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掲 載１０周 年を
記 念して始 めた
写 真同好会 展も
４ 回目の開 催と
なった。

写真同好会代表幹事 佐藤 清

行こう会報告

柳川川柳学校報告

平成二十七年十月に誕生した「柳川川柳学校」は偶

数月の第一月曜日に開校されています。今年度第１回

決まったが、今回ばかりは抽選に３回はずれ、年度内

に行こう会」が三月二十八日（月）に開催されました。

今回で３回目となる「さぬき風土料理と餡雑煮を食べ

平成二十七年度「行こう会」最後のイベントとして、

も考えて行きます。そして各自投稿した川柳を肴に参

た。今後は「柳川川柳学校」から「騒の会」への参加

「騒の会」から鈴木正勝さんをゲストにお呼びしまし

関西民放クラブ川柳同好会との交流の第一歩として

さぬき風土料理と餡雑煮

の開催を諦めかけた矢先、会場のキャンセルがでた。

マリンライナーであるいはフェリーで高松に集ま

加者はワイワイガヤガヤと楽しみ、大いに盛り上がり

エール」で行われました。通算第４回目となる今回は、

「よし」ということで去年１２月に準備を開始。作品

った９名は、ＲＳＫそしてすぐ隣にあるＯＨＫの支社

目の授業が、四月四日（月）に北区弓之町の「茶房 リ

の募集期間は短かかったが初出品の２人を含め、前回

を過ぎ、立派なアーケード街を通って、十一時半に「ま

ました。

美味しい郷土料理の数々に舌鼓を打ちながら、昼間
から飲むビールや日本酒は格別の味がします。

気心の合う皆と過ごす時間はゆったりと流れて行
きました。

また、今年度も新しい企画を考えます。よろしくお
願いいたします。

報告～吉原

酒に捨て（太田富士雄）

第４回～老いるとも夜ごと愁いは

のどか（太田富士雄）

第３回～老いもよし耳遠くして世は

いふたり（井口三貴子）

第２回～生きてるを寝息うかがう老

第１回～該当作品なし

です。

参加者の投票による各回の最優秀作品は次の通り

いまい亭」に到着しました。

賑やかな展示会となった。

２１日からの開催が決まっている。

をよいことに、２８年度は早々と９月

ゆくもなることが書かれていた。これ

励みになります」と少々お尻がむずが

元気に頑張っていらっしゃる御様子、

点が練られているのかも。みなさんお

ベルですな～、現役時代の物を見る視

ノートには「ミンクの写真展はハイレ

花がさいた。会場に置いた、ひとこと

およそ関係のない旧友との想い出話に

いただき、自慢話や失敗談、写真とは

場にはのべ２７０人の方が足を運んで

もんじゃがー」と自己満足。期間中会

「このタイトル粋だねー、なかなかの

をみるとなぜか頬が緩むから不思議だ。

もあれ、会場のパネルに飾られた作品

というのが見られたら？とも思う。と

方を変えれば「これがあの人の作品！」

れは誰のだとわかるから不思議だ。見

回目ともなると写真をみるだけで、こ

は作者の心を写す鏡といわれるが、４

生活者だけに時間はある。しかし写真

海外まで千差万別、なにせ全員が年金

作品はといえば自宅近くの風景から

を上回る２２人が４０点を出品（前回１７人３２点）

過去３回は会場（エネルギアプラザ）がスムーズに

ミンク岡山情報
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中国民放クラブ

府を結ぶ西国街道の宿場町として栄えた備前市の西

有意義な時間が過ごせる事を願っています（ＲＳＫＯ

す。これからも皆さんと一緒に趣味を楽しみながら、

残念ながら、欠席です。裁判所で非行少年（少女）

Ｂ 井垣武彦）

に学習支援、付き添い人活動を続けています。少年達

午前９時２５分岡山駅発の赤穂線の電車で出発、沿

片上の町を散策しました

線の駅から次々と合流して、西片上の駅で２４名が勢

をとりまく環境の難しさを痛感しています。民放会の

より多くの方のご参加をお待ちしています。

次回は、六月六日（月）に開校いたします。

川柳を作らなくても「聴講生制度」が

夏清十郎の駆け落ち事件で悲恋の主人公となったお

ぞろい、奈良時代に創建された真光寺を振り出しにお

補佐

校長
辻川登貴子

菅田 一郎
昼食は桜が満開の茶臼山公園で、眼下の片上湾の美し

夏の墓などを巡りました

ＳＫＯＧ 井口三貴子）

川柳学校の宿題に苦労しています。でも、楽しい!!（Ｒ

たまに休肝日を設けながらお酒を楽しんでいます

た。先ずは安全性が極めて高くて運転しやすい新車の

傘寿になったのを機に、それに相応しい対応をしまし

（伊藤嘉之）

筋を散策し、本陣跡や足利尊氏が九州征伐の帰りに立

購入。高性能な補聴器、見易い老眼鏡、フィットネス

つもりが高齢の方が増えそちらに馴染み込んでおり

ます。むだ話は出来ますが、何をしても仕事は捗らず

毎日が飛ぶように過ぎます。人生が円形だったらそろ

そろ振り出しに戻って、せめて若々しくしていられま

りたい心境です。ヨロシク！（ＲＳＫＯＧ 綾野温巳）

すのに残念です。お元気な皆様にいっぱいお世話にな

お陰様で元気に忙しい毎日を過ごしています。七十

五才を過ぎると、これから先をどの様に生きるべきか

を考える様になりました。先ず健康で物事をプラス思

考で捉え、自分に出来る事をマイペースで進めて、決

して無理をしない様にと思っています。多くの人との

繋がりが広がって、気軽に話ができる人が増えてあり

がたく感じています。先日開催された民ク写真同好会

展では多くの人と再会でき、「その後体調はどうです

か」と声を掛けて下さる方もあり、写真を観に来てい

ただいた事に加えて色々なお気遣いに感謝していま

祈りします。（ＲＳＫＯＧ 石見邦慧）

あいにく当日は仕事が入っております。ご盛会をお

陽映画ＯＢ 岩崎功）

10 年間撮り溜めた映像記録をまとめております。（山

備前焼作家 森陶岳さんの「大窯プロジェクト」を

ご盛会をお祈りいたします（ＯＨＫＯＢ 入野和生）

（ＯＨＫＯＢ 井上義明）

みたいと思って、目下資料集めをしているところです

上がっている日々です。動ける間に少しでも旅をして

い膝を抱え、下手なゴルフをやり、時々居酒屋で盛り

いつも大変お世話になりありがとうございます。痛

要注意です。（ＲＳＫＯＢ 井上正博）

に良いと思っていますが、同じ本を借りることもあり

す。一方、図書館で４～５冊を 2 週間借用、頭の体操

新・・・etc。80 歳代を元気で楽しむための必需品で

シューズの買替、パスポートの更新、免許証の更

ち寄って祀ったと伝えられる宇佐八幡宮へも参拝し

歩こう会幹事 谷本保夫

お天気にも満開の桜にも恵まれ、片上の町の春を満喫
して帰ってきました

⒅会員便りー
支部総会出欠はがきから
（在職局名の「元」および内容の一部を省略させてい
ただきました）

よる年波で足腰がすっかり弱っています。出席する
と、かえってご迷惑となりますので、欠席させていた
だきます。昨年夏、女房が股関節の置換手術を受け、
目下リハビリ中にて、老々介護です。出かけることが
難儀になって来ました。近所を、女房の介添えで散歩
する程度です。（ＲＳＫＯＢ 赤木雄児）
信じられないが米寿を迎えてしまいました。思い切
って携帯をスマホにしました。頼りの先生は大学３年
のマゴ（授業料は高い？！）。メールした二廻り下の
メイに「新しいおもちゃが出来てよかったね」とひや

旅行、山歩きを楽しんでいます。（ＯＨＫＯＢ 安

かされました（ＲＳＫＯＢ 芦原俊郎）

部省三）

ば」と呼ばれてドキリとしてから早数年。若さを貰う

ました

午後は参勤交代の大名行列が行きかった昔の街道

い風景を眺めながら弁当を広げました

詳細は、吉原司郎用務員まで。

ございます。

ささやかな私のピアノ教室で幼い生徒さんに「ばぁ

用務員 吉原

平成２８年歩こう会春の例会

備前市の西片上を散策
４月 ８日（金）、２４名の参加で、昔、都と大宰

６日に検査を受けたところ「不安定狭心症」と診断さ

新年早々に胸が締め付けられるようになり、１月１

れ、１８日に冠動脈を拡げる手術を受けました。とん

お世話になります。私はあい変らずデイサービスに
行ったりショートステイに行ったりとぼちぼち過ご

物忘れが日々ひどくなり、どうなることかと心して

歩行やや不良につき欠席させて頂きます。よろしく

います（ＲＳＫＯＢ 亀山寿志）

きてくれませんな～～（ＲＳＫＯＢ 久米田眞志）

入会後初の総会ですので、皆様にご挨拶をしなけれ

ばなりませんが、どうしても外せない先約がありまし

いつもお世話になりありがとうございます。もうす

ｂｏｏｋに載せています。ご笑覧・ご批評をいただけ

片手にホーローし（文字通り）撮った拙作をＦａｃｅ

て、欠席させていただきます。近況ですが、コンデジ

ぐ７３歳、友の訃報を知るたびに、健康で居られる事

お伝えください（ＲＳＫＯＢ 亀山幸利）

療養中で、体調が今少しの状況ですので、残念なが

いものですね（ＲＮＣＯＢ 笠間範一）

だ新年の幕開けとなりましたが、健康には気をつけた

しています（ＲＳＫＯＢ 上野元始郎）
民クのゴルフ同好会の幹事を仰せつかりました。よ

皆様によろしくお伝え下さい。元気にしています。

ろしくお願いします（ＲＳＫＯＢ 魚森洋史）

現役を退いて５年近く、カメラ取材や編集に昔を思い

タッフとなり、ビデオカメラでの取材をしています。

今年１月末から、ｏｎｉビジョンのアドバイザース

ります。ありがとうございます（ＲＳＫＯＢ 小谷清）

ざいました。お陰様でぼつぼつ生活を取り戻しつつあ

類焼の際は皆様に大変お世話になり、ありがとうご

ん。（ＲＳＫＯＢ 小坂仁士）

嘱託も 4 年目になりますが、なかなか楽になりませ

れば幸いです。（ＲＳＫＯＢ 小板則生）

今日この頃です。

春風駘蕩（しゅんぷうたいとう）（ＲＳＫＯＢ 菅

川上弘道）

明日に思いを残さぬように」（ＲＳＫＯＢ

足腰立って動けるう

行きたいところへは行っておこ

食べたいもの

百まで生きてもいい

に感謝する毎日です。そして次の言葉を実践している

ように

ます。（ＲＳＫＯＢ 梶谷正夫）
昨年１２月１４日妻を亡くして以来、地域の皆様の

は食べておこ

ら欠席させて頂きます。ご盛会をお祈りいたしており

温かい支えもあって、心身のバランスを徐々に回復し

御盛会をー。（ＲＳＫＯＢ 大倉徹彦）

（ＲＳＫＯＢ 榎本一二）

平成２７年３月末に山陽放送（ＲＳＫ）を退職致し

つつあります。しかしそれだけに「人を殺し殺される」

通の平穏な生活を送り、同時に「平和力」も身につけ

「明日死んでもいいように

ました。昨年６月に父が逝った後も、８９歳の母の世

ちに

会いたい友には会っておこ

てきました。「何としても安保法制＝戦争法を廃止す

今日精一杯いきていこ

話をする為、岡山の自宅と美作市の実家とを往復する

ばかりです。戦後７０年間、我々は憲法９条の下、普

日本には絶対にしてはならないという思いは強まる

ふだんはテレビを見ながら家業のタバコ店をしてい

私は申年八十四歳、今年は七回目の当たり年です。

日々が続いております（ＲＳＫＯＢ 太田雅仁）

ます。自身は体力気力共におとろえを感じています。

聞読者写真コンテストに去年１月から応募を続け、１

出しながら再挑戦しています。趣味の写真は、山陽新

いつもお世話ご苦労様です。小生体調維持の為、医

０月に佳作、初めて掲載されました。
（ＯＨＫＯＢ 佐

田一郎）

者通いを月２～３回続けており「年金は病院へ」とよ

藤晃一）

そんな心境の今日この頃です。地域の仲間、全国の

く言われますことを実感しております。小さな菜園を、

るために、微力ながら残された我が人生を尽くす・・・」

人々と共に頑張りたいと思います。最後になりました

無理のないよう出来るだけ簡単な野菜を作っており

自心は、よく見よく聞きよく話すサルになるように心

が総会の成功、心よりお祈りしております（ＲＳＫＯ

がけていますが、最近物忘れがひどくなり、メガネや
メモの置き場所を忘れるなど困っています（ＲＳＫＯ

Ｂ 加藤紀臣）

此の度初めて、主人共々参加させていただきますが、

延命治療、長期入院と言い換えてもよい生活ですが、

ます。（ＲＳＫＯＢ 木口重雄）

自分なりに自由な生活が出来ており、良しと感じてお

数え年で八十歳に 先行き不透明です。（ＲＳＫＯ

ります。（ＲＳＫＯＢ 絹田雄一郎）

初めての総会で皆様とお会いできるのを楽しみに

Ｂ 木村英一郎）

していましたが、調整できない予定がありまして、残

念ですが出席できません。申し訳ありません。（ＯＨ
ＫＯＢ 木村良徳）

今回でミンクの理事を退任し、今後は社交ダンス競

通いの多い毎日です。（ＲＳＫＯＢ 白石脩）

孫と一緒の６人家族で元気にやっていますが、病院

Ｂ 大野明）

大森眞理子）

どうぞよろしくお願い申し上げ ます（ＯＨＫＯＢ

新入会員の大森です。今後ともよろしくお願いいた

傘寿を迎え体力の低下を感じながら、地域の役職を

します（ＯＨＫＯＢ 大森義則）

同窓会の準備があり、残念ながら出席できません。

何とかやっております（ＲＳＫＯＢ 岡田克己）

那岐山のふもとで畑仕事などしながらほそぼそと

次回よろしく!!（ＲＳＫＯＢ 尾島一正）

暮らしております。時間が取れるときは健康保持のた

て？・・・（ＲＳＫＯＢ 杉原尚示）

技会に専念させていただきます。とか言ったりし

が過ぎました。体調のこともあったのですが、団体の

民放クラブの支部長を退任させていただいて一年
月～金フルタイムで勤務につき、平日の日中の行事

め温水プールへ行って歩いています。老人会のお世話
も７年目に入りました。久々に皆様にお会いしたいの

この７月で満８４歳ー３０，２４０日生きてきたこ

大変、お世話になっています。遺族会など奉仕の

とになります。ひと時も休むことなく動き続けてくれ

日々を送っています。（ＲＳＫＯＢ 須々木壽志）

ゴルフも欠席続きですが、今年は何とか暇を作りリハ

世話の仕事が多忙と同時に神経を使うことなので、各

ビリに励み参加したいと思っています。この歳になる

種の民放クラブ行事に出席できず残念です。大好きな
工具を使いいろいろの物を作ったり壊したり修理

しくお伝えください。（ＲＳＫＯＢ 亀池弘二）

したりの毎日です『一週間金土日で早送り』（ＲＳＫ

た心臓よありがとう。そしてこれからもどうぞよろし

には参加が困難です。申し訳ありませんが皆様によろ

スカパー！中継のファジアーノ岡山ホーム戦を手

と、目標は自分で求め決めて行かねば中々むこうから

会を祈念いたします（ＲＳＫＯＢ 織田照男）

伝っています。放送大学で認定心理士の資格を取得し

ＯＢ 亀田敦夫）

ですが、当日総会と重なるため出席できません。ご盛

ました。（ＲＳＫＯＢ 影山正興）

く。出来る事なら今一度「ミンク岡山ゴルフコンペ」

田啓司）

すので、よろしくお願い致します。（ＯＨＫＯＢ 沼

す。テーマは「コミュニケーション～話すとは」につ

康子）

いてです。ぜひご依頼下さいませ（ＯＨＫＯＧ 福島

ミンクゴルフ会の幹事を５月以後、魚森、有吉、影

本俊晴）

歳相応にからだの方々に不具合がありますが、毎日

小学生の登下校の見守りや独居老人宅の訪問等地

山の３氏に交代いたします（ＲＳＫＯＢ 野山眞太郎）

当日、所用の為、出席できません。ご盛会を祈念し

を無事に過ごしております（ＲＳＫＯＢ 藤田正彦）

域のボランティアを忙しくしています。民生委員も３

町内会を卒業して 3 年、今は老人クラブの代表をし

残念ですが 欠席いたします。（RSKOB 曽根英二）

ています。自分ではまだまだ若いと思っていましたが、

で優勝をと夢見ています（ＲＳＫＯＢ 妹尾信秀）

昨年から医者との縁が切れず、脳ドッグ、腹部エコ

於 国立新美術館＞に出品中。岡山県内作家の作品は、

今年の光風会展＜４月１３日(水) ～ ２５(月)

るか解りませんが健康次第で当分続きそうです？（山

期目となりました（ＲＳＫＯＢ 富岡謙二）

ー検査、上部内視鏡検査、下部内視鏡検査、頸部、膝

なゴルフ、畑仕事で 1 日が終わります。何時までやれ

レッキとした老人になりました。ボランティアと下手

色々未参加で失礼しておりますが、引き続きよろし

オーストラリア８日間の旅行中のため、残念ながら
と手首のＣＴ検査など体調不良の原因検査をした結

化現象との結論に達した。今後は、生活習慣の改善に

５月１０日(火) ～ １５日(日) 天神山文化プラザ

くお願いいたします（ＯＨＫＯＢ 高森敏夫）

果、十年前からの高血圧と各関節症があるものの、老

ております。（ＲＳＫＯＢ 藤原隆昭）

ス週３回楽しんでいます。民放クラブの歩く会、パソ

欠席します。日頃は総社市交通指導員、仲間とのテニ

コンの勉強会、川柳学校、写真部に参加し、しゃべく

で展示します。ご来観をお待ちします。（ＲＳＫＯＢ

筆保博文）

陽映画ＯＢ 八田典郎）

今は HP やメールで皆様方の楽しいご様子を拝見させ

名前だけの会員から、なかなか抜け出せないでいます。

ていただいております。益々のご盛会を心よりお祈り

つとめて、運動不足をなくして、高血圧、便秘、頻尿、

うだ。手首の関節症は改良の気配なく、ゴルフの復活

蕁麻疹、アレルギー性鼻炎などの治療の通院は続きそ

厳しい寒さの為毎日のウォーキングもままならず

は当面望めない。（ＲＳＫＯＢ 冨山捷彦）

りを楽しんでいます。（ＲＳＫＯＢ 高谷昇）

運動不足気味なので、１月下旬から近所のスポーツク

変わりのない日々を送っています。趣味にもう少し

ラブの会員になりました。週に２～３回行ってジムで

力を入れたいと考えています（ＲＳＫＯＢ 星島晋一

当日、深柢小学校の時の仲間と傘寿の打ち合わせが

おります。大学も少子化の影響を受け、大変厳しい時

郎）

あるので欠席します。相も変わらず、テニス三昧の生

代を迎えています。地方創生は、大学創生とも云え、

最近は、倉敷で生活しているような毎日を過ごして

軽い運動をしたり、プールで歩いたり泳いだりしてい

活。酒の方もほどほど楽しんでいます。盛会を祈念し

も・・・・ですか。（ＲＳＫＯＢ 松田憲司）

何事にも時間が掛かるようになりました。これ

いたします。（ＲＳＫＯＢ 花房義則）

ます。桜の開花と共に気温も２０度前後まで上昇、よ

ます。（ＲＳＫＯＢ 豊田新一）

組んでいます（ＲＳＫＯＢ 平田稔）

現在も好きで選んだブックデザインの仕事に取り

日々です。（ＲＳＫＯＢ 平田勇雄）

母（９３歳）の介護と自分の体の修理に追われる

ています。感謝！（RSKOB 濱家輝雄）

個性化をどう具体化して行くのか？課題を与えられ

ＫＯＢ 高屋盈）

中尾俊直）

もうしばらくラジオの仕事やります。（ＲＳＫＯＢ

うやく活動も活発になってきた今日この頃です（ＲＳ

都合により参加できませんが、ご盛会をお祈りいた

いつの間にか７７歳になってしまいました。動きも

します（ＲＳＫＯＢ 竹内秀男）

思っています（ＲＳＫＯＢ 谷本保夫）

にぶくなり、歩こう会の幹事もそろそろ卒業かなあと

昨秋胆肝癌ノ疑いで入院手術、１月中旬退院し結果

スクールの水彩画教室に通い、毎月１枚の水彩画を描

月２回（第２・４火曜日）は山陽新聞のカルチャー

いています。６月には県天神山文化プラザで、受講生

未だに仕事を三つも持って忙しくしています。動く

ことが健康の基となっているのでしょう！申し訳あ

全員（１人１点）の作品展示会があります。教室で描

は癌は見つかりませんでした。絶食、絶飲が２か月に
及んだ為、体力筋力の衰えは高齢も加えて予想以上の

りませんが、所用あり。欠席させていただきます。
（Ｒ

しており、毎年のことながらこれには力が入ります

く作品とは別に、風景画のスケッチ作品を出すことに

ＳＫＯＢ 広坂武昌）

せていただきます。（ＲＳＫＯＢ 広瀬斡）

４月１８日、１９日 東京に行きますので、欠席さ

ものでした。現在体力筋力の回復の為リハビリに精出

ＸＰ、７、８．１、１０、Ｃｌｕｄ・・ついにギブ

飛ばないゴルフを今も続けています。先日年寄りク

（ＲＳＫＯＢ 松田通男）

ラブを新調しました。神社の大役を指名されました。

気温の大幅な変化に対応できなくなって来た昨今、

んできた釣り竿からシャッターボタンに切り替えて

体調管理には気をつけています。最近では、長年楽し

念じています（ＲＳＫＯＢ 水川勝彦）

無難にこなして”お宮”の伝統を後の世に伝えたいと

八十路の坂道を歩くのが年々厳しくなり、寄り道を

致しております。（ＲＳＫＯＢ 向井博史）

所用で残念ながら出席できません。ご盛会をお祈り

吉備路を始めとした旧跡が多く点在し、県内を主体と

した内外の風景等新しい発見を求めて出かけていま

楽しんでいます。幸いにも地域的に恵まれ、周辺には

す（ＲＳＫＯＢ 深田純生）

昨年８月から、昭和住宅の岡山支店で仕事を始めま

しんでいます。（ＲＳＫＯＢ 長尾幸次郎）

仕事に、旅行に、ゴルフに、家庭菜園に、元気に楽

Ｂ 中西厚）

アップのこの頃です。皆さんお元気ですか（ＯＨＫＯ

しております。日課としていたゴルフ、テニスが再開

水素パワーでがんばっています（ＯＨＫＯＧ 辻川

できる日を楽しみに（ＲＳＫＯＢ 対梨久嗣）

登貴子）
所用日程入りの為失礼いたします。盛会を祈念して
います（ＲＳＫＯＢ 妻井令三）
孫達（３歳、５歳）が、帰省時、室内で楽しく遊べ

した。住宅関係の御用命があれば、よろしくお願い致

るようＳＬから新幹線車両まで走行できる「鉄道ジオ

します。（ＲＳＫＯＢ 南部年克）

最近はいろんなところへミニ講和に出向いていま

ラマ」を製作中です。総会は所用あり、欠席します。

当日は都合がつかず、今回は欠席させていただきま

（ＲＳＫＯＢ 唐下日出勝）
釣り、写真、農業を楽しんでいます（ＲＳＫＯＢ 戸

励ましの声で気力を取り戻しています。その孫も今春
震（ない）五年子らの笑顔に水温む」章允。しかし原

俳句をはじめたのは丁度５年前の３月１１日。「地

（ＲＳＫＯＢ 山田伸二）

から国土交通の職員に。次の孫も東大工学部の四年生
発事故と重なった福島県は、今なお１０万人近くが避

しては入院を繰り返していますが、その都度孫からの

になりましたが、昨秋岡山武道館で行われた”全国カ

当時の M 新聞筑豊支局長からお目玉を食った事を思い

出します。先人の足跡を偲びながらの社寺詣で楽しい
ものです。（ＯＨＫＯＢ 渡辺昭朗）

⒅会員動向ー

池田 光司さん （ＲＳＫ ＯＢ）

井戸 恒雄さん （ＲＳＫ ＯＢ）

入会・ 安部 省三さん （ＯＨＫ ＯＢ）

太田 雅仁さん （ＲＳＫ ＯＢ）

れません（ＯＨＫＯＢ 行本章允）
昨年秋から市民劇場に誘われほぼ二か月に一度観

難しているとか・・一日も早い復興を願わずにはいら

劇しています。又同じく１０月より川柳会にも参加さ

大森 義則さん （ＲＳＫ ＯＢ）

ソン大会”で４２キロのコースを３時間で完走するな

せて頂き、認知症予防にもつながるかと無い頭を絞り

大森 眞理子さん （ＯＨＫ ＯＢ）

ルタ大会”で優勝したかと思うと、先般の”東京マラ

ながら句作に励んでいます。スポーツジムを始めて１

ど、我が家に爽やかな春風を送り込んでくれています

のんびり、ゆっくりの田舎生活も 15 年が過ぎ、今

年半程ですが、汗をかいた後のご飯は誠に美味しく体

木村 良徳さん （ＯＨＫ ＯＢ）

（ＲＳＫＯＢ 森保孝）

年の秋は、いよいよ後期高齢者となります。今は、年

小板 則生さん （ＲＳＫ ＯＢ）

ず挨拶、雨戸を開けながら明けの明星に無事を祈り、

なる等の不具合の原因になります。

開かないこと。不用意に開くと、パソコンが遅く

削除するよう心掛けてください。

※ 印刷した名簿の廃棄はプライバシーが漏れない
ように確実に処分をお願いします。

で質問してください。

（若槻匡志

※ 不明な点はパソコン勉強会（毎月第２火曜日）等

インタネット・メール担当

高屋

盈さん （ＲＳＫ ＯＢ）

亀池弘二さん （ＲＳＫ ＯＢ）

相応に、あちこちに加齢による不具合も増えてきまし

ころです（ＲＳＫＯＧ 横田真理子）

重が落ちるどころか益々ふくよかになり頭の痛いと

[パソコンメールの注意事項]

たが、これ以上大事に至らぬよう、健康・ボケ防止に

※ メーリング・リストの返信は差出人を含めて

と暴飲暴食を避け、ウオーキング(4K、1 時間目途)野

行こう会、ＰＣ勉強会の幹事、柳川川柳学校の用務

全員に届きます。

員として楽しくやっています（ＯＨＫＯＢ 吉原司郎）

内容を確認の上、全員に届く必要のない場合は

菜作りのまねごとなどしながら䢧時に、親しいメンバ

日も、ウオーキング途中、吹き始めの白木蓮の大木を、

ーとゴルフを楽しみ、ゆったりと暮らしています。今

また、すでに伸びきったつくしを見つけました。もう

返信する個人のアドレスを指定して送ること。

一日が始まる。家内に曳かれて、時々夫婦で京都奈良

※ 今までに受信したことが無い、不審なメールは

すぐ、ワラビ・タケノコも生えるでしょう。故郷の素
晴らしさを感じながら過ごしています。今回は、私事
で参加できず、申し訳ありません。盛会を祈ります。

相も変わらず病気談義で失礼します。数年前から患

（ＲＳＫＯＢ 守安英士）

っている脊柱管狭窄症で一回の歩行距離が３００メ

ます。３月１０日、背中の激痛で圧迫骨折と診断され、

ートル程度と外出もままならず今回も総会は欠席し

パソコン、写真、川柳など色々なことに手を出して、
脳の活性化に努めていますが、効き目があるのやら？

自宅で唸っています。俗に知らない間骨折ともいわれ、
特に原因となる行為は何もありません。Ｘ線で見ると

痛みに耐えるのみです。高齢になると「よう元気かい」

の社寺詣でを楽しんでます。古寺巡礼で思い出すのは、

朝、目を覚ますと、家内に「今日もよろしく」とま

（ＲＳＫＯＢ 若槻匡志）

などと不用意に背中や肩をたたかれたりすると発症

み止めを服用する程度で他に妙薬もなく、日にち薬で

背骨の中央部あたりの骨が見事に変形しています。痛

するそうです。注意しましよう。（ＲＳＫＯＢ 安田

の手助けをしたこと。前夜、撮りたい被写体を打ち合

57 年前、土門拳さんの「筑豊のこどもたち」写真撮影

昨夏、右手首骨折の際に固定した金属を取り除くた

き、煙草を吸うとき以外はファインダーから目を離さ

わせ、次の朝、ジープに乗せて案内、日没まで昼飯抜

了三）

め、４月に再手術を行います。（ＲＳＫＯＢ 山崎文

なかった土門さんの姿。こんなことが 1 週間は続き、

隆）
元気でやっております。盛会をお祈りしています。

