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もありました。

ったらとても歩
けない」といった
声も聞こえてき

温暖化と蝶の話

近年、地球温暖化の危機が問題になっていますが、

温暖化の指標の１つに昆虫の生態、変化が挙げられて

ました。
今回は操山西

います。私は中学生の頃から蝶の採集、観察を趣味と

して野山を歩きまわっていますが、温暖化によ

部の散策でした

り以前見つからなかった南方系の蝶が採集出来

した。無事に越冬して羽化し、定着するか注目してい

るところです。

（写真はソテツの葉に静止するクロマダラソテツシ

若槻匡志（ＲＳＫ―ＯＢ）

ジミの♀ ２００８ １/０ ２/ 岡山市宮浦）

春の歩こう会

今年度の歩こう会、春の例会は四月十日に井原鉄道

「
矢掛の旧街道散策」
報告

の三谷駅から矢掛駅まで、およそ六キロを全員元気

た例が何種類かあります。ナガサキアゲハは幼

虫が柑橘類を食べる黒いアゲハチヨウですが、

に完歩しました。

約半世紀前、友人が松江城の公園で採集し、珍
しい記録として新聞

見られる種となり、

海、関東では普通に

現在では西日本、東

があります。

で 合流し た方々 を合 わ

原鉄道の呉妹駅、三谷駅

線の庭瀬駅、倉敷駅、井

たのは十一人、途中伯備

の 一番の りばに 集ま っ

午前九時十分、岡山駅

さらに生息域が北進

せ て総勢 十六名 の参 加

にも掲載された記憶

しています。その他、

となりました。

て、都市を中心に茨

ったスミレを餌にし

家庭菜園、団地に育

に指定されている「下道

出土し、今では国の史跡

お 骨を納 めた骨 臓器 が

か ら吉備 真備の 祖母 の

午前中はまず、三谷駅

ツマグロヒョウモン

城県付近まで生息域

氏の墓」を訪れました。

は温暖化とともに、

を拡大しています。

こ こから 旧山陽 道を 通

って椿のお寺で知られる圀勝（こくしょう）寺に向か

ホットニュースでは

一昨年１２月、神戸宝塚で見つかった、クロマダラソ

矢掛町の天然記念物に指定されている樹齢三百年

いました。

ミチョウの１種で、昨年８月に玉野市で見つかりまし

の椿はちょうど見頃を迎えており、落花の赤い絨毯は

テツシジミというソテツの新芽を餌にして育つシジ
山歩きの会幹事 立花

見ごたえ十分でした。境内で檀家の人達のお接待を受

け、至福のひと時を過ごしました。圀勝寺は吉備真備

た。
（山陽新聞９月５日掲載）この蝶は遇産種として

珍種に属し、私も２００１年、与那国島まで採集に行

圀勝寺から旧山陽道を外れ、矢掛の町が一望できる

のお父さんの名前・圀勝（くにかつ）を寺の名にした

茶臼山城跡に登りました。ここで丁度お昼になり、ま

お寺で、お祖母さんを祀った廟もありました。

木で幼虫や卵を含む生息を確認しました。さらに昨年

った一人でしたが、昨年秋この蝶を探して県内の瀬戸

以前は沖縄県で時々発生する、蝶採集家のあいだでは

歩こう会幹事

温 暖化 と蝶の

末には岡山市南部のソテツの蕾から蛹も見つかりま

内沿岸を調べたところ、見つけたほとんどのソテツの

谷本

が、またの機会に東部も回ってみてはどうかとの提案

ミンク岡山情報
山歩きの会・歩こう会合同企画

早春の操山散策
３月２５日（水）
、総勢１８名（うち１名は午前の
部のみ参加）で早春の操山を散策しました。
午前９時半、護国神社の駐車場を出発、午前中に仏
心寺、旗振台古墳と展望台、明禅寺城跡展望台、恩徳
寺とまわり、操山里山センターで弁当をひろげました。
仏心寺の手入れの行き届いたお庭、各展望台からの
展望を楽しみましたが、午前中のハイライトは恩徳寺
での写真同好会メンバーの服部晃さんが奉納された
客殿の襖絵の拝観でした。作品の出来栄えは言うまで
も無く、同席頂いた作者の服部さんから４枚の襖に描
かれた水墨画（松、竹、梅と山水）を奉納した経緯な
どのお話も伺い、印象に残りました。
また恩徳寺ではお茶の接待も受けて、くつろいだひと
時を過ごしました。
午後は里山センターを出発、萩の塚古墳、標高１６
９メートルの操山山頂、カナメモチのトンネルを潜っ
て、三勲神社跡展望台から岡山市街地のすばらしい展
望を楽しんで、出発地点の護国神社に降りてきました。
午前、午後と２回の上り下りと尾根伝いの縦走を含
む約６キロの散策でしたが、結構、きつい坂などもあ
って、
「みんなと一緒だったから歩けたので、一人だ

中国民放クラブ

（皆さん、今から予定しておいてください。
）

十一月十二、十三日（木、金）
十二日・総会、十三日・ゴルフ・観光

秋 の岡 山 大 会

中国民放クラブ

だ桜の花が残っている二の丸跡の展望台で弁当を広
二度目は大潮の日に出かけてみた。２隻の白魚舟が

・応募点数：１点または１組（組写真は１組３枚まで）

作品の募集を毎月行っています。

沖に見える。しかし遠すぎて只見守るばかりである。

・サイズ：Ｅメール添付の場合は ６,４０（長辺） ４
×
８０（短辺）ピクセル以内で容量が１００ＫＢ程度。

春の鴨啼いて静かな川港

午後は山を下って、再び旧山陽道に入り、矢掛宿へ
双眼鏡で辺りを見回すと製鉄所の岸壁の傍らに一隻

げました。

向かいました。途中、小田川堤の桜並木で、今が散り

プリント写真の場合は２Ｌまたはサービスサイズ。

たけべの森ゴルフクラブで開催予定です。

五月二十二日（金）

パソコン勉強会

メディアコムが使えなくなり、プラザホテルの１階

の白魚舟が操業していた。かってゴルフ場に行くとき

レストランの一角を毎月の会合の場所にしてから早

頃の花吹雪を楽しみました。

・ タ イ ト

どうなることかと心配だったが、携帯パソコンが常時

ル ： 作品に

２～３台確保でき、困った時の相談事はそれぞれのパ

通った土手道は、業務用トラック以

特に組写真

ソコンで従来どうりにやることができた。インターネ

外通 行禁止にな っていて近寄 るこ

には主題を付

ットが使えないことは残念なことだ、誰かインターネ

矢掛宿では宿場町の雰囲気を今に伝える通りを散

のす ぐ傍に近寄 る事ができ写 真を

け、さらに必要

ットが使える会場をしりませんか。

策した後、旧本陣石井家を見学し、隣の喫茶店で一息

何枚も撮った。昭和三十年代には祖

であればごく

パソコンに関する話題では新しいパソコンソフト

くも１年が過ぎた。パソコンがない。インターネット

父の 給料より儲 けが良かった とか

短い説明コメ

やマイクロソフト社から発売予定の次期ＯＳ

が使えない。そんな悪条件のなかでパソコン勉強会は

思い出を、又不漁の原因は水質汚染

ントを付ける。

は題名を付け

に産 卵に必要な 砂場の流出だ と話

・作者名 ：氏

Windowsな
7 ど話題は豊富である。最近はパソコン以
外の話題も多くなった。まるで非公式の放水会のよう

る。

してくれた。帰ろうとすると今日は

名（本名を伏せ

とが出来ない。親切な守衛さんに砂

一尾 しか獲れて いないが持っ て帰

たい時にはイ

浜に 降りる縄梯 子を教えて貰 い舟

れと手渡して呉れた。多謝あるのみ

である。皆さんも１度パソコン勉強会に出席して色々

入れた後、矢掛駅から列車を乗り継いで帰ってきまし

爛漫の雰囲気がいっぱいの散策でした。

椿、桜をはじめ、沿道には各種の花が咲き揃い、春

である。

ニシャル、 ニ

な話題を提供して下さい。

た。

歩こう会幹事 谷本保夫

去ぬ際に白魚一尾持たせ呉れ

ックネーム、ペ

三 度目は西岸 の燈台の辺り 迄行

・応募〆切

田淵 守

ンネーム等で

ってみた。投網を打っている人に会

ます。ゴルフ、旅行などなど適当に楽しんでいます。

ぎましたが、お陰で元気で毎日プール通いを続けてい

八十路もなかばを数え、所謂賞味期限もとっくに過

出欠挨拶など一部割愛しました）

（支部総会出欠はがきから・

―会員便りー

パソコン勉強会 事務局

白魚の黒き目玉に見つめられ

木村英一郎 ＲＳＫＯＢ

白魚舟を追って
先月地元紙に白魚漁の写真が載っていたが、私自身高

日 ： 毎月の第

も可）

四ツ手より光を零す白魚舟

４水曜日

会員以外の方もお気軽にご参加下さい。 お

問い合わせ、ご意見、ご要望等は幹事まで。

（幹事 井垣武彦）

第六七回ミンク岡山ゴルフ会

※

◎．会員数 ： 三月末現在四十名（内、女性三名）

催する予定です。

行います。次回は７月に岡山県生涯学習センターで開

また、カメラや写真、パソコンに関する情報交換も

参加者が作品を観て、意見交換を行います。

： 三ヶ月毎に開催しています。

う。鳩が白魚を食べるとか、山陰よ
り山陽の白魚の方が大きいとか色々と話してくれた。
逆波の洗ふ突堤白魚網
橋渡るツーデーマーチ白魚舟
白魚と地球の環境を大事にしたいと改めて思った。

―同好会便りー

ホームページ作品展 ：

参加人数 ： 十二人 写真は右に。

四月十四日
（火）
姫路城へ出掛けて実施しました。

春の撮影会 ：

写真同好会からのお知らせ
◎

◎

◎．例会

梁川を渡る時、車窓よりちらりと眺めるぐらいで、近
くで見たことはなかった。
私もあのような写真を撮りたいと思い（馬鹿チョン
カメラしか持っていないが）
、又白魚舟の俳句は詠ん
だ事がないので、一石二鳥とばかり早速出かけること
にした。
歳時記には全国名産地の一つに平井（備前）の名が
見える（備陽記によれば児島湾の白魚場を巡って他村
と幾度となく争ったとある）
、土地勘のある高梁川の
西岸に出かけた。
投網を打っている人に会う、一尾も獲れないとぼや
いていた。東岸に回ってみると白魚舟は繋がれたまま

白魚は獲れねど投網幾たびも

であった。

（青木豊）

（岩崎巧）

（景山薫）

読破中）の日々です。晴天であればドライブがてらカ

史物に嵌っています。只今北山謙三「水滸伝」十九巻

午後四時過ぎ妻の帰りを待つまで時に世直しボラン

サービスに通う妻を見送り、残った主夫の家事労働。

六時起床、主夫の生活が始まります。九時過ぎデイ

います。

（岩根宏行）

晴耕（実は草取り、植木・鉢植えの手入れ）雨読（歴

相変わらず朗読講座や講演などで多忙な毎日を送

ティア、結構雑用が待っています。その後妻とリハビ

当日大学の所要があるので失礼します。

います。

だか他人事のような気がしていますが、厚かましくも

メラを提げて季節の花を撮り、ＰＣデスクトップ背景、

恥ずかしながらこの七月で満八十歳になります。何

もう少しこの世にお邪魔したいという気になるのも、
っております。変わりなく過ごせるのは幸せなことと

民放クラブ皆様のお陰と感謝しています。

は自分のスコアにストレスを感じるようになり

ど出来るだけ参加し楽しんでいます。ゴルフ会

す。

本の木に三種類の実をつけることを目指しておりま

果樹の接木、挿し木を楽しんでおります。接木では一

（加藤紀臣）

です。時々ゴルフでストレス解消しています。

参加を中止しています。日常の生活は先祖来続

の代で廃業かなと思っています。地域の活動で

ますが、タスポ制度など業界の変化に伴い、私

四月上旬には海外へも一週間ほど出かけてみたいと

が、バスで一日八十八ヵ寺巡りを繰り返しています。

目下脊柱管狭窄を患い十分歩行できない状況です

地元のボランティア等

（大野明）

クの仲間や地域の仲間とのゴルフ会、また公

自然と共に生活しています。その間にはミン

朝一時間程の散策、そして野菜草花作りにと

相変わらず退職してからの日課、裏山の毎

思っています。（亀山寿志）

で忙しくやっております。

趣味の登山にと充実した毎日を過ごしてい

民館講座の受講や地域ボランティア、そして
当日は姫路で小学校同

グに参加し夢を少しずつ実現しています。

ます。昨年十一月にはエベレストトレッキン
（沖見敏弘）

（川上弘道）

などやりながら、気ままに暮らしています。地

那岐山のふもとの方で、ほそぼそと小さな畑

まならず、農作業もボンベを携帯しています。でも気

して連れ歩くことを余儀なくされています。旅行もま

酸素量が不足し、肺炎となり、酸素ボンベをペットと

２と鉄分が不足となり、悪性貧血症状となり血液中の

胃の摘出に経過した胃で吸収されるビタミンＢ１

域の役を言って来られますが、やむをえないも

分は元気です。

（川崎裕幸）

のは別として、極力”自由人”で余生を過ごし

昨秋はからずも不妊手術を受けるハメになり、その

行き詰った感じで新しい旅探しが必要かも。唯一の心

海外旅行よりは国内の秘湯を訪ねてきましたが、最近

後順調に回復、雑念からも開放されて清廉な毎日です。

昨秋には小生の傘寿をお祝い戴き、当クラブ

配事はミンク支部長の引き際！！

を続けておりますが、時々トテモオモシロイ！小説を

客観的にいえばマコトにダラダラとした日常生活

（菅田一郎）

からご芳志を賜り厚く御礼申し上げます。時空

（小野馥）

各種の行事に参加させて頂きありがとうござ

様のご健勝を祈念いたします。

が狭くなった分だけ多端の昨今ですが、会員皆

（織田照男）

「あるがまま 淡々と生く 春の雲」

たいと思っています。

（尾島一正）

メタボ以外は元気に生きています。

します。

窓会（一泊）のため欠席

（岡田克己）

させられています。

ろいろなボランティアを

は交通防犯、自主防災、リサイクル委員などい

（亀田敦夫）

いている家業のたばこ屋を女房と共にやってい

民放クラブは放水会、写真同好会、歩く会な

携帯待受画面の画を作っています。

リウォーキング・・・とそれなりにリズミカルな毎日

（石見邦慧）

（枝松柳一）

感謝しています。

小学生の下校を見守るあったかかえる支援隊をはじめて三月で丸二

まで報告に来てくれた。

を貰った。卒業式の日は二人の男の子が卒業しましたと証書を持って家

インデイには、二年生の女の子からお姉ちゃんと作った手作りのチョコ

六年の女の子からは正月休みに家族と韓国に旅行したと土産、バレンタ

年になる。今年は一年生の女の子から「いつもありがとう」の年賀状、

○

徒然雑感二題

（芦原俊郎）
せっかくお仲間に入れていただきながら、我
が家では昨年半ば頃から身の回りで次々と火
の手が上がり激動の年末年始を過ごしました。
四月新年度を迎えようやく日常を取り戻して
はおります。二十日は久しぶりにお目にかかれ
るのを楽しみにしております。 （綾野温巳）
昨年の九月に左肩の腱板断裂縫合手術を受
けましたが、回復が早く元気を取り戻していま
す。お陰様で登山、写真、パソコン等をまた楽

変、チャレンジの子年から襷は丑年へ。今年は文字で書くと何かな

為だろうか。
（ＯＨＫ ＯＢ 渡邉昭朗）

年時代にかえり懐かしく芋焼酎の味も格別に美味しく感じるのも歳の所

岡山に来て（途中広島、高松に八年赴任）四十年余り住んでいるが、少

報を交換している。また忘年会なども開き、その宴席で飛び交う熊本弁、

以来メールでサッカーＪ２ロアッソチーム応援を中心に熊本県関係の情

うと岡山に住む、熊本県人が集まり肥後もっこす会を立ち上げた。それ

義理人情に厚い人も少なくなった。岡山国体の時熊本県選手を応援しょ

裏返すとそれを誇りとしている県民性。今忘れ去られている気骨があり

信念を曲げない頑固者肥後もっこすで知られている。

れ義理人情に厚く、少年時代過ごした熊本は意地っ張りで気骨があり、

直江兼続を描いている。青春時代を過ごした筑豊飯塚は川筋気質といわ

と思っていたら、ＮＨＫの大河ドラマ天地人で愛、義、誇を貫いた武将

○

くなるのが人情である。

ってくれる子供たちの見守り時間に合わせて自分をやりくりして応えた

用事があって休むと昨日はどうしたのと心配してくれる。こうなると気遣

しんでいます。
（井垣武彦）
また三年生の女の子四人組は昨春から毎日道端の草花を摘んで手渡し
皆様と久しぶりにお会いできるのを楽しみ
てくれた。二町内の小学生約百人が二時二十分と三時、四時と帰って来
にしていましたが、本当に残念ながら非常勤の
るが、立ち寄っていろんなおしゃべりを交わしてくれる。
仕事が入りました。週二回位の不定期の仕事で
特
に
女
の
子は「おじさん服装昨日と同じ」
「年金生活で貧乏なんで買え
（井口三貴子） ないんだ」
「スーパーでパートを募集してたよ」など観察力も鋭く、また
仕事上欠席です。申し訳ありません。

すが、頑張っております。

（居郷恒晴）
四月十三日から一週間程度入院治療をする
ことになりましたので、
残念ながら欠席いたし

（市川哲也）

ます。皆様とお会いできることを楽しみにして
いましたのに、残念です。

（伊藤嘉之）

今年度も山陽放送で番組制作のお手伝いで
す。
一月にはサハラ砂漠でラクダやランクルに
乗って十二日間の旅をしてきました。二月は雪
の白川郷、兼六園、輪島など旅しましたが、雪
が無く残念でしたが美味しい料理に満足。三月
はタミフルを飲んで初めてのインフルエンザ
と闘いました。四月中国に行きます。昨年は毒
ギョーザ事件発生で旅行がキャンセル、今年は

陶芸家森陶岳さんの長期記録に取り組んで

どこも日本人ばかりの様です。 （井上正博）

っています。私の一番の変化はなんと体重が六十三キ

ロ台になったことで、鏡を見ると顔がとんぎってきて

（田淵守）

病院の方へ行きますので欠席します（田村孝夫）

っております。

いるのが気になるものの、これもほぼ毎日一万歩歩い

も郷土の歴史をわかりやすく書いた本の出版などに、

何があってもモンク、グチを云わず、感謝の気持ち

引き続き取り組んでいきたいと思っています。

を忘れず、日々楽しくすごしています。早朝テニス（毎

見つけたり、掘り出しモノ！のＣＤをゲットしたり、

（杉原尚示）

とささやかな歓びに自己満足をしております。

相変わらずボランティアの日々です。もう少し頑張
ろうと思っています。

６）、孫の相手（ほぼ毎日やってくる）、犬の散歩（朝

を握る）ラウンドは月一～二回（長船ＣＣのＨＣＰ．

朝日の出～八時）、ゴルフ（時間があれば毎日クラブ

でおります。

早くミンクＧに参加できるよう、リハビリにはげん

（豊田新一）

ているせいかと妙に納得するこの頃です。

（絹田雄一郎）

先ごろ医者から”立派な糖尿病”と宣告され、ミン

（須々木壽志）

ク岡山糖友会（糖尿病同志による幻の会）へ新規加入

（木村英一郎）

バタバタして好きな百姓や水彩画も出来ていませ

山陽放送でアルバイトをしています。

小生歳相応にボツボツやっています。（中西厚）

（長岡康祐）

ん。秋になったらゆっくり出来るかな？ゴルフもイッ

（対梨久嗣）

夕各々に約四十分）と退屈することなく一日が過ぎて

定年から四年目に入りましたが四月一日から中区

いきます。

の申請をしました。しかし体調に異常はなく、しごく

支部設立にかかわり十年が経ち七十歳台の

役所が入居したメディアコム四階の山陽放送ライブ

元気に後期高齢の青春を楽し
んでいます。野菜作りの腕は上

老い坂を生きるこの頃です。さすがに夜の業

（久米田真志）

プス病が四斗の長患いになり完治はあきらめました。

がったが、ゴルフと油絵は相変

務作業に

行で湯布院・大宰府天満宮へ。四月には深柢小学校の

と思います。

いただきます。

これまでお世話になった皆様方へのお礼を兼ねての報告とさせて

ＵＲＬは http://tanimoto.travel.coocan.jp/

で引き続き映像

整理の仕事を続

けています。

農家生まれの

（野山眞太郎）

私ですが昨年か

ら四十年ぶりの

野菜作りに挑戦

しております。

昨年は手始めに

トマト、キュウ

リ、ナスなど一

般的なものを作

りましたが、ま

あーまあー！の

出来と自己満足

しております。

（八田典郎）

（平田勇雄）

七十歳直前でやっと佛教大学大学院を終了しまし

知足の生活を送っています。

います。

言っても少しばかり期待を持って毎日畑を見廻って

いと言われているが失敗を恐れずやってみます。とは

作ってみようと専門書を読んでいます。プロでも難し

二年目の今年は最近人気が高まってきた「黄ニラ」を

これからも機会があれば追加していきたいとは思っていますが、

日々新しい老いを発見・・・それを結構楽しみなが
（黒崎美和）

アでガイドをつ

ひとまずここでホームページ制作中心の生活に一区切りを付けたい

（西岡昌麿）

わらず。訪れた外国は十六ーま

根をつめ

ら活きております。

（妻井令三）

で記念館では遺髪とデスマスクを目にしてまるで生きている人に

仲良し八人で長崎旅行を楽しみました。五月には丸之

の密度も濃く、エリアも広いというのが今の実感です。

定年後十年。認知症の人と家族の会岡山県

（黒川隆紀）

自分流のスケジュールで充実した日々を過ごして

だ行きたい国がいっぱい。若い

ると疲労

す。

今しばらくの間、

会えたような感激を味わいました。

内中学校の同窓会を予定するなど同窓会で忙しい

だまだ行けてない所もたくさん残っています。とにかく岡山は歴史

います。

（？）会員の皆さん、青春を保

の回復に

地元 放送 局の 無線

私 の地 元の 歴史 です

とめることにな

喜んでくれました。戸

の関係者として二月に一度の親睦大会実施に気を使

ＲＳＫ‐
ＯＢ 安田了三

毎日元気にや

日々を送っています。プライベートではシニアテニス

っています。

出来上がったのは吉備国５６ページ、備前国７０ページ、備中国
（谷本保夫）

ラリーセンター

元気に毎日を過ごしています。どうしても都合のつ
つにはミンク同好会への参加

体調不良で入退院を繰り返しています。つりもゴル

時間を要すること

ます。（高谷昇）

岡山県テレビ受信

が・・・うらめしく

館友の会に所属

者支援センターに

晴耕雨寝の毎日です。メタボ解消のためテニスと自

ヨーロッパ紀行

しています。今

勤務しようと思っ

転車乗りを続けています。月一回くらいのペースで夫

が特効薬ですぞ。 （妹尾信秀）

諾う日々です。

芭蕉の名句「さまざまの 事思い出す 桜かな」を

５７ページ、美作国４５ページの合わせて２２８ぺージでした。ま

かない用事があり残念ですが欠席します。
（桑田雅明）

（斉藤一博）

体調不良により失礼させていただきます

フも忘れてしまいそうです。

二月はじめからドイツのベルリンとオーストリアのウィーンに

年度は現地見学

思います。やはり元

行っておりました。ベルリンが二十一泊、ウィーンに三十泊です。

会や研修会に参

婦で旅行してい

このくらいの期間同じところを歩きまわっていると観光という

ています。 （戸田

民生委員と「青パ
ト」で地域ボランテ

作目標だった丸三年を迎えました。
（富岡謙二）

８年３月２０日でした。早いもので、今年の３月１９日で当初の制

そのうちホームページに旅行記を掲載しますので見てください。

数 の二 倍く らい 売れ
たようです。これから

谷本保夫（ＲＳＫＯＢ）

ありがとうございました。

（坂川弘祐）

仲間と毎月飲み会を。

よりその町の人々の生活を垣間見ることができて面白いもので

加して、古代出

啓司）

気でいたいもので

Ｊ ＮＮ 系列 の無 線仲
す。

雲の勉強をする

ィアに励んでいま

岡山県立博物

間 とは 毎週 定期 交信

ベルリンはまじめな勉強家が多くウィーンは観光都市にしては

ことになってい

一日一万二千

を楽しんでいます。昨

サービス精神に欠け笑顔の少ない人が多く、子供や若者が無作法

歩！！ （篠原加行）

年 十一 月に 七人 目の
孫が誕生し、こちらの

で行儀知らずの面が多く見られました。

ます。来年１月

す。

から始まる交流
展「古代出雲展」

今年はベルリンの壁が崩壊して二十年になるそうです。壁って何

（白石脩）

ではボランティ

て、ホームページ「ふるさと再発見の旅」を立ち上げたのが平成１

二月朝日高校三十一年卒の仲間と四回目の修学旅

ベートーベンの好きな私はウィーンでは彼の住居跡やお墓に詣

だったんだろうと今に残る壁の跡を訪ねまわりました。

相手も忙しいです。

昨年秋に「亀山の歴

パソコン研究会の皆様方をはじめ、たくさんの方々の教えを受け

ので、みなさん大変に

史」を出版できました。

ホームページの制作に一区切り

から再生岡山シルバー人材センターで会員のための

た。性もない理屈をこねることだけ覚えました。四月

まずます健康で幸せな日々を送っています。これから

少ガタが来ていますが、適当に医者通いもしながら、

も八年目に入りました。体調万全ではありません。多

も下手なゴルフを楽しみ、好きなお酒が出来るだけ長
く飲めて、たまに孫たちに会えることを楽しみに健康

（広坂武昌）

仕事探しを担当することになりました。貧乏性は治り

今年一月五日膀胱ガンの手術をし、その後化学療法
管理につとめていきたいと思っています。
（守安英士）

ません！

をして三月十三日に退院しました。新年度からゴルフ

（薬師寺巌）

元気でいます。岡大、川崎病院に通院しています。

脳外科・肝臓・眼科と病院通いとの縁は切れ

を始めるべく今インドアーで練習中です。身体作りを

（広瀬斡）

しなければいけません。

す。四月二十二、五月十三、二十、二十七日で

水曜日、後楽園島茶屋にてお茶を点てていま

（山崎文隆）

ませんが、関西方面の寺巡りは月一度のペース

板についた今日この頃です。

す。一服いかがですか？

で続けております。

仕事から解放されて早く

また古里の山「吉備の中山」

ボケ防止の為ボランティアで毎日笠岡まで通勤

も三年が過ぎ自由な生活が

が近くにありながら、知ら

しています。体力的には大変ですが楽しく世間

（山本稔）

ないことがあまりにも多く、

（横溝豊範）

ラーメン屋廃業間際だけ繁盛

六時半今朝も納豆捏ねている

体操の本を買い込み腰痛め

墓掃除田舎は遠くなりにけり

異常なしもう一杯の手酌する

イチロー・カンダ（ＲＳＫＯＢ）

「夫婦茶碗」

と向き合っています

新たな発見の毎日でもあり
（深田純生）

寺子屋（塾や公民館）、医者通い（二つも三つも）、

ます。

旅行（うまいもの探し）、ゴルフ（赤マーク）、音楽

（藤田正彦）

会・・・。「いまやらねば いつ出来る」の心境。過
密日程で過ごしております。
おかげさまで元気が取柄の身です。同窓会のボラン
ティア、公募展に出品している絵、たまにゴルフ、掃
除洗濯炊事、一切の家事、結構暇なしです（筆保博文）
アマチュア無線、ラジコンに精を出しています。
（松田憲司）
在職中から始めいまだに続けているものに「俳句」。
一向に上手くならないが、それなりに仲間ができ、月
一回の句会、結社誌への投稿、俳句を作るための吟行
を楽しんでいます。退職後に始めたのが「水彩画」月

（松田通男）

二回カルチャー教室の例会に通い、飽きもせず続けて
います。

正月明けから二月中旬まで風邪で寝たり起きたり。
間もなくインプラントが壊れて手術の為の検査で弁
膜症やら不整脈加えて脂肪肝やら肝のう胞が見つか

閑中時々忙あり？のゆったりのんびり田舎住まい

り治療中です。歳は争えませんね。ご同輩（間野孝彦）

スニーカーアイポッドの音ジャズ
ピアノ
名湯も人手不足で鍋ばかり
受精卵親に似てない素敵な子
売れ筋と言われるだけで財布あけ
山道でどちらが先に挨拶か
駄洒落言い受けが弱くて言い直す
老妻と季節に追われ鍬を持つ
夫婦茶碗いつの間にやら欠けている

寝返りも夢見騒がしまだ三時
英会話四月号だけ買ってみる
賞味期限一日過ぎて食べている
朝寝坊昼はまどろみ夜早寝

―会員動向ー

手(続き中を含む )
加入・貝原 博さん （ＲＳＫ ＯＢ）

大月一範さん （ＲＳＫ ＯＢ）

戸田啓司さん （ＲＳＫ ＯＢ）

横田真理子さん （ＲＳＫ ＯＢ）

退会・赤井靖祐さん （ＯＨＫ ＯＢ）

一宮一男さん （ＲＮＣ ＯＢ）

玉水啓介さん （ＯＨＫ ＯＢ）

昨年十一月二十三日他界されました。

森本功治さん （ＯＨＫ ＯＢ）

森崎八江さん （ＲＳＫ ＯＢ）

編集後記

今回は、操山、姫路と絶景写真が載りました。

皆様の幸せそうなお顔が並んでいます。秋には

四年に一度のミンクの大会が岡山にやってき

ます。日取りも決め、準備に入っていますが、

今から予定を空けておいてくださいませ。

暑かったり寒かったりと気温の変化が激し

（Ｓ）

い今年の春です。どうか皆様、お元気でお過ご

しください。

