岡山支部

2010,10,27
見学、頂上の展望

口さんの句碑を

も起動方法も極めて簡単なそうだ。残念なこと

出来ると言われてきたが、

である。パソコンはソフトさえあればなんでも

った。今までの常識を破り新しい型のパソコン

池軒内で食事、情報交換等にあてます。
）

・親睦タイム： １２時～１３時３０分（廉
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６５才以上：１４０円、６５才未満：４００円

なりました。

＊ 入園料がシニア（６５才以上）も有料に

弁当は各自持参になります。
）

・参加費： 無料（但し、入園料は個人負担、

台まで登って、お

にパソコン勉強会の会員は誰もまだ使っていな

はインストール

弁当を食べなが
ら玉島の町から
い。

で話題になることが多いのが電子ブック

瀬戸内海までの

１１月１７日（水）
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がきっかけになったのかモバイル端末で読

◎ホームページ作品展： １１月から「第３４回」

※．詳細は、参加者に後日お知らせします。

幹事（井垣）まで

・申込〆切日：

書するのが流行しているようだ（放水会報告７

がスタートします。

ージをめくっていけるのは一度試してみたい。

リーダーである。紙と見まがうような表示でペ

訪ね、川崎み

月・若槻さん）
。自宅のパソコンでも読書を楽し

醤油屋さんを
なと公園から
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石、芥川龍之介など著作権の切れた文学作品を

いますので、初めての方は幹事までお問い

した。画像容量、応募点数等にも規定して

対６４０ピクセル（正方形）にまで広げま

来の６４０対４８０ピクセルから６４０

・応募規定 ： 画面の横対縦サイズを、従

無料で楽しんでいる。読みかけの本も“しおり”

合わせ下さい。

パソコン勉強会とははなれるが、私は夏目漱

むことができるようになった。

どを見学、高

つもの水門な

出てくれる。パソコンは頭が良い。昔高校生時

思うが、これからのパソコン勉強会の課題であ

まだまだパソコンの使い方はいろいろあると

３３回ホームページ作品展」の作品をプロジ

１０月１５日の例会には、７名が参加。
「第

で開催しています。

◎例会 ： ３ヶ月毎に岡山県生涯学習センター

・応募〆切日： 毎月の第４水曜日

でマークをしておけば「前回の続き」で即座に

代に読んだ本を今読むと全く変わった印象を受

瀬通しの終点
どを見て回り

ける、年齢が変わり、時代が変わったせいだろ
主専用の宿舎

う。

だった西爽亭ではボランティアの説明を受け、

名（内、女性３名）

0
4

には、会員以外の方もお気軽に参加して下

「撮影会」
、
「ホームページ作品展」
、
「例会」

は幹事まで。
（幹事 井垣武彦）

さい。 お問い合わせ、ご意見、ご要望等

てきました。

を計画し、１０月２０日に龍野の城下町を歩い

旅の会と歩こう会で兵庫県の龍野への小旅行

播磨の小京都、龍野の城下町散策

旅の会、歩こう会合同企画

※

◎会員数： ９月末現在

次回は１月に予定しています。

ェクター投影して、意見交換を行いました。

散し、以後は自由行動とします。
）

・撮影時間 ： 午前中（１３時３０分に解

・集合時間 ： ９時３０分

影会」で使用した建物です。
）

んちけん）
」の前。
（廉池軒は以前に「春の撮

・集合場所 ： 園内にある建物「廉池軒（れ

園」で実施します。
（小雨決行）

◎秋の撮影会： １１月１９日（金）
「岡山後楽

写真同好会からのお知らせ

パソコン勉強会事務局 田淵 守

る。

パソコン勉強会
テレビや新聞、雑誌で

のことが話題とな

―同好会便りー

歩こう会幹事 谷本保夫

たことを記録にとどめておきたいと思います

ンバイなど色々な面で水川さんのお世話になっ

から資料の作成、坂道対策用のマイカーのスタ

最後になりましたが、今回の例会では、下見

のご主人に話を聞くことができました。

水門周辺ではふるさとの歴史に詳しい樋口薬局

備中松山藩

ました。

や船溜り跡な

川を結ぶいく

西爽亭、海と

午後は仲買町で江戸時代から続く老舗の味噌、

展望を楽しみました。

ミンク岡山情報
歩こう会秋の例会

玉島の街を散策
今年度の歩こう会秋の例会はお天気にも恵ま
れ、９月２９日（水）、総勢２０名で玉島の町
を楽しく散策しました。
午前９時３４分岡山駅発の電車で出発、途中、
倉敷駅で合流の４人と坂道対策でマイカーを準
備して頂いた１人を合わせて、総勢２０名で玉
島の町を散策しました。
新倉敷駅からバスを乗り継ぎ、玉島中央町で
下車、午前中は、
羽黒神社から古い
通りを抜けて円通

町並みが残る新町
寺から山頂の展望
台まで歩きました。
羽黒神社では宮
司さんから神社の
由来や干拓で生ま
れた玉島の町の成
り立ちなどの話を
通りでは江戸時代

聞きました。新町
の町屋を中心に見て歩きましたが、そうした町
屋の一つ西国屋さんでは、蔵を解放していただ
き、蔵の中でティータイムのひと時を過ごしま
した。一息入れた後、円通寺参道の坂道に挑戦、
円通寺に参拝の後、山陽放送初代社長だった谷

中国民放クラブ
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やすいと聞いて、３年前に巣箱を自作、三木先

く採れませんが、おとなしい蜂で素人には飼い

く、カミさんが生きているときに買ってやって

えたらベンリ便利！。こんなことならもっと早

異音を発し始め、２月に全自動洗濯機に切り替

ほどなく、こんどは長年愛用の二槽式洗濯機が

城の時の残石が群がるかつての石切り場を目指

いたらと、ガラにもなくしおらしく悔やんでみ

日本ミツバチは西洋ミツバチのように蜜は多

の昔から日本に生息している日本種です。

しました。石切り場では石に刻まれた松江藩堀

輩の友人の養蜂家に指導してもらいながら、先

今回のウォークのお目当てであった大阪城築

いたのが１０時２２分。

山内、横田、それに幹事の豊田、谷本を合わせ

大野、篠原、妹尾、高谷、田渕、広瀬、松田、
尾家や鳥取藩池田家の家紋を刻んだ刻印探しを

参加者は５０音順、敬称略で芦原、榎本、沖見、

て１４名でした。

バチの集団が巣作りをしていると聞いては、い

を大きく割っており、証券会社の担当美女（若

くつかの株式が、リーマンショックなどで買値

そして４月ごろ、長年寝かして忘れていたい

たり・・・。

そいで駆けつけて箱に取り込んでも、女王蜂に

なにせ気ままな昆虫なので、庭の植木にミツ

ずミツバチを捕らえることからはじめました。

弁当を広

ないから処分して、
「資源国国債ファンド」に切

い女性はみな美女）から、当分回復の見込みは

い雲に覆われた瀬戸内海の風景でした。

楽しみました。そして展望台へ。残念ながら厚

午前８時２６分、岡山駅発の新幹線で出発、

げたところ

の幼虫にミツバチが集めたハチミツを食べられ

逃げられたり、スズメバチに襲われたり、夜蛾

姫路で姫新線に乗り継いで、本竜野駅を目指し
本竜野駅からウォークがはじまり、清流
らつき始め

で小雨がぱ

脇坂藩別邸、聚遠亭、三木露風の銅像や

ました。午前中は龍野城、旧脇坂屋敷、

やめて、とり

ールを取り

のスケジュ

たため、あと

今年の猛暑にはいささか閉口ましたが、お盆

のも楽しみの一つとなりました。

や花粉の団子を抱えて帰ってくるのを観察する

それでも庭先に置いている巣箱に働き蜂が蜜

８月の台所ＩＨ化だ。ミンクのみなさんの何人

ました。

って、脇坂藩５万３千石の城下町に入り

で知られる揖保川に架かった旭橋を渡

赤とんぼの歌碑などをめぐりました。

あえず来た

にボケの進化が自覚される中、ついうっかりで

かはすで導入されているようだが、最近、とみ

り替えたらのアドバイスに素直に従い、結果、

昼食はたつの市観光協会直営のお食

ハチミツを採ることに成功しました。

明けに一群のミツバチの箱から５リットルもの

てしまつたりで失敗の連続でした。

事どころ「さくら路」で龍野名物のそう

しました。幸

道を引き返
い雨に遭わ

としゃれてみました。

ハチミツを備前焼の甕に入れて、ハニーワイン

早速、ブドウ畑で収穫したキャンベル葡萄と

十七万円、施工時間は二時間弱とあり、善は急

ホーム担当に相談したら、費用は工事費共で約

火事などやってはの思いから、パナホームのリ

つぎ、我が家における、ことし最大の投資は、

単純に驚いたり・・。

なんで毎月こんなにお小遣いいただけるの？と

た。

めんとさくらご飯のセットを頂きまし
午後は武家屋敷資料館やうすくち龍

に帰り、余っ

しかも強火力で便利、満足している。

ずに牛窓港

このハニーワインは口当たりもよくて、夏バ

野醤油資料館などを見学して予定通り

テの解消には最高。皆さんにも試飲をお願いし

頼っていたが、草刈り機も腰にこたえ、背負い

除草は、これまで草刈り機や、人力噴霧器に

ドウその他の果樹園や廃園の除草に使用する。

兵器は、
「背負い式動力噴霧器」
。主として、ブ

げで踏み切った。ガスに比べてはるかに安全で、
用して本蓮

た時間を利

ＯＨＫ‐ＯＢ

そうですので、ちょっと内緒の
話です。

中西 厚

アルコールが１％以上になると密造酒になる

つぎ、９月に入って、我が家に新しく導入の新

文責 谷本保夫

ささないままに終了できたことは幸いでした。

それはともかく、雨も覚悟のウォークを傘も

がつきました。

寺など朝鮮通信使関連を見学するというおまけ

たいところですが・・・・。

午後４時１７分岡山駅着の新幹線で全
員元気に岡山に帰ってきました。

山歩きの会・歩こう会合同企画

前島で
秋の瀬戸内海の満喫しよう

新兵器に長いホースを追加し、これをネコ車に

人力噴霧器も老躯にこたえるようになったので、

れも１月２日にウインドウズ７のノートを調達。

今年は、正月早々パソコンがこわれて、急遽そ

力ネコ車」
。

もう一つ、いま一番望まれるもの、それは「動

さて、これでもう御満足かといわれればノー。

にありと自画自賛している。

いないが、大枚５万８千円也の投資効果は十分

いまだ、機械は自家薬籠中のものとはなって

搭載して移動すれば楽チン間違いなし。

１０月８日、午後からの雨は免れそうもない

ら輸入した西洋種で、私の飼っているのは太古

このミツバチは明治１０年頃にヨーロッパか

ミツバチが不足していると騒がれています。

てしまい、イチゴやサクランボなどの交配用の

テレビなどで養蜂家のミツバチが突然に消え

ちょっと内緒のお話
おつぎは「
動力ネコ車」
！

空模様の中、午前６時半に立花幹事と協議の結
申し合わせ、予定通りの実施となりました。

果、天気次第でスケジュールを変更することを

午前８時５８分岡山駅発の赤穂線の電車で出
発、途中沿線の各駅から合流した人たちを合わ
せて１５人全員がそろって邑久駅に降り立ちま
した。バスとフェリーを乗り継いで、前島に着

ます。日曜から金曜までしか使えませんが一泊

２１０００円でツイン４泊分の回数券を買い

は生活習慣病だと言われていますので，生活習

ドに毎日の記録をとることにしました。糖尿病

日１万歩を月に３０万歩に置き換え、一年をメ

どうしても歩けない日ができてくるので、１

７冊（３６年発行）がありこれらは娘も使った

８冊（昭和３３年発行）平凡社の国民百科辞典

波の日本古典文学大系６６冊、中国詩人選集１

にほだされ結果はそのままもとにもどった。岩

す。岡山からだと交通費がかさみますが私はＡ
した。

クも１年続けば生活習慣になると考えたからで

慣を改めることが治療の近道だと考え、ウォー

８８冊、海音寺潮五郎２５冊、吉川英治の太閤

に絞り、松本清張の新潮、文春、講談、中公１

長い付き合いだ。４５年広島のころから文庫本

しげもなくかけ流しています。

５２５０円は魅力です。今年年末までの発売で

我が家の北には、モモ、ナシ、クリ、ハッサ
道具や肥料などを人力ネコ車で運搬するのは辛
かつて、三〰四十年前、どこかで動力ネコ車
トを買いました。私の分がマイレージ１０００

ＮＡの【いっしょにマイル割り】というチケッ

クなどの畑があるが、その道がせまく急で重い
くなってきた。
を見た記憶があるが、最近はとんとお目にかか

記、親らん、司馬遼太郎の国盗、関ヶ原、城塞、

た。半年間に記録した歩数は２，２７１，６７

丁度半年たったところで記録を整理してみまし

本文学全集、真山青果全集を見たのが記憶に残

本箱といえば子供のころ父の部屋で改造社の日

の大下英治７２冊、中見利男２９冊がある。

播磨灘などが残っている。新しいものでは後輩

んな格安の料金も今後は望めません。

５歩でした。これを１８２日で割りますと１日

昨年の１２月２５日から今年の６月２４日で

食事は徒歩１０分のところにある大型スーパー

来年３月には九州新幹線が全通しますのでこ

往復ができました。

０マイル、女房分が２万円で大阪⇔鹿児島間の

らない。
もし手軽な動力ネコ車が入手できれば、わが
園芸人生は、あと三～四年延びるかも？
芦原俊郎（ＲＳＫＯＢ）

温泉に行こう！

野球少年を毎月買ってくれたのがきっかけで、

っている。本との付き合いは父が少年クラブと

太郎、井上靖、大仏次郎、幸田文、佐多稲子、

破した。社会人になってから石川達三、石原慎
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ここで医者と相談をしたところ、疲れたら休

無情などの世界名作物語を学校の行き帰りに読

学校の図書館から借りた三銃士、鉄仮面、ああ

む、絶対に無理をしないようにとのことでした。

曽野綾子、丹羽文雄、舟橋聖一、三島由紀夫、

考えて「私の健康貯金」と名付けて毎日楽しく

のもの、その余りは健康の増進に役立つものと

公民館に、４３年岡山で井上靖、三島由紀夫全

０円文庫を読んだ。これらの本は３９年大分で

ＲＳＫ‐ＯＢ 安田了三

そんなこともあり、今では少しペースを落とし

入院したときは本代が乏しく岩波の一つ星１０

水上勉など手当たり次第に読みあさり、１年半

ていることになります。

６０ｃｍで計算しますと毎日７キロあまり歩い

きな方にはこたえられないかも知れません。

平均１２，４８１歩いたことになります。歩幅

連絡先は指宿いわさきホテル電話

テニスコートやグラウンドゴルフ場もありお好

前立腺がん手術後６年半経ちました。ＰＳＡの

で毎日朝晩弁当を仕入れて食べました。

上昇に伴い３カ月に１回１０万円（１割負担で
です。

ニュージーランドの次は温泉です。

１万円）もする女性ホルモンの注射を受けてい
温泉湯治をした時にはＰＳＡの上昇率がやや

ので、１日１万歩は糖尿の数値を改善するため

ています。それでも１日１万歩は超えています

長期に宮崎市と並んで新婚旅行のメッカだった

ます。

１９６０年代（昭和３５～４４年）高度経済成

抑えられますので各地の温泉を巡っています。

鹿児島県指宿温泉でツイン洋室二人で一泊５２

思い出がある。後年はもっぱら小説新潮、オー

集、退職時吉備公民館にシリーズ物を寄贈した
歩いています。

ル読み物、週刊朝日など読んだが６０を過ぎて

は移った。井上靖の通夜の客、武者小路実篤の

目の疲れと記憶力が衰え本からテレビへと時間

は５．７にまで落ちてい
先月の検診では
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効用、佐藤弘人の色鉛筆など話の種に引用した

愛と死はラブレター、随筆高橋義孝の間抜けの

１０月健保組合から資格喪失の便りが届き先行

ＯＨＫＯＢ 渡辺昭朗

恵を贈ったことなどなど蘇る。

こと、後輩の結婚祝いには謝国権の性生活の知

と感心している今日この頃です。

ＲＳＫ‐ＯＢ 谷本保夫

がけ次第で健康貯金の方は貯まっていくものだ

ました。年金生活でお金は貯まりませんが、心

２ヶ月に一度ずつ経過観察を受けていますが、

５０円という破格の宿を見つけました。

私の健康貯金
昨年の暮れ、過去１～２ヶ月の平均血糖値を
反映するＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビン・エイワン
シー）の数値が６を超えました。糖尿病の予備
軍から正規軍の仲間入りをしたとの医者の宣告

そこで昨年の１２月２５日から始めたのが１日

せて、運動をすることを強く勧められました。

思い出にひたり身辺整理ならず

以前は指宿観光ホテルという名前で混浴のジ

でした。その時、カロリーコントロールと合わ
ャングル風呂が売りでした。現在は指宿いわさ

き実感がまた一つひしと感じられ、身辺整理を

思い立った。手始めに本箱をチェツクしたが情

一万歩ウォークでした。

きホテルと改称されジャングル風呂もなくなり
ましたがＰＨ７．１のナトリウム塩化物泉を惜

夏山登山で猛暑を凌ぎました

きつかったが、今や平気になった。散歩の途中、

横断陸橋や神社の石段を登ることにしている。

熱中症の注意が呼びかけられた８月、私はより

良いというのが実感である。過ぎ去った夏、汗

真夏のテニス

で体調も良く、今年の夏は猛暑にも耐えて夏山
によって月のうち２０日もテニスコートに立ち

だくの散歩がなつかしい。

木曜日は朝１０：００～１２：００、土曜は昼
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方が快調である。人間、身体をいじめたほうが

登山に出掛けました。大山山域には７月に３回
ました。

最近は息切れすることもなく、むしろそうした

（キリン峠、ユートピア、矢筈ヶ山）
、８月には
日曜日は朝７：００～９：００、火曜日は昼１

９月に満７０才の大台に乗りましたがお陰様

夏山道を汗びしょになって頂上まで登りました。
涼しく気持の良い一時を過ごす事が出来るので、
１３：００～１７：００

放水会やパソコン勉強会などのミンクの

３：００～１７：００

夏山登山の仕上げとして８月の下旬に３泊４日
お盆には８／１０～８／１５毎日汗をいやと言

集まりや、近くの公民館へ週２回の

街で暑い暑いと言っていても、高い山へ登れば

で北アルプスの七倉岳（標高２５０９ｍ）に登
うほど流しました。

近況報告

りました。アルプス登山は４年振りで、ここに

パソコン教室に足を運んでいます。
（若槻匡志）

ロールに２斤の氷と水を入れ、２リットルのス

スーパーマーケットで貰った大き目の発泡スチ
ポーツドリンク、水それに塩を適当に摂りなが

は「船窪

ら６ゲーム先取で４ゲームから５ゲーム 勝っ

ボケてると言ってるうちは大丈夫

同じオス種牛ほどは値がつかず

絵心も無いのに友の絵をほめる

診察券持ってないのは産科だけ

葬式の本を読みすぎ妻ともめ

ちょっとだけ十万億土覗き見る

美味しいと味わう前に言うテレビ

モーニング年に二回は着る政治

わが辞書にゴメンナサイはありません
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「種牛」

小屋」
と
る人ぞ

たが、足に痙攣がおきかけたり、気分が悪くな

言う知

りかけた人もいました。

仲間うちでは熱中症になった人はいませんでし

山小屋

このほか早朝には約２時間のウオーキングもし

たり負けたりの試合を楽しみました。幸いにも

があり、

ましたが体重のほうは一向に減らないのが、私

ンプの

山仲間

の悩みです。

知るラ

小屋を

なと思いをはせる今日この頃です。

後、２ケ月で７３、いっまで体を動かせるのか

でこの

く愛し

民放クラブのお世話をしていて、最も心を痛め

豊田新一（ＲＳＫＯＢ）

こよな
た“岡山ん婆さん”と一緒に出掛けました。山
頂からの３６０度の展望は素晴らしく、富士、
燕、常念、蝶、穂高、槍、水晶、薬師、立山、
山好きの人にはお薦めの山です。この山行から

るのは訃報である。

「狂った夏」

丁度１ヶ月、元気じるしの“岡山ん婆さん”が

ここ暫くそれが無いのは心休まる。とりわけ狂

剱、針の木、蓮華、
・・・が手に取る様に見えて、

急逝され、心が痛み、忘れる事が出来ない登山

もちろん体調万全の方ばかりではないと思うの

ったような夏をみんな乗り切ったのは嬉しい。

風になって「船窪小屋」へ通い続けている事と

だが。

になってしまいました。今はもう、彼女は千の
思います。 井垣武彦（ＲＳＫＯＢ）

身の上話で恐縮だが、小生ポンプが壊れて一年
半になる。退院後暫くは少しの勾配も歩くのが

歩こう会・玉島散策より七句

ＲＳＫＯＢ 松田 通男

参詣の二拍手秋の澄みにけり

源平の合戦の海秋夕焼け

水門は江戸の遺構や厄日過ぐ

身に沁むや旧家に遺る節死の間

出番待つ神輿の一基醤油蔵

凪の日や鯔群れてゐる船溜まり

良寛像桜もみぢの初めかな

編集後記

異常な暑さが続いたこの夏でした。皆様にはお

変わりなくお過ごしでしたでしょうか？この機

関紙、発行が１ヶ月遅れてしまいましたが、そ

のためか秋のイベントのレポートが満載となり

ました。玉島、前島、竜野といずれも興味深い

ところばかりで、幹事の方のご苦労がしのばれ

そして幸い今期は訃報がなくて幸い・・・と思

ます。

っていたら、元会員で療養中だった長谷川貞二

（Ｓ）

さん（ＲＳＫＯＢ）の訃報（１０月１１日）が

届きました。

