧寺駐車場===道の駅===阪和道===（ナンバ）===吹田

午後６時頃
（約６キロ）

● 雄大な草原の名山「岩湧山」は、春はシャクナゲ秋はススキで有名な関西有数の山です。滝畑
ダムでバスを降り、しばらく林道を歩きますが急にけわしい山道となりぐんぐん登っていきま
す。カキザコを過ぎてもまだ登りが続きます。扇山分岐からやゝ水平道になりますが、しんど
い１２０分でやっと岩湧山頂に着
きます。ススキにはちょっと早い
ですがすばらしい展望で 疲れを
いやしてくれます。昼食後は急坂
を下ってほどなく岩湧寺です。
帰りは道の駅に立寄り吹田へもど
ります。
★ 参加費
２４人

３，５００円
乗りバス

（要予約・先着順）
連絡先
５月 三嶽

6871-5909

丹羽

豊

（さつえい）高橋

進

5

あ ゝ 孫の世代は一体全体どうなるの
27 期

深井

保

時々、乳母車に乗った幼児とエレベーターで

の手を振り切り、係員の制止をかいくぐって、駆

同乗することがある。じっと私の方を見つめてに

け足で私と家内の手元に飛びついてきたのだ。私

っこり微笑んでくれる

は嬉しくて涙が出そうになったことをつい先日

幼児が多い。思わず「こ

の出来事のように覚えている。今やこの孫が小学

んにちは赤ちゃん。おじ

6 年生、大阪に住む孫が中学 3 年生である。

いちゃんが好きなの

先日、春休みを利用して二人が私の家に遊び

ね！」と声を掛けたくな

に来た。家に入るやいなやテレビのアニメ番組を

る。

つけ、ソファーにどんと座って DS と称するゲー

こんな時にふと思い

ム機を取り出して二人で何時間でも夢中で遊ん
でいるのである。親は DS について殆ど知識がな

出すのが、日本が戦争の
爪痕から脱却し、高度

こんにちは 赤ちゃん

い。無論私などは手に触れたこともない。孫が自

成長期の真っただ中にあった昭和 38 年（1963）
、

分で DS の操作を学び、遊び方を学習するのだ。

梓みちよの「こんにちは赤ちゃん、あなたの笑顔

「何がそんなに面白いの。その意欲を勉強に向け

-----」という歌である。作曲は「上を向いて歩こ

れば、もっと賢くなるのに------」とついぼやいて

う」や「見上げてごらん夜の星を」の永六輔、作

しまう。

詞は中村八大という当時を代表するコンビであ

孫の体形をみると、たった 2 世代でこうも違

る。何とも懐かしい歌だ。50 年も前の歌である

うものかと驚く。短いスカートをはいて放り出し

が、これを聞くと当時のことがあれやこれやと蘇

た足がみごとに真直ぐで長い。背の高さが私より

ういうい

る。我々老人大学の卒業生は当時まだみんな初々

４㎝も高いのだ。下の孫も大きい。既に背の高さ

しい時代で、学生だった人や就職したてのほやほ

が母親と変わらない。食生活の違いか、座ること

やの人達である。それが今はおじいちゃんとしわ

のない生活習慣の違いか分からない。DNA（遺伝

を隠したおばあちゃんたちだ。老後に不安を感じ

子）はこんなに早く変わるものだろうか？

ている人も多い。まさに『光陰矢の如し』を実感
する。

私の時代と孫の時代と勉強に関しては比較に
ならない。私の場合、両親は戦前の軍国主義時代

かつてこの時代の赤ちゃんは、単に家族の宝に

の教育を受けた人で、戦後民主主義に変わり、戦

過ぎなかったが、今日では『赤ちゃんはお国の宝』

後の教育はチンプンカンプンだ。教えたくても教

とまで言われるほど、世の中は大きく変わったの

えられないのだ。しかし子供の教育には熱心で、

である。これだけ歓迎されて生まれてきた赤ちゃ

今でいう越境をして教育大付属小学校に入学さ

んも無事成長し、果たして恵まれた人生が送れる

せたのである。これが私の母の大きな決断であり、

のだろうか？ 疑問は残る。

このおかげで私は地元の中学からではめったに

私の孫も東京と大阪にそれぞれ一人ずつい

入学出来ない全国有数の進学高校に入学出来た

る。幼少の頃の思い出で一番強く心に残るのは、

のである。この高校の目的は都内にある超一流の

東京の孫が飛行機で伊丹空港から帰るとき、母

３つの国立大学に学生を送り込むことで、事実合

親に手を引かれてゲートを通って中に入り、い

格者数は常にベストテン入りを果たしてきた。

よいよ手を振ってバイバイする時に、突然母親

そ

私はこの高校の目的に沿うことが、唯一私の

せ、それについて理論を展開する作文力をみたり、

出来る親孝行との想いを抱いて頑張った。とに

図やグラフの資料を与え、それを分析して考察する

かく今と違って塾もなく、家庭教師もいない。

力をみたりするのである。小学生の 所 業 とは思え

私の友人の兄が当時東大生で、その人から参考

ない。

しょぎょう

書の良否や勉強の仕方等を教えてもらう程度

これに合格するのは大変だ。何と私の孫はこの適

しかなかったのである。

性検査に備えて、専門の塾通いをし、さらに親の指

私の大阪の孫の場合、何でも教えてくれて一
緒に勉強してくれる母親と、夏休みの作文や工作
の宿題など、代わってやってくれる父親がいるた
めか、我々の時代に比べて切迫感が感じられず、
のんびりと学生生活を送っているように見える。
校内暴力やいじめな

導にはあまり耳をかさないので、専門の家庭教師を
付けて予備知識の取得と適性検査の訓練を行って
いる。
因みに某校の今年の適性検査の 1 例では、ジャム
を作る問題があった。最初に長々と 4 人の子供がイ

どを少しでも避ける

ンターネットでジャムの作り方を調べたり、ジャム

ため、高い月謝と高

を試作したときの状況が羅列してある。次にいよい

い送迎バスの費用を

よ設問だ。イチゴの量、砂糖の量、煮詰めて飛ばす

払って私立の中高一

水分の量が変数だ。最初に既知の事実から、グラフ

貫校を選んだのであ

を書き、次にこのグラフから希望するジャムを作る

る。私は吹田市にあ

答えを導き出す、というものだ。小学生にこんな問
賢い 孫

る国立大学の来賓用

題が出来るわけがない。しかし同校の校長は「将来、

のレストランに時々孫を連れて行き、食事をしな
まどこし

まなびや

地球規模の課題の解決に貢献できる力を身につけ
うた

がら窓越に見える立派な学舎を見せて、
「この大

ましょう。
」と謳っている。そう、単なる知識より

学はいい大学だと思うよ！」と言って、この大学

も課題の発見力や論理性を持つ子供を育成するこ

への進学を勧めている。東京へは行って欲しくな

とがこれからの社会に役立つとの期待が高まって

いのだ。

いるのである。

東京の孫は少し事情が違う。東京都内には公立
中高一貫校というのがあるが、その数は僅か 10
校しかない。月謝も不要とあってその人気は大変
なものだ。いやでも優秀な生徒が集まる。驚くな
かれ、ここへ入学するためには、適性検査がある
のだ。我々の時代、受験勉強といえば、当り前の
こととして記憶力が試された。例えば歴史の問題
うぐいす

最近国立人口問題研究所より、2040 年には全国
都道府県で 65 歳以上の高齢者の割合が人口の 30％
を超すという推計が発表された。いよいよ超高齢化
社会と人口減少社会の到来だ。これが孫の世代に重
なるのだ。政治、経済、社会保障などあらゆる面で
困難に直面する。
孫の世代の方々よ！ これ等の国難とも言われる

で、平安遷都は 794 年『鳴くよ(794) 鶯 、平安
京』と覚えたものである。面白いのは、英語の辞

社会問題に自ら立ち向かうため、懸命に学んで英知

書、ディクショナリーを『字引く書なり』として

を磨いて下さい。
今、我々が孫の世代に向けてすべきことは、いつ

覚えた人もいる。
こんな丸暗記は今の時代には全く意味がない。

起っても不思議ではないと言われている南海トラ

スマホ（スマートホン）で一発で分かるのである。

フ巨大地震の被害を最小限に食い止めるべく、持て

公立中高一貫校の適性検査は、科学の視点に立っ

る知力を結集して対処することではないかと思え

た文章や環境問題・福祉などを考える文章を読ま

てならない。
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（終わり）

行事・見学会・クラブ例会・講演会行事などのご案内
第 二 回 演 芸 会

同窓会吹田

□

7 月 11 日(木) 午前 11 時～午後 15 時半
クラブ・同好会総出演

吹田市市民会館 メイシアター小ホール

芸達者な個人出演も多数

[大正琴・コーラス・フラダンス・カラオケ・歌体操・朗読・マジック・落語・腹話術・・・]
入場無料・途中入退場自由
◇高大
8 月 25 日(日)

同窓会吹田会員のハイレベルな演技をお楽しみください

夏の音楽会

第二回

午後 相愛学園講堂

料金 1,300 円

真夏の昼下がり・・心地よい演奏に涼を求めて・・大阪・本町へ
先行予約受付中

□ 同窓会吹田

連絡先 6876-8523 梅本まで

パークゴルフクラブ 月例会

6 月 18 日(火) 9 時 00 分集合

会場 : 万博公園 パークゴルフ場

7 月 18 日(木) 9 時 00 分集合

一般会員歓迎 お誘い合わせの上 宇多迄連絡を・・・06-6871-2103

◇連協
日時 : 9 月 11 日(水)
演題 : (仮)

教養講座
午後 14 時開演

「邪馬台国

◇連協

から

歴史講座

会場 : 吹田市文化会館メイシアター中ホール

なにわの宮まで」

一泊バスツアー

【予告】

講師 : 若井敏明

10 月 14（月祝）・15 日

初 日

熱田神宮

トヨタ博物館又はマレットゴルフ

２日目

常滑焼

ミツカン酢

名古屋方面へ

宿泊 知多師崎「活魚の美舟」

紫峰人形館

会費 一泊四食 19,800 円
クラス会・クラブ仲間でのグループ参加歓迎 [グループ別部屋割・バス座席確保します]
詳細・申込案内は 7 月に配布

予備申込受付 6876-8523 梅本まで

編集後記
ゴールデンウィークはいかがお過ごしになりましたでし

バーベキュー懇親会とイベントが続き、5 月は少し楽に

ょうか。4 月役員会[4/22]から 5 月[5/13]運営委員会の

なるかと思いつつ、見学会、パークゴルフ大会と行事は

間がいつもより 1 週多い 3 週間、この間に連休が入り

つづきます。こうした行事の模様を、皆様のお知恵とお

少々楽なスケジュールでした。しかし、1 月は 25 周年記

手をお借りして楽しく伝える記事づくりを目指したいもの

念新年会、2 月には記念吹田だよりカラー印刷の発行

です。より多くの会員に読んで頂ける誌面づくりにご協

と繰り上げ決算、3 月にハイキング部と社会見学会がコ

力ください。[Y.U]

ラボして竹田城址、それに総会、4 月は新入会員歓迎
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