
研友会機関紙

第 １５ 号

2013年 2月28日発行

（発 行）

研 友 会
〒553-0007

大阪市福島区大開 ２－３－５
神崎ビル

fax-072-885-5418
http://www.okgk-kenyu.com/

姫路城天守閣修理見学と花見

2011年の11月に予定していたが、「B級グルメの祭

典ーB-1グランプリｉｎ姫路」の開催日だったため、

「天守閣修理見学」の予約が取れず中止しました。

そこで今回は欲張って「お花見」もできる日程を組みま

した。 無事修理見学の予約もとれ、当日の朝は肌寒

かったですが、天気は快晴 気温もどんどん上がり絶好

のお花見日和でした。

日 時 ２０１２年４月８日

会 費 1,000円（交通費各自精算）

参加者 内田、 奥谷、神崎、坂本、田中、中川、中山、

（１４名） 中谷夫婦、西尾、沼久内、前田、増谷、水守

周りは花見に来た人、

人、人で大賑わい。

さあいよいよ見学だ。

花見の人込みを抜け菱

の門から入場、見学施

設までの道中もいろい

ろな門や櫓を通り、城の

備えの見事さを知った。

途中、渡り櫓に

は前回と今回の

大修理の際取り

替えられた鯱鉾

も近くで見ること

が出来る。

見学施設は８

階建ての大きな

もので、天守閣

の直ぐ際をガラ

ス張りの EV から

工事の状況を見

ながら登って行

き 7,8 階がガラス

越しに見学する

広間になっておりゆっくりと見学出来た。

昔の技術の素晴らしさ、それを守ろうとする現代の工

事である。１時間程も見ていたのだろうか、昔の方法を

チェック研究した上、可能な限り忠実に復元し、しかも

より確かのも

のへと修復

する多くの関

係者の技と

心意気を実

感することが

出来た。
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「見学と花見そして忍者と酒盛り」
前田 貞夫

50 数年前一人の貧乏学生

が西への旅に出た。目的地は

四国の宇和島。まずは姫路城

の見学、これから数年間の大

修理のためその姿を見ること

が出来ないその前に見ておこ

うと訪れた。

それから又 50 数年、世界遺

産にも登録されたお城が化粧直しをすると云う。

此の度の修理では修理作業そのものを見学出来るのが

特徴だ。しかも事前に予約を取ることもできる。

当日朝大阪駅水時計前に集合、姫路へは昔の列車

に比べて早いこと姫路迄 61 分で到着。

まず、駅前がきれいに整備されているのがうれしかっ

た、そこからは見えるはずのない天守閣が見えている、

何か変だ。修理のため架けられた大きな素屋根に天守

閣の姿が見事に浮き出ている。楽しい思いやりである。

真直ぐ北へ伸びた大手通りをぶらぶらと.約束の時間ま

で余裕があるので大手前公園に沢山出ている屋台を覗

きながら時を待った。



姫路城天守閣修理の見学に参加して
今年は寒かったせいか,桜がきれい

でしたね、いい花見も出来ました。

見学の予約をしていたので待つこと

なくスムーズに天守閣の見学が出

来ました。並んで待つている人達を

横目に見ながら、スイスイ行けるの

は実に気持ちのいいもんですね。

天守閣の屋根は鯱はまだでしたが

瓦はほぼ葺き終わってた

様でした。しかし下層の

屋根はまだ板葺きのまま

でした壁も漆喰仕上げが

していなく黒い壁が見え

ていました、ニュースで見

た幻の窓枠らしき所も見え

ました。約一時間程天守

閣の見学後,城のあちこち

を見て歩きました。

瓦の種類の多いこと、こ

れは築城した城主や修理

した城主が自分の家紋の

瓦を使用した為とのことです。

石垣も場所により積み方がバ

ラバラとのこと (これはパンフ

レットにて) 転用材も色々有り

ました、有名な話しは,老婆が

石垣用の石が不足しているの

を聞いて寄付した石臼があつ

たり,五輪塔の墓石があつたり、

古墳の石棺まであるとのこと、

これにはビックリです、輝政公が妖怪に取り付かれた話

しもなんとなく領けました。

最後に西の丸から百間廊下(ワ

の櫓から化粧櫓まで)の見学これ

は上ったり下がつたり右に左に曲

がつたり、結構つかれました。途

中廊下の窓からの西の丸の桜の

美しかつたこと春爛漫とはこの景

色です。

三の丸広場の桜の下での昼食は

楽しかつたですねボランテイアの

忍者三人も途中から加わり飲んだ

り食つたりチャンバラをしたり楽しく、

いい一日でした。（増谷俊男 ）
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さて次はお花見だ。三の丸庭園は殆ど花見の宴で埋め
尽くされている、何処へ陣取ろうか？
大手門を形成する土塀、土壘（ﾄﾞﾙｲ）の上にうまく座り

込んだ。満開の桜が頭をかすめるように咲いているし、
城外の景色も遠くまでよく見える。

城外へ弁当、肴、酒、ビールを買い出しに行き酒宴が始
まった。自前で肴を持参した人も居て楽しく美味しく酒
盛りだ。

漸くして黒衣の忍者
が近づいて来た、
「矢張ここは立ち入
り禁止なのかな？」
と思いきや、忍者も
近くで休息、早々に
言葉を交わし酒、肴
を勧めて和気あいあ
い、忍者は花見客

に忍者パフォーマンスを提
供する若者たちである。
研友会の面々も忍者相手の
忍者ごっこやチャンバラを楽
しんで愉快な酒宴であった。
かくして２０１２年４月８日は

好天に恵まれ思い出深い１
日となった。（前田 貞夫）



２０１２年度 事 業 報 告（2011年 11月 1日～2012年 10月 31日）

2011年 １２月 ３日（土） 第 12回総会・忘年会 神崎ビル2階 25名

2012年 ２ 月 ２９日（水） 機関紙「研友」1 ４号発行 100部発行

３ 月 １７日（土） 第 22回 研友会ゴルフコンペ 西宮高原GC ８名

３ 月 ３０日（金）～４月１日（日）

詩吟同好会・韓国済州島ツアー 済州島 １４名

４ 月 ８日（日） 姫路城天守閣修理見学と花見 姫路城 １４名

４ 月 ２８日（土） 第２５回史跡探訪飛鳥シリーズ（１０） 奈良明日香 １８名

６ 月 １０日（日） 前川農園（春野菜とバーベキュー） 三田市広野 ２１名

７ 月 １６日（月） 阪神タイガース観戦応援会（阪神：巨人） 甲子園球場 １５名

７ 月 ２８日（土） 生ビールパーティー 神崎ビル２F ２０名

８ 月 １０日（金） 阪神タイガース観戦応援会（阪神：広島） 京セラ大阪Ｄ １０名

９ 月 ２５日(火) 第２３回 研友会ゴルフコンペ 東条GC １０名

１０月 １４日（日） 前川農園 （秋野菜とバーベキュー） 三田市広野 ２０名

１０月 ２１日(日) 第１回ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ＆ｳｵｰｷﾝｸﾞ健康大会 寝屋川公園 ６名

１０月 ２７日(土) 第２６回史跡探訪 飛鳥シリーズ（１１） 奈良明日香 １３名

役員会 毎月1回 第4金曜日（合同運営委員会は3ヶ月1回程度） 神崎ビル２F

研究会、同好会は自主運営で毎月の開催日等を決めて運営されております

研究会 パソコン研究会（11回）、中国産業研究会（10回） （神崎ビル）

同好会 読書会（㈱ニシト発條製作所）、詩吟同好会（㈱山一製作所）、ジョギング同好会（現地）

研友会２０１ 2年度収支決算 （2011 年 11 月～2012 年 10 月）

特別会計 積立金 ****** 円 （10 周年記念補助費として積立金より ******* 円支出）

研究会：同好会 収支は各研究会、同好会で独立採算制です

収入の部 支出の部

科 目 金額（円） 科 目 金額（円）

****** ******

忘年会収入 忘 年 会 経費

**********

姫路城天守閣修理見学 と お花見収入 姫路城天守閣修理見学 と お花見支出

***** ******

前川農園バーベキュー会費収入

***** ******

生ﾋﾞｰﾙﾊﾟｰﾃｨｰ会費収入 生ﾋﾞｰﾙﾊﾟｰﾃｨｰ経費

***** ******

前川農園バーベキュー会費収入

***** ******

阪神応援観戦会チケット代 阪神応援観戦会チケット代金

******  ******

本部利用分担金 本部光熱費

***** *******

雑 収 入 ホームページ運営費

*****

郵 送 費

*****

** *****

前期より繰越金 ***** 次期繰越金 ******

計 計
******  ******

会費収入 広報誌発行費 （発行 100部）

年 会 費 （*****円ｘ55名） 印刷費 ******円(用紙,インキ,封筒)

    郵送費 ******円

201/12/3 会費収入（*****円ｘ24名） （酒類、つまみ、軽食、景品等）

2012/4/8 (*****円x14名寄付******円 ) （ 入場料、酒、食材等）

前川農園バーベキュー会経費(6/10)

2012/6/１０ ( ******円ｘ18名） （食材、酒類、土産等）

2012/7/28（******円ｘ20名） （食材、生ビール）

寄付（3,000円）

前川農園バーベキュー経費（10/16）

2011/10/14 （*******円ｘ17名） （食材、酒類、土産等）

（延べ25名） （延べ25名）

（*******円x2 中国研、パソコン） （*******円ｘ12ヶ月）

（*******円ｘ12ヶ月 ＋ 消費税）

利 息 **円 （事業案内等 往復はがき70枚Ｘ4回）

雑 費 （済州島ツアー餞別詩吟同好会)
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2013年度 事 業 計 画 （2012 年 11 月～2013 年 10 月）

2012年 １２月1日(土) 第13回総会・忘年会 神崎ビル2階

2013年 ２ 月中旬 機関誌第15号「研友」発行 100部

２ 月10日（日） 伏見酒蔵開き見学 京都市伏見区

４ 月中旬 第24回研友会ゴルフコンペ ライオンズGC

３／２９～９／２６ 阪神タイガー ス応援会 甲子園球場

４ 月７日(日） 第２回ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ＆ ｳｵｰｷﾝｸﾞ健康大会 寝屋川公園「芝生広場」

４ 月２７日(土) 第 27回史跡探訪 近鉄吉野線飛鳥駅前

５月下旬から６月中旬予定 海外研修「大連」 中国大連市

６ 月中旬(日） 前川農園BBQ 三田市広野

７ 月２７日(土）生ビー ルパー ティー 神崎ビル2階

９ 月下旬 第25回研友会ゴルフコンペ 未定（奈良方面考慮中）

１０月中旬 前川農園BBQ 三田市広野

１０月２６日(土) 第28回史跡探訪 未 定

１１月１０日(日) 第3回ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ＆ ｳｵｰｷﾝｸﾞ健康大会 寝屋川公園「芝生広場」

役員会 毎月1回 第4金曜日（合同運営委員会は3ヶ月1回程度） 神崎ビル２F

研究会、同好会 自主運営で毎月の開催日等を決めて運営されております

研究会 パソコン研究会、中国産業研究会 （神崎ビル）

同好会 読書会（㈱ニシト発條製作所）、詩吟同好会（㈱山一製作所）、ジョギング同好会（現地）

2013年度予算 (2012/11/01～2013/1/31)

特別会計予算 積立金 ****,***円

収 入 支 出

******* ******

事業費 事業費

（見学、応援会、懇親会等） ********** **********

前年度繰金 ****** 案内発送費 *****

本部（神崎ビル）利用分担金 ******* ホームページ設置費 *****

*******

雑費（慶弔費、他） *****

予備費 ******

合 計          ******** 合 計 ********

会費（******円ｘ**名） 会報発行費１回100部 ）

（見学,応援会、懇親会等）

（*******ｘ2 パソコン、中国研） 本部（神崎ビル）光熱費

－４－

海外研修「大連」 延期のお知らせ

ちょうど帰国されていた木村さんも交えて、色々話合った結果今年は見送り、来年に延期しようと

いうことになりました。時期がまいりましたら改めて募集したいと思います。



研友会 第１３回 総会・忘年会（2012年）

総 会
１２月１日（土）18：00～18：40
会員２６名 出席のもと神崎
ビル２階研友会本部室 で
行われ、議案が満場一致 で
承認されました。

懇親忘年会 (18：50～21：30)
会費3,000円で同じく

神崎ビル２階研友会本部室で行われました。
例年通り飲食しながら楽しく歓談し、恒例の抽選会を行いました
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恒例抽選会 ワインは前田さんに

まずは乾杯
杉山さんに音頭
をお願いしました

中川会長挨拶 神崎副会長議案説明 増谷副会長 進行役

山盛りの牡蠣
山本(公)さんの差入れ
当日焼いて下さいました

最後の締めは
水守さんにお願いしました



- 6 -- 6 -

詩吟同好会発足 20年を記念に、韓国・済州島へ
3/30（金）～４/１（日）2泊 3日で研友会会員、友人、
家族の参加を含め14名で観光とグルメ、ゴルフを楽
しみました。

― 済州島 Jeju（チェジュ）―

200 万年前、噴火で出来た玄武岩の火山島、中心
に1950mの漢拏山（ハルラサン）があり、東西73Kｍ、
南北 42Km、周囲約 200K ｍ､面積 1845 平方キロ、
人口約56万8千(2010/12現在)

＜ 1日目 3/30（金）＞

AM 7時 関空国際ロビー前集合 KE734便 AM 9
時 離陸、1時間40分で到着 時差なし。

済州島の天気は雨、海上の強風に煽られながら着
陸、空港のバス駐車場まで、傘など差せたものでは
ない悪天候！！！「今日は少し天気が悪いね」とガ
イドさんは平然としています。

―神秘の道路―

道路が登り坂、バスはエンジンを止めフリーの状態
ですが、下らずバスは登っていきます。

大きな水平器を持ち出して勾配を測り確かめる、漢
拏山（ハルラサン）に向かって登り阪です。

漢拏山の引力だとガイドさんの説明！？

―市内観光―

昼食は石焼きビビンバ、無事に到着を祝って生ビー
ルで乾杯、気分が悪くて昼食を取れない方もいまし
た？ マッコリと韓国料理に舌鼓、楽しみすぎてタイ
ムオーバー！！！（追加支払金額１２万ウォン）

凄い雨の中、専用車で市内観光、三姓穴→民族自
然史博物館→龍頭岩→雨のため他は中止、買い物
へ。

明日のゴルフ組は取りやめにしようか？悩んでいまし
たが、ガイドさんがこんな天気でも明日は解りません、
皆さんの運があれば晴天になるでしょう！？

― 夕食 ―

食事の時の飲み物代は寄付金で賄うので大変助か
りました。牛カルビ焼き肉 1.5 人前でしたが、美味し
いので追加、飲み放題で堪能！！

（追加料金 ２２万５千ウォン）

帰りは観劇を楽しむ方、ホテルでカジノに挑戦、免税
店のあるホテルへ出かける方、各自由行動・・・

＜ 2日目 3/31（土）＞

昨日の大雨はウソのような晴天となりました。皆さん強
運の方ばかり・・？？

観光組 10名はホテル 9時出発、専用車で島内の名
勝地へ

司馬遼太郎氏が 1990年 8
月（街道をゆく 38）取材で訪
れた碑がある、「翰林公園」

山の切り立った所にある
「山房窟寺」、華麗な眺めが
できる済州最大の滝、「天帝

瀑布」 映画「シュリ」
のラストシーンが撮影
された「シュリの丘」、
射撃など楽しめる「大
侑ランド」、白砂の海
岸の綺麗さにバスをと
め、砂浜を散策、地平
線まで青い海に感
激・・・西部地区と南部

地区を楽しく観光した。

昼食は済州名物「きじしゃぶ」キジが多
く生息し淡白な料理、刺身、鍋など手軽
に食べられる珍味として人気。

― ＯＲＡ カントリークラブ ―

ゴルフ組の 4名は 7時 30分、専用車で吾羅カントリ
ークラブ、8:47 スタートで１ラウンドスルー

カラフルな服装の若い女の子、来週ジュニアーの大
会が、このゴルフ場で行われるため、練習ラウンドに
来ている、家族一緒に応援、レッスンコーチなど、練
習用のグリーンは満員、韓流ゴルフの熱狂ぶりを感じ
ました。（男の子は少ないほとんどが女の子）

フェアウェイ、グリーンは昨日の雨など、微塵も感じ
ない、火山の島だから水捌けは良い、芝生はふわふ
わで爽快、手入れが行き届き綺麗で素晴らしいコー
ス、１番のティーグランドは漢拏山に向かって打ちま
す、とは言え良く見えない？

１８番ホールは市街地に向かって打ち下ろしのロング
コース、景色の素晴らしさに感動、市街地の向こうに
海が、打ったボールよく転んでくれます最高・・・

詩吟同好会 20周年記念
― 済州島 世界自然遺産観光とゴルフツアー －
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詩吟同好会 20周年記念

ゴルフ場内のレストランでの
食事は高いらしく帰り道、韓国
宮廷料理「参鶏湯」の店へ、
ビール、突き出し（キムチ他２
点）何回でもお代わり無料、１
人二千円程で満足出来ます。

ホテルに帰ると思っていたら、
ガイドさんは宝石店、免税店、マッサージ等々に案内、
午後７時の観光組と合流する時間まで、うまく調整コー
スを考えていた。

ゴルフ後の、あかすりマッサージは最高でしたが（7,500
円）高すぎだよね！？

― 夕食（アワビ料理）―

海鮮料理を済州特産アワビ料理に変更、追加料金 1
人 3,500 円払った割に豪華ではなかった。

（日本のアワビより小さく、歯ごたえも柔らか、姿作りは
可愛らしく少々失望）

西尾さんが誕生日でガイドさんから高級ワインがプレゼ
ントされ「乾杯」ハッピーバースディ！！！

詩吟同好会なので詩吟をやろう！！芳野先生、奥様、
増田、山本さんが吟詠を披露して下さいました。

＜ 3 日目 4/1（日）＞

―世界自然遺産―

済州島の「済州火山島と溶岩洞窟」が 2007 年 6 月、韓
国で初めて世界自然遺産として登録された

「漢拏山国定公園」「城山日出峰」「拒文岳溶岩洞窟
系」の 3 つが火山活動の特徴と歴史、雄大な自然環境
がユネスコに認められたそうです。

[漢拏山の代表的な噴火口（サングムブリ）]
１つ目の世界自然遺産

すり鉢状の火口跡、穴がぽっか
りと空いて爆裂火口が残っている。
見学コースの入口に大きなトルハ
ルバン（守り神の石像）、なだら
かな坂を登ると噴火口の碑がある
、まだ山頂には白く雪が残っている。

[城邑民俗村（ソンウブミンソクチョン）]

済州島の民族文化、生活文化の歴
史テーマパークで、現在も住民が生活をしている集落
[城山日出峰 （ソンサンイルチュルボ）]
２つ目の世界自然遺産。

世界最大の噴火口、王冠のような姿で182m、

済州島は韓国のハワイと聞いており期待を胸に到着
したのですが、初日(3/30)は春の嵐が吹き観光もそこそ
こにホテルへ。ところが翌日はスッキリと晴れて暖か。

観光組の私達は朝から島内の万丈窟他へ地元の
方々も多く非常に賑わっていました。

桜やチューリップで綺麗な島だなぁと思いました。

最終日世界遺産の城山日出峰に登頂した事が今回の
旅行で一番印象に残っています。「が」、最後に済州民
俗村でついいかにも効能有りそうな『冬虫夏草』に主人
が手を出してしまい高い買い物ツアーになってしまいま
した。

冬虫夏草を服用し始めて
半年以上はたして効能
は？ （中谷文子）

済州島は「三多三無」とい
われ、岩・風・女が多く、泥
棒・乞食・門が無いとの事。

噴火で出来た島なので、あ
らゆるところ岩だらけ、黒い溶岩が積み上げられた塀が
あちこちに、島なので風も強い。今回のツアーで主要な
観光スポットに行く事ができて楽しかったです。

では冬虫夏草の話を。済州島の民家の萱（かや）は屋
根を 7 年毎に取り替え、その時腐った萱のなかから冬
虫夏草が採れるらしい。高血圧・糖尿病・ガン予防・免
疫力を高め、精力増進という効力の説明があり、有名人
の名前も挙げて、信憑性を高める売り込みについ買っ
てしまった。

薬は 2 年分あるので薬効については 2 年後までお預
けとします。乞うご期待。 （中谷臣伯）

[菜の花が美しい（ソプチコジ）]
オールインのドラマのセットを残した修道院、オールイ

ンハウスの岬として観光地、岬までの道中に菜の花が咲
き海の青さとコントラストが穏やかな春の景色を引き立て
ている。

３つ目の自然遺産「万丈窟」溶岩洞窟は暗くて見づ
らいですが、観光組は見学しました。

東部地区の観光を終え一路、空港へ、・・夕食には早す
ぎますが、済州島の一番おいしい店、ビビンバスープ
（1,000 円各自実費）ガイドさんに勧められる、２泊３日ほ
ぼ済州島の観光とグルメを楽しみました。

19:30 済州島を飛び立ち 1 時間 30 分後 関空 21:00
倒着 無事に帰国し解散。

（中川 勉）
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バーベキューパーティ 2012年 6月 10日（日） 参加者 23名 （参加費 3,000円）曇りのち晴れ

会を重ねてきますと手慣れたもので前川農園に着くと買い出し組、テント設置組、炭火を起こ
す組など皆さんも段々と要領良くなりすぐにカンパーイとなります。
前川農園に行くもう一つの楽しみは畑に入ることです。どんな野菜を栽培されているのか生

育はなど見て廻ると何となくうきうきしてきます。私は土いじりにはまり約１０年になります。屋上
でプランターでの無農薬野菜作りをしています。５階なので虫はあまり飛んでこないと最初は思
いましたがそうではありませんでした。
玉ねぎ、ネギは放っておいても虫は付きませんが葉物、なすび、ジャガイモ、大根、ピーマン

などは虫の餌食です。アブラムシ、青虫、根切り虫、ダンゴ虫（もともと土に混じっていた）等との
戦いです。アブラムシの天敵はテントウムシです、春になると何処からともなく飛んできて卵を産み付ます。その
幼虫をあちこちのプランターに移しアブラムシを退治します。
根切り虫は表面の土を掘り起こして探し出しますがなかなか見つかりませんこの駆除が一番厄介です。うまく作

れたら最高の気分です。プランターならではの野菜作りを満喫しています。

解らないだらけの野菜作りですが前川さんに
色々とアドバイスを受け楽しんでいます。

前川さんいつも有難うございます。梅雨の晴
れ間の楽しい一日を過ごせました。

（神崎純一）

前 川 農 園 便 り 場 所 前川氏畑前
（兵庫県三田市広野）

バーベキューパーティ 2012年 10月 14日（日） 参加者25名 （参加費 3,000円）晴れのち曇り

秋日和の1日、ご家族、友人、初参加の会員の皆さんが、秋野菜の取りたてを食材に料理し
て味わいながら、懇談しながら談義に花が咲き、つかの間の一時・・・楽しく過ごす前川農園のイ
ベントも大変な人気です。

ご家族で参加のお子さんは虫、蛙、畦道、小川、自然環境での触れ合いをも楽しみ、初参加
の杉山さん9月に、お父さんを亡くし、お忙しい中ですが、定年後に家庭菜園を始めているの
で、前川さんに色々教えて頂きたいので、無理して来て良かったと喜んでいましたが（夏は暑
く！冬は寒く！クワでのうね作り、草とりの大変さ、同じ野菜が沢山できると、品が良ければ、あげ
られるが？等、家庭菜園も苦労ばかりで大変と言っていました。）

前川農園でのバーベキューパーティーは春野菜（玉ねぎ、ジャガイモ、サツマイモなど）秋野菜（黒豆、新米、
にんにくなど）新鮮な食材を提供頂き、お土産にも頂いています。

秋は三田の黒豆を毎年頂戴しています、作る人前川さんも一生懸命、努力され頑張って栽培され、食べる我々
は舌の味センサーが、その恵みを感じて喜び、嬉しく頂いています。今年の黒豆は、粒もふっくらし、虫食いも少
なく素晴らしい出来でした。毎回お世話になっております、ご親切に感謝し、お礼申し上げます。

前川さんも有機栽培を勉強中です、次回は楽しみ有機野菜のお話が聞けると思います。

（中川 勉）



第26回 飛鳥シリーズ⑪

（77tの石舞台で狐が舞つた?)

平成 24年10月 27日(土)晴 参加者13名

飛鳥駅前の飛鳥総合案内所（飛鳥びと

の館）に集合し、途中のコンビニで昼食な

どをリュックに積んだ。

10時頃出発して、約4.6㎞離れた石舞

台古墳に到着した。石舞台古墳は墳丘の

盛土が全く残っておらず、天井席の上面が広く平らで、ま

るで舞台のように見えるその形状から古くから"石舞台"と

呼ばれている。

総重量は2300 ｔで天井石は約77 ｔと重量物で、造られ

た当時の優れた土木・運搬技術の高さを伺うことができる。

ここから少し歩いた休憩場にて、昼食タイムを取った。

昼食後、そこから約1.2㎞のところに岡寺があり、境内を参

拝・見学した。岡寺は明日香村にある真言宗豊山派の寺

院で、西国三十三箇所第７番札所である。

当初はそこで解散する予定であったが、最寄り駅からは

中途半端な距離であることから、飛鳥駅に向かった。

途中、亀石や鬼の俎・鬼の雪隠を見学しながら、集合場

所である飛鳥総合案内所に到着した。

行程は約6.3㎞で、運動不足で案の定、足が棒になっ

たが、楽しい一時を共有した。（水守寛敏）

- ９ -

第25回 飛鳥 シリーズ⑩

（飛鳥大仏が会いたいと言つてます?)

平成24年 4月 28日(土)晴 参加者 18名

近鉄橿原神宮前駅～甘橿坐神社～甘橿丘展望台

～酒船石遺跡～飛鳥寺～入鹿の首塚～水落遺跡

～埋蔵文化財展示室～近鉄橿原神宮前駅にて解散

史 跡 探 訪 同 好 会

第２７回 ”史跡探訪同好会”へのお誘い
飛 鳥 シ リ ー ズ ⑫ (高貴な人のお墓は八角形 )

開 催 日 平成25年 4月27日{土)

集合場所 近鉄吉野線飛鳥駅前の飛鳥総合案内所
（弁当や飲み物は途中のコンビニでも買えます）

集合時間 午前9時30分～10時とします

行程概略 （徒歩総距躍約4.2km)

午前10時出発⇒0.2km岩屋山古墳

⇒0.7 km牽牛子塚古墳⇒1.7km

国立飛鳥歴史公園、（昼食(WC)）

⇒0.9km欽明天皇陵⇒0.1 km

吉備姫王墓⇒0.6 km

近鉄飛鳥駅にて解散。
(申し合わせ事項)
出欠は当日、指定時刻に集合の方とし、
現地集合、現地解散とします。
会費は原則として徴収せず、実費のみ自己負担とします.
(運営委員への連絡及び、問い合わせ)

西尾光太郎 06-6781-**** 携帯090-1670-**** 増谷 俊男 06-6717-**** 携帯080-3138-****

水
落
遺
跡

解
説
板

酒
船
石
遺
跡

飛鳥寺

石舞台



研友会ゴルフコンペ
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第22回 研友会ゴルフコンペ

３月１７日（土） 雨のち曇り
西宮高原ゴルフクラブ 参加者８名

優 勝：木島 優子

準優勝：西村 精之

土曜日開催の研友会ゴルフコンペとしては

最後のコンペでしたが、参加者が 8 名と少々

寂しく、あいにくの雨のスタートとなってしまい
ました。
次回からは平日開催となりますので、新しい

メンバーが参加して下さることを期待しておりま
す。

第２３回 研友会ゴルフコンペ

９月２５日(火) 晴れ
東条ゴルフクラブ 参加者１０名

優 勝 ：八十川 信介
準優勝 ：中川 勉

優勝 コメント

６０歳近くから始めたゴルフ人生で初

めて「優勝」と言うものが経験でき、よう

やくＭＡＸ．のハンディを減らす事が出

来ました。

メンバーに恵まれ、くじの副賞まで頂

き、何か非常に憑きのあった一日でし

た。メンバーの皆さん有難う御座いました。

今後とも宜しくお願い致します。練習をして、次回も頑

張ります。

第２４回 研友会ゴルフコンペ
春のゴルフシーズン研友会ゴルフコンペに奮って参加を!!

日 時 ： 平成 25年 4月 4日（木）

場 所 ： ライオンズカントリー倶楽部（兵庫）
兵庫県三木市吉川町新田682-1

TEL：0794-72-1717

電車 ：JR福知山線・三田駅よりタクシーで約15分

(朝 7時と 8時に送迎バスあり 25分)

車 ：舞鶴若狭自動車道/三田西ＩＣ 3km

プレー代：8,800円（セルフプレー・昼食付）

会 費：3,000円（賞品代、プレー後の会食）

申込み締切 ： 3月 5日

お問合せは℡ 090－8938－**** 神崎 純一（副会長）まで

参加希望の方は上記までよろしくお願いいたします！

以前は土曜日にコンペを行っていましたがメンバーも退職されたり、第一線で活躍されておられ
る方も時間が取れるようになり平日開催の声が上がり前回から平日にしました。

結果、プレー費は安くなり、交通渋滞もなくなり、またいろんなコースにエントリーできるようになり
ましたのでこれからは平日開催で行いたいと思います。



恒例生ビールパーティー

2012年 7月 28日 18時～21時 神崎ビル２F

最高気温35℃ 猛暑日絶好のﾋﾞｰﾙﾊﾟｰﾃｨｰ日和 ?

参加費 1,000円 参加者 20名

浅田、、上勢、大山、奥谷、小椋、神崎、酒谷、

竹原、田中、中川、中谷、中山 西尾光弘、

西尾恵、前川、前田、増谷、増田、山本公、芳野

- １１ -

６時が 待ちきれず ５時５９分に 「乾杯」！

６時ジャストに上勢さん到着 そこで

６時１分 もう一度 「乾杯」！

会場の神崎ビル内研友会室での

ビールパーティ、今回も多数の参加でし

た。 猛暑の真つ只中、

絶好のビールバーテー日和 ?
同じ事を言ってますが、どんなに暑くて

も参加費が千円ポッキリ、来なきや損で

すよね。皆さんおもいつきり飲んで,おも

いつきり食べて大満足?だつたと思いますが、皆さん飲め

なくなりましたね、食も細くなりました。

でも,口が達者なのだけは健在でしたね。今年はビール

もよく冷えていて昨年のように泡ばっかりなんてこともなく、

美味しく飲めました。

韓国の済州島ツアーの写真を見ながらの中川会長の話

し,盛り上がりましたね、現地の土産物屋の人とのやりとり、

聞いていて抱腹絶倒でした。

特に、胡散臭い?健康飲料やブレスレットの話しは・・・・・

土産物屋の人達は思ったでしよう 「いい人達や又来てね,

そして又いっぱい買つてね 」 土産物屋の人達の声が聞こえ

てきそうでした。

そして又皆でワイワイ、ガヤガヤ、これが1番ですね。

研友会の仲間とのこの一時が僕は大好きです。皆さん

来年も、元気で集まって、ビールでカンパーイしましょう !!
（増谷 俊男）

歓談風景
あちこちで話の花

が咲いています

今回の生樽はサッポロ

（２０㍑）でした。

差入れや寄付のおかげ

で、会の持出しは参千

円程度で収まっておりま

す、有難うございます。
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ジョギング同好会
研友会

運営委員 竹原順治

第１回ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ＆ｳｵｰｷﾝｸﾞ健康大会の報告

秋空の下、ジョギングを楽しみました！

10月21日（日）10時過ぎにJR東寝屋川駅に集まり、駅前のスーパーで食べ物、飲み物を買い
込み、寝屋川公園の芝生広場まで徒歩10分。

雲一つない青空に誘われてたくさんの若者がバーベキューな
どを楽しんでいる中、十分なストレッチ運動で体をほぐした後、11
時25分から12時までの35分間、各自が各自のペースで一周357
ｍのコースの周回ジョギング＆ウォーキングをしみました。

心地よい汗をかいた後、買い込んだ食材とビールで小宴を催
し、午後4時過ぎまであっという間の楽しい時間でした。

第２回ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ＆ｳｵｰｷﾝｸﾞ健康大会の ご案内
寝屋川公園の森林の緑と、桜の開花、澄みきった青空の下で、楽しく体を動かして心地よい汗

を流して、普段の運動不足を吹き飛ばしませんか?

その後の、水分とエネルギー補給も欠かせません。
芝生の上で団らんの昼食をビール片手に楽しみま
しょう。

要領: 一周 357m のトラックを使ってジョギングしま
す。

各自が自分のペース（話しながら走れる程度）で
3-5km 程度、時間は 40 分-50 分程度が目安です。
後は宴会？？？

日時 ２０１３年０４月７日（日）AM10:00 集合

集合場所 JR 学研都市線「東寝屋川駅」改札口

場 所 寝屋川公園 芝生広場

持ち物 着替え、弁当、水分（水、ビール等）

駅前スーパー有

費 用 交通費 食糧、ビール等は各自持参

連 絡 竹原( 090-9270-****)



パ ソ コ ン 研 究 会

日常生活が送れると思います。

しかし、先日、新幹線の大阪・東京間を利用したので

すが、N700系車両では、無線LANのサービスがあると、

車内でもアナウンスをしているのですが（2009年から）、実

際に利用してみるとメールをチェックする程度しか利用

できず、快適にホームページを閲覧することはできませ

んでした。

（もともと設置されている漏洩同軸ケーブルは２Mbps しかなく列

車公衆電話と、1列車全体でシェアするので、スマホが普及して

きた現在ではネットに繋がりにくくなっており、2012年からは帯域

制限も行われている）

具体的な改善策が無いとは、日本の誇る新幹線として

は残念です。

このような、技術革新の時代において、世間全体の動

きを把握するため、或いは、趣味の世界においても、仕

事においても、有効に活用するツールとして、パソコン

や、インターネットの利用法を研究する集いが、パソコン

研究会です。参加者がお互いに研鑽しながら、パソコン

の活用ノウハウを身につけております。

本年は、エクセルで利用する、エクセルVBA（簡単な

プログラム言語）を勉強するために、テキストを利用し

て、研修を行います。

原則として、毎月第 4火曜日（12月は休会）、午後6

時半から 9時まで、神埼ビル2階の研友会室において

開催しています。

初心者歓迎です。懇切丁寧にご指導致します。

皆様のご参加をお待ちしています。

武市 進

－13－

パソコン研究会について
先日のNHKの放送において、既に多

くの人は、テレビが使えなくなるより、パ

ソコンや、スマホ（スマートホン）がない

方が困るというアンケート結果を伝えて

いました。

また、他の統計によると 40代 50代の

女性のスマホの伸び率（普及率）が際

立っているそうです。

安倍晋三首相も、昨年の総裁就任以前の７月頃から、

facebook（フェイスブック）による情報発信を始められ、大き

な効果を挙げられ、Youtubeなどの動画サイトや、ニコニコ

動画も有効に活用しておられました。今や、政府の公式な

facebookのサイトも開始されています。次回の参議院選挙

では、インターネットでの選挙活動が公認されようとしてい

ます。

個人で利用する場合、スマホの利用によって、月額の支

払い料金は増えるのですが、従来の携帯電話と違って、

ほぼ制限なくインターネットの接続が保証されていますの

で、インターネットの回線を利用した、LINE(ライン)といっ

たような、無料通話サービスが利用できるようになりました。

そのサービスを利用することにより、ドコモや、AUや、ソ

フトバンクといった携帯電話サービス会社の垣根を越えて、

携帯同士であれば、24時間無料通話ができるようになっ

ています。

そうすれば、今までかかっていた、高い通話料金を払わ

なくて済むようになるため、より多くの人と安心してコミュニ

ケーションが図れるというメリットもありますので、月額5000

円程度の定額料金は、高いように見えますがそれ以上の

豊かな生活を享受できるという考え方もあります。もちろん

お互いが、LINE といったソフトを組み込む必要があります

が、無料のソフトでLINEは今や、世界で１億人、日本でも

3千万人が利用しているソフトですから、スマホを購入した

時点で、ソフトが組み込まれて販売されるようになるでしょ

う。

同様のサービスで、従来からのサービスであるSkype(ス

カイプ)という無料通話が一昨年、AUから、大々的にサー

ビス開始の発表があったのですが、LINE と比べて、使い

勝手が良くないため、圧倒的にLINEが利用されるように

なっています。それだけソフトにおいても栄枯盛衰が激し

い世界です。

実際数年前に、これだけ、スマホが普及すると想像でき

たでしょうか、今やスマホと従来の携帯電話の販売比率は

９対１と圧倒的にスマホが世の中に受け入れられるように

なっています。パソコンの世界では、マイクロソフトの

Windowsが圧倒的なシェアを持っていますが、スマホ（携

帯電話）の分野では、ほんのわずかなシェアしかありませ

ん。iPad(アイパッド)に代表されるタブレットと呼ばれる機

器においても、Windowsで動く製品はほとんどありません

（iOSやアンドロイドが主体となっています）。

今年も新しい技術の動向を知ることによって、より便利な

例会日 各月の第４火曜日
ＰＭ６：３０～ＰＭ９：００

2012
11月 27日 ・ 12月なし
2013
1月 22日 ・ 2月 26日 ・ 3月 26日
4月 23日 ・ 5月 28日 ・ 6月 25日
7月 23日 ・ 8月 27日 ・ 9月 24日
10月 22日
場 所
神崎ビル２Ｆ

（大阪市福島区大開２－３－５）

下記URLで地図を見ることが出来ます。

www.okgk-kenyu.com/data/kenyutizu.jpg

年会費 ５,０００円

連絡 ０６－６８４３－*****（武市まで）

運営委員
内田 宏明・武市 進



中 国 産 業 研 究 会

１） 目的

中国産業研究会では、中国語の会話をはじめ、多様に変化する中国、世界経済の

動き等メンバーで意見を出し合い見聞を広めてます。

２） 活動

主に浅田氏より中国やアジアの話題、世界企業との関係などを教えて頂いております。

また今年度から竹原氏の会社の黄（こう）氏より中国語会話や中国の経済等を勉強

していく予定です。

３） 会費 ３０００円

４） 例会

毎月第１土曜日 神崎ビル２階 １８：３０～２１：００

５） 運営委員 浅田 千秋 酒谷 卓良

６） 連絡先

酒谷 卓良 ㈱ニシト発條製作所

電 話 （０６）６７８１－７３４５ ＦＡＸ （０６）６７８９－２４１０ 携 帯 ０９０－１９６３－****

e‐mail ｓａｋｋａｎ．****＠*ｚｗｅｂ．ｎｅ．ｊｐ

今年度より、坂本氏、小椋氏が入会されましたのでお知らせさせていただきます。

入会ご希望の方は酒谷までご一報下さい。お待ちしております。

読 書 会 運営委員 西尾光弘、西尾光平

12年度はマンガの本から小説、宗教とさまざまな本を読み、会員で感想を述べ合いました。

年度最後の10月例会は、例年忘年会を兼ねて話合いを1時間、後雑談を1時間としていました。しかし発

言時間が短く、各自消化不良状態でした。

そこで、12年度の10月例会は、1年を通して読んだ本の中からそれぞれが一冊を選び、読み直して発言する

場としました。

都合で参加することができなかったり、参加していても発言しわすれたことを言い、また、各自本の内容を思い

出す良い機会になりました。

13年度第一回目は「真の成功者になるための武士道の読み方」、二回目は「人の運は少食にあり」と多岐にわ

たり読まれます。興味のある方は、是非、参加してみてください。

ＴＥＬ 06－6781－7345 ＦＡＸ 06－6789－2410 E メール ******@nishito.com

担当 西尾 恵太郎 （㈱ニシト発條製作所）まで

例会開催日時 毎月第三水曜日

１９：００ ～２１：００

場 所

㈱ニシト発條製作所本社２Ｆ

東大阪市足代北１－６－１０

地下鉄千日前線

新深江駅 徒歩５分

近鉄布施駅 徒歩７分

－１ 4－

No 日時 課題本 著者名 選定者

1 ２月１５日 ドラことば 小学館 西尾恵太郎

2 ３月２２日 私から、国への遺言 藤本惣助 西尾 光平

3 ４月１８日 聞く力 阿川佐和子 裏野 由晴

4 ５月１６日 柳井 正 和田 憲一

5 ６月２０日 舟を編む 三浦しをん 幸田 昌之

6 ７月１８日 世界を歩いて考えよう ちきりん 沼久内 仁

7 ９月１９日 お坊さんが困る仏教の話 村井幸三 奥谷 悟

8

成功は1日で捨て去れ

10月17日 各自が過去7回の本で興味深かった本の話をする

２０１２年度課題本



－１５－

詩 吟 同 好 会

発足して20年を迎えましたので記念に3/30～4/1韓国・済州島ツアーを2泊3日で行い、同好会の会員、研友

会会員、ご家族、友人の参加を頂き 14名で世界自然遺産の観光、ゴルフを楽しみました。

11/22、23の連休を利用して、摂友会、孔摂支部の先生方と懇親と早い忘年会をも兼ねて、岡山の後楽園、岡

山城、鷲羽山ハイランドホテルで1泊し、倉敷美観地区を散策し歴史や文化も学び秋の紅葉を満喫しました。

遊ぶことばかりではありません、詩吟の方では6段が 6名、5段2名と指導者の資格者も準師範1名 師範代7

名 です、師範代の方が今年は7月に準師範に４名が昇格試験に挑戦する予定で、それなりに頑張っています。

孔摂支部練成大会1月20日（日）吹田コミニティーセンターで行われますが全員参加して独吟をします。

2月16日（土）同好会主催の新年会を尼湯温泉で、あゆみ吹田、

摂友会の先生方の参加を頂き、毎年楽しくご歓談と吟詠の勉強を

楽しんでいます。

4月29日（月）昭和の日の祝日、港区弁天町 ホテル大阪ベイ

タワーにて摂友会55周年記念式典が行われます。

詩吟祭りなど色んな行事があり参加しています。

例会日は月1回です、始まる前の 1時間位が、喉をうるおしなが

ら雑談、全員が揃って詩吟の勉強に進みます。

詩吟を習いたい方は何時でも参加できます。

山本携帯（090-3288-****）へ連絡して下さい

講師 ：公益社団法人関西吟詩文化協会（総師範）

公認摂友会 理事長 芳野歩孝先生

例会日：毎月 1回 第２土曜日 ＰＭ 6:30～21:30

会場 ：㈱山一製作所 大阪市淀川区田川3丁目12番

連絡先：山本携帯 ０９０－３２８８―****

詩吟同好会運営委員

新 利雄・山本公士



技の細道

このページは自由欄です “技の細道” 雑学ページにしましょう。！！！

ＦＡＸ ０７２－８８５－５４１８ http://www.okgk-kenyu.com（掲示板に書込み）

郵送は神崎ビル（〒553-0007 大阪市福島区大開２‐３‐５）研友会に送って下さい。

編集後記
いつものことながら発行が遅れてすみません。また誤字、ミス等につきましてもお許
しください。
（本号はLibreOfficePortable_3.4.3 で編集しました。用紙についてはコクヨ カラー用ペーパー８０ｇ㎡ーＡ３を
使用、プリンターはエプソンのPX-1001 （ A3-4色顔料インキ）で印刷しております）

研友会会計 奥谷 悟

－16－

東京スカイツリー
一般公開前にインターネットで応募し 6/3(日)午後 7 時 30 分の

入場券を得ました。

東京スカイツリータウンはスカイツリーを中心にウエストタウ
ンには水族館、プラネタリュム等、イーストタウンは商業ビル、飲
食街に分かれています。

展望台への出発ゲートは 4 階、天望デッキ、フロア 350 まで
（2000 円）エレベータは 40 人乗り４基、エレベータ内部の壁に
桜、隅田川、祭、都鳥の空のアートパネルや照明演出があり、350 ｍ
を 50 秒、オー凄い景色が一望と高さ！！まさに天空を感じた、東

京湾、お台場、赤い東京タワー、近くに国技館、浅草、隅田川、皇居の森、東京ドーム等、天
気の良い日は富士山も見える、映像で説明「東京時空ナビ」もあります。

一階下の展望台フロア 345 半分はレストランが使っている、天空ショップもあり、こ
こしか売っていない土産品がある。フロア 340、真下が覗く床があり、耐熱強化ガラス張
りの下に広がる眺望は迫力満点です。この３階は各階エスカレータで結ばれていますが、
障害者用はエレベータが設置されています。

天望回廊 445～450 へは、別料金（1,000 円）が要ります、シースルのエレベー
タ２基で 30 秒、スカイツリーをぐるりと囲むガラス張りの回廊、高低差５ｍの

スロープ状で長さが 110m の空中散歩を楽しめます、ス
カイツリーで人が登れる、最高地点 451.2 ｍソラカラポ
イントは不思議な空間を体験できます。

ガラス張りの外にソラカラちゃんの映像、当日の日時、
曜日、TOKYO SUKAITURI 634,の字幕が流れ、雲に映し
ているとガイドさんは言っていました！？

降りる階はフロア 350、340 から 5 階フロアに下って
きます、帰りのお土産品など観光と商業目的の施設は商
魂大阪を超していると感じました。 （中川 勉）

ダンゴ虫の駆除

神崎さんは屋上でプランターでの無農薬野菜作りをなされており、無農薬のダンゴ虫退治
を発案なされ、実行されているそうです。ネットにも在りませんでしたので紹介します。

ほうれん草の種をまき発芽を今か今かと待っていましたが芽が出ません。

おかしいなと思い夜に見に行くとダンゴ虫の大群が発芽した芽を食べつく
していました。一匹づつ捕えても全部駆除することはできません。そこで名案
が浮かびました。

プランターの土をバケツに入れて水を入れてダンゴ虫を水死させます。
（土にはミミズもいますので先にミミズを別の場所に移しておきます。

ミミズも水死しますので）

ただダンゴ虫は一年後にはまた住み着いています、葉物を植えるには毎年の作業になります
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