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石見銀山
の開発に
貢献した
早島町出
身の安原
備中守の

名前後の参加者があり、それ
15

ケ 防 止 にも な る こと か ら毎 回

った。頭を使うことは老人のボ

解決しよう」と言うことに変わ

では「パソコンの疑問点を皆で

たパソコン勉強会だったが、今

に」こんな思いからスタートし

「誰もがメールをやれるよう

パソコン勉強会

―同好会便りー

歩こう会幹事 谷本保夫

をおかけしました。

方へ参加された方々にはご迷惑

ンペと二日続きになり、両

日 程 がゴ ルフ 同好 会のコ

幹事の目が行き届かず、

めくくりました。

光センターで一息入れてウォークを締

い草の資料館などを廻り、早島駅前の観

鶴崎神社、畳表などを積み出した港の跡、

津彦命と地元の氏神様をあわせて祀る

同で奉納した一対の大燈籠を始め、吉備

畳表の問屋が航海の安全を祈願して、共

午後からは、東京、大阪、地元早島の

昼食をとりました。

改造して公開している「いかしの舎」で

り、畳表などの問屋であった古い家屋を

供養塔、早島戸川家の陣屋跡、などを廻

ミンク岡山情報
歩こう会秋の例会

早島の街を散策
秋の例会は、１０月１日の土曜日に都窪郡早
島町を散策しました。
参加者は１９名、好天に恵まれ、爽やかなウ
ォークになりました。
早島の町は江戸時代に干拓が進み、干拓地に
栽培されたい草から作った畳表の全国的な産地
として大いに賑わいました。また江戸時代後期
には岡山城下か
ら金毘羅に至る
金毘羅往来の通
る町としても賑
わいました。そ
んな賑わいの面
影を求めて、午
前、午後、合わ
せて６キロあま
りを歩きました。
まず、宇喜多
秀家が築いた宇
喜多堤（干拓の
ために築いた潮
止め堤防）の起
点に建てられた
記念碑を囲んで
集合写真を撮っ
た後、午前中は

中国民放クラブ

おいしい柿を採り放題、無料

集まり疑問点を

ぞれ３～４名が

加できない方は１２時１５分頃までに当ホテル

食事会 当日 パソコン勉強会後勉強会に参

写真同好会からのお知らせ

パソコン勉強会事務局 田淵守記

（６０才以上 ￥１，２００）

に集合。岡山ロイヤルホテル バイキング料理

今、パソコン

話しあっている。

勉強会で取り組

んでいるのがパ

ソコン通信のＳ

◎．秋の撮影会： １１月１６日（水）総社市「井

ｋｙｐｅだ。ま

だＳｋｙｐｅを

山宝福寺」で実施します。
（小雨決行）

・集合場所：現地集合（井山宝福寺三重塔前）

使い慣れていな

・集合時間 ： １０時００分

いため解らない

事が多いので時

・撮影時間 ： 午前中（食事をしない方は

幹

： 無料（但し、交通費、食事

代は個人負担、
）

・参加費

若院で湯豆腐料理を。￥１，５００－）

・昼食タイム： １２時～１３時３０分（般

１２時で解散）

間と日にちを決

めて練習をして

いる。練習日は

毎月１０日、２

０日、３０日、

時間は夜９時か

・申込〆切日： １１月９日（水）

事（井垣）まで

ら～入退自由で

※．ＪＲ伯備線または吉備線を利用して総社駅

れる方はどの交通手段を選択されるか、また、

実施している。

ます。
（更なる詳細は、参加者に後日お知らせし

毎回４～８名の

個人対個人ではカメラでお互いの顔を見なが

ます。
）

まで、総社駅からはタクシーを利用。どうして

ら話ができる TV
電話機能もあるが、グループ交
信ではカメラが使えないのでどんな服装をして

◎．ホームページ作品展： １１月から「第３８

もマイカーで行きたい方は直接現地へ。参加さ

いても安心だ。写真や文章なども自由にやり取

ニア島アマチュア無線記（尾島一正さん）
」の話

・来年の秋に天満屋地下のアートスペースで

◎ホームページ作品展１０周年記念写真展

応募〆切日： 毎月の第４水曜日

食事をするかどうかを申し込みの際にお願いし

りが出来る、旅行記など写真を見せながらの説

回」がスタートします。

があり、質疑応答などホームページでは味わえ

祇園吉紘 若槻匡志

ビサイズも含む）で、一人２点

・応募作品 ： 半切サイズ（Ａ３、Ａ３ノ

進めています。

開催する予定。準備委員会で具体的な計画を

第２火曜日、１０時～ 津島運動公
パソコン勉強会幹事

園 カンコースタジアム １Ｆ会議室

毎月

ない特別の面白さがあった。

国感動体験！（高谷 昇さん）
」
「ニューカレド

先日は民クホームページの「ヨーロッパ３ヵ

明は面白味が倍増する。

参加者があり、さらにメンバーを増やして交流

＜日時＞ １１月８日（火） １０時～１２時
＜場所＞ 梶谷，桐野生き生き農園
＊ 例年通り須々木先生による『園芸なんでも相談会』もあり。
＊ 初めての人も歓迎。駐車場所が狭いので、なるべく
乗りあわせで参加を。
＊ 問い合わせは桐野または妹尾までどうぞ。
を深めたいと思う。

園芸同好会『柿狩り』へどうぞ

（半切、Ａ３、Ａ３ノビの３種類

Ａ２９」を推奨

て、フジカラー製品「アルミ額縁

・展示用額縁： 標準モデルとし

痛のために欠場と

ク岡山支部長は腰

もある久米田ミン

ゴルフの師匠で

句作に励みました。

まいました。次回の講座が待ち遠しい気持ちで

ってもいなかったので、すっかり舞上がってし

が、まさかはじめての句会で選句されるとは思

“選句されるかされないか”に一喜一憂するこ

なりました。

もなります。季節の移ろいが良く感じるように

俳句は奥深いものです。漢字や言葉の勉強に

月晴れ日課のウオーク応援す」と自信を持って

句すべてが選句されませんでした。その上、
「五

「 月
「児ら学ぶ原爆
9 なれど平和祈念の広島路」
ドーム秋の雲」
（松田さんの指摘で直しました）
。

き詠んだ句です（この日は雨模様でした）
。

先日、ミンクの理事会出席で広島へ行ったと

たが

詠んだ句が“五月晴れ”は梅雨の合間、晴れ間

となく、句作に励もうと思っています。

愛弟子の優勝にさ

をさすもので、春の良い天気をいうものではな

7

・その他
ぞかしお喜びのこ

講座の主宰の先生は伝統俳句協会の方ですから、

そうして臨んだ二回目の講座日。出句した

は、後日お知らせして行きます。
とと思います。次

いと指摘されました。

なり誠に残念でし

なお、一般の人にも気軽に観てもら
回は是非、師弟の

： 詳細な決定事項

える様に、写真展の愛称タイトル（例
ワンツーフィニッ

有り）

えば「ちょっと楽しい写真展」等）

本当に面白くなるのは、やはり

次回の講座に出句します。

この現代俳句は選句されないかもしれませんが、

を皆さんから募集しますので、良い
シュで２０１１年

俳句は難しいものです。主宰の先生も俳句が

愛称タイトルが浮かんだ方は、幹事

（ＯＨＫＯＢ 行本章允）

では・・・と言われました。

年
3 はかかるの

を締めくくってい

スカイプはインターネット接続のパソコン同士

までお知らせ下さい。

こうして講座通い ヶ
5 月。 月
8 はじめの講座
日。
「被災地の球児達にも夏来る」と「復興も願

民ク岡山・パソコン勉強会では本年５月よりテ

スカイプをやってみましょう

ただけたらと期待

ひて夏の甲子園」
（注 “願ひ”は“い”ではな

でテレビ電話が出来るシステムです。

１０月２５日（火）

最後になりましたが、新入会の友田、藤原、山

しています。

く、文語体で記するため）の２句が受講生から

：

に岡山県生涯学習センターのボランティア室で

田の３氏に置かれましては、ミンク岡山ゴルフ

◎．例会
開催

会の一層の盛り上げにご協力賜りますようよろ

夜９時から１１時の間で自由参加の練習会を開

ーマに取り上げ、毎月１０日、２０日、３０日

いています。現在まで１６名の方が参加されて

点
3 句となりまし

た。この喜びが覚めやらぬ 月
8 下旬の講座日。
「熱戦を終えて処暑の甲子園」と詠み出句。し

人
2 、主宰の先生から選句と

します。
（９時３０分～１１時３０分）

（野山 記）

かし選句は皆無でした。主宰の先生は「処暑を

り、ホームページを参加者が同時に開いて、旅

操作方法や写真を共有（リアルタイムに送って

行記などの説明もお願いしています。

摘です）
。

（これは俳句の大先輩、ミンクの松田さんの指

しょうか。尚、グループでの利用はカメラを使

の仲間にスカイプでお会いしてみてはいかがで

同時に見る）しながらフリートークを楽しんだ

月 22
日の処暑のときは文字通り暑さもやわら
いでいましたので、私はあの球児たちの熱い戦

スカイプ常連ともいえる、タイ在住の高屋さん

残暑にしたら選句したかも」と言われました。 8

いの舞台、甲子園も今は涼しく静かだという気

（ＲＳＫ－ＯＢ）をお呼びして近況や現地の状

―会員だよりー

しくお願い申し上げます。

◎．会員数 九月末現在四一名（内、女性三名）
※．各イベントには、会員以外の方もお気軽に
（幹事 井垣武彦）

ご参加下さい。お問い合わせ、ご意見、ご要望
等は幹事まで。

７６回ミンク岡山ゴルフコンペ

持ちで詠んだのですが、主宰の先生は「まだま

況を聞くことも時々やっています。懐かしい昔

俳句をはじめて
「震災のニュースしきりに春の午後」これは

だ暑い」と。俳句は読み手の意図と選句する側
句を講座日に提出する）した 句
7 のうちの 句
1
で、主宰の先生から「長閑な春の午後なのに、

ゃべることも可能です。費用もパソコン・イン

Ｈ２３年９月３０（金）

の取り方が違う場合があることも学びました
未曾有の東北大震災のニュースに痛む気持ちが

月
「アイアンを振りぬく先に赤蜻蛉」
「蟋
9 。
蟀や子守唄とし孫眠る」
「菅笠の二つ並びて秋遍

魅力です。スカイプの設定、操作についてはパ

日 時

月
4 、俳句講座受講初日に出句（創った俳

良く表されている」との講評とともに選句（選

ソコン勉強会にてサポートしていますので、気

今年

績

☆参加人数 ３４名

句は主宰の先生、受講生が気に入った俳句を選

路」の 句
3 が主宰の先生から選句。特に「アイ
アンを振りぬく先に赤蜻蛉」は

楽に参加してお問い合わせ下さい。

曇り時々雨

雨を覚悟していましたが、ほとんど雨具が不

主宰の先生曰く「これが野球のバットなら駄目

ＲＳＫ ＯＢ

岡山金陵カントリークラブ

要だっのが何よりでした。３人の欠場がありま

ぶもの）を頂いた私の文字通りの処女句です。

です。芝と木のあるゴルフ場だから赤蜻蛉に風

気

したが久しぶりに１０組のコンペが成立して幹

俳句は 17
文字で表すもっとも短い文学だと
いわれ、必ず季語を入れるのが規則です。

情があるのです」と講評を頂きました。

コース

事一同、参加の皆様に厚く御礼申し上げます。

予め俳句に関する本を読んだり、テレビの俳句

☆天

そんな中 遠来の紅一点、谷田京子さんが７ア

番組を視聴して私なりに勉強をしておりました

☆成

ンダーの好スコアで優勝された事はご同慶のい

若槻 匡志

ターネット環境があれば無料で出来るところが

いませんが、会話は双方向なので全員同時にし

たりです。

なことで注意していればそんなことは起こるは

店に突っ込んだ。いずれにしても私には無関係

た、スーパー・ショップで車止めを飛び越えて

ブレーキの踏み間違いで二階駐車場から転落し

者の事故が多いと報道されている。アクセルと

「交通事故」ＴＶや新聞のニュースでは高齢

家が相次いで出版した新刊が話題を呼んでいる

ん（５５＝米ニューヨーク州）の二人の女性作

ん（４９＝東京）と備前市出身の小手鞠るいさ

ている。岡山で少女時代を過ごした原田マハさ

日（日）付けの「山陽新聞 （｣朝刊）文化欄に、
「古里・岡山舞台に新刊」という見出しが踊っ

いまこの稿を書いている平成２３年１０月９

アッと思いブレーキを踏んだ。間に合わなかっ

ドルを握っていた。その時、右前方にトラック、

広い道に出る時は気を付けようと思いつつハン

のが見えた、やっと広い道に出ることが出来た、

い）前方に右や左へ多くの車が行き来している

というもの。

で、
「やっと機が熟して岡山が描けた」
（著者）

の岡山てんこ盛りの一冊 （｣著者）
、後者も「岡
山弁のぬくもりが心に染みる家族の絆の物語」

事によると、前者は題名通り岡山弁全開の「私

（中央公論社刊）で、どちらも岡山が舞台。記

社刊）
、いまひとつは小手鞠さんの「望月青物店」

一つは原田さんの「でーれーガールズ」
（祥伝

のだ。

ずがないと思っていた。

広い道が急に狭くなった（都市計画で家屋が

た右前部接触大破した。広い道の手前１０ｍ付

因みに原田マハさんの兄は、
「吾輩は苦手であ

立ち退かないのか市内にもこんな道が意外と多

近へもう１本別の道があったのだ、全く気がつ

る」
（新潮社刊）など、知る人ぞ知るベストセラ

はまってしまいました

ご無沙汰しております。毎日気合を掛けながら

かなかった、見えていなかった。道路には「止

を続けています。今年は孫の保育園迎え
を月～土で世話をしているため、夕方の
時間が束縛されていて泊り掛けで遠くの
山へ出かける事が出来ず、もっぱら日帰
りで大山山域のコースを月に一回のペー
スで楽しんでいます。
登山の魅力として、
健康維持と四季を通じての自然との出合
いが有りますが、山の自然も一期一会、
これからも体力が続く限り、写真を撮り
ながら山歩きを楽しみたいと思っていま
（ＲＳＫ―ＯＢ 井垣武彦）
す。

暮らしております。さて、後期高齢者保健証を

まれ」の道路標示もあり、左側はカーブミラー

最近社交ダンスにはまってしまいました。実

役）を固定してレッスンを始めたところ、自分

貰って一年がたちました。昔流でいえば「喜寿｝

しい先生について、またサポーターさん（相手

教室を変えたり・・・。ところがこの春から新

なかなか上手になれず、あきらめてやめたり、

は５年ほど前から少しずつ始めていたのですが、

でも「あれっ、少しは形になってきたのか

といわれめでたいことですが、よくぞ生きたり。

どうやらこの間にスポーツジムで体力をつけ

後期高齢者？

な？？」と思え始めました。

がついている右側の見通しはとても良い交叉点

順不同になるが、 妊｢娠カレンダー （｣１９９
０年）で芥川賞を受賞した小川洋子さん（４０

心臓血管六枝バイパス術をしてもう十年、二ヵ

＝芦屋市）は、いまや芥川賞選考委員。
「博士の

たことや、こんどの先生が自分に合ったことな

かったのか。年をとると二つの事を同時に考え

愛した数式」
（２００３年）はその年全国の本屋

ー作家の原田宗典（５２ 東=京）さん。岡山操山
高校、早大文卒の中堅作家。

られないと息子が言う。高齢になると一瞬頭が

さんがこぞって推奨する本屋大賞、読売文学賞

だ。なぜこんな所でトラックに衝突したのか分

間に他界、その見舞いや葬儀、法事と九州福岡

真っ白になることもあるらしい、事故前のこと

からない。前方の広い道のことしか考えていな

その先生のレッスンは週一回なのですが、そ

に足を運び、お迎の準備を感じています。本籍

がよく分からないのが恐ろしい。時と場所によ

月に一度川大付属病院に通いながら生息してい

のほかにあちこちで踊って、多い時は週に４～

熊本の墓地も共同納骨堂になり入るのには遠い

ます。周りでは弟、お袋、妻の義妹がこの三年

５日も踊りに行くようになってしまいました。

し行く先探しに心が動きます。我が家の宗派は

どがよかったのかなと？？

その中には、８０人も会員がいるサークルも

ダンスは大変に先が長く、いつまでたっても

に入って喜んでいます。

競技大会」に初参加。最下位級の６級戦で３位

先日は桃太郎アリーナでの「スポーツダンス

洛陽で、八月岡山で二十五年前ＯＨＫに研修に

我が身を振り返りながらの思いです。この四月

れ大谷派は東に属します。流転で岡山に住着き

願寺（秀吉支援）東本願寺（家康支援）に分か

浄土真宗大谷派。開祖は親鸞聖人ですが、西本

何時まで免許証を持つことが出来るのだろうか。

した老人を笑ってはいられない、明日は我が身、

から後期高齢者になってしまった。事故を起こ

ろだ」と言った。その通りである。私も高齢者

これが自転車や歩行者なら人身事故になるとこ

事故処理に来た警察官が「トラックで良かった、

っては大事故になる恐れがある。

重松 清さん（４８ 東=京）は津山市（旧久米
郡）生まれ。中学、高校は山口県で早大教育卒。

県立岡山朝日高校、早大文卒。

泉鏡花賞、谷崎潤一郎賞など受賞多数。彼女は

をダブル受賞。テレビドラマにもなった。他に

含まれていて、すっかり楽しんでいます。

上がある競技です。まだまだ駆け出しですけど、

一年間来ていた洛陽電視台の現副社長と会い、

の著者あさのあつこさん（５７＝美作市）は、

現在山陽新聞連載の「かんかん橋を渡ったら」

治文学賞など話題作品多数。

ろとなった。
「十字架」
（２０１０年）で吉川英

譲治文学賞を受賞して岡山県民に知られるとこ

「ビタミン 」
（
F ２０００年）で第１２４回直木
賞受賞。その前に「ナイフ」
（１９９年）で坪田
五年先に定年を迎えるがその時奥さんを連れて

（ RSK
出身・松田 通男）

活躍する岡山の文学者群

（ＲＳＫ―ＯＢ 田淵守）

いつのまにか「はまって」しまった自分に、大

交通事故

渡辺）

したいと心に張りを決めています。
（ＯＨＫＯＢ

岡山に来ると約束、それまでは生き観光案内を

変に驚いています。
（ＲＳＫ―ＯＢ 杉原尚示）

大山登山を楽しんでいます
動脈瘤の手術をして、
１２月で満５年に
なりますが、お陰様で元気に好きな登山

８年光文社刊）
、「夜叉桜（｣２００９年光文社刊）
など話題作を相次いで出版している。

の分野にも意欲を燃やし、
「弥勒の月」
（２００

沢周平に魅せられ、いまは平行して時代小説

は映画化され、一気に人気作家の仲間入り。藤

全６巻）で小学館児童文学賞受賞。「バッテリー」

学院大文卒。代表作「バッテリー」
（１９９７年・

生まれも育ちも旧美作町。県立林野高校、青山

実話「ぼやきゴルフ」

（平成２３年１０月１２日）

な資料を存分に保有・顕彰している。

なく、こうした偉大な先人の足跡を辿れる貴重

路文学館は現在活躍中の旬の作家は言うまでも

卒）など錚々たる顔ぶれだ。その意味で、吉備

之介、藤原審爾、棟田 博、石川達三（関西中

百閒、土師清二、坪田譲治、阿部知二、吉行淳

談笑も終わってみれば蚊帳の外

かり

ノーボギー上がってみればダボば

優勝のスピーチよぎり大たたき

イバー

そっと抜くショートホールのドラ

へぼゴルフ十四本を持て余す

赤マークシロに戻れぬアリ地獄

頻尿で十八回も滴を切る

足腰が弱ってきても口達者

チョロ

ヤーデージしつこく聞いて打てば

若いころこんなに飛んだ話する

菅田一郎（ＲＳＫ）

ちょっとエッチな作品も多い岩井志麻子（４
７ 和=気町）も目が離せない。県立和気閑谷高校
卒。在学中の１９８２年に第３回小説ジュニア
短編小説に佳作入選。少女小説作家を経て１９
９９年の短編「ぼっけい、きょうてい」が日本
ホラー大賞に。翌２０００年に同小説が第３回
山本周五郎賞に輝く。どちらも狙って取れる賞
ではない。
「岡山女」の他小説、エッセイなど著
文学者の部類には入らなくても、
「武士の家計

書多数。期待の星だ。
簿」で一躍有名になった幕末歴史学者磯田道史
（４１＝岡山市）を落とすわけには行かない。
「武士の家計簿」は、正式には『武士の家計簿
「加賀藩御算用者」の幕末維新』 ２[００３年刊
新潮新書 。]２０１０年、森田芳光監督、堺 雅
人・仲間由起恵主演の同名の映画が大ヒット。
磯田の名を一躍高めたのは記憶に新しい。磯田
は岡山市うまれ。県立大安寺高校、慶応義塾大
文学部史学科を経て同大大学院博士課程修了。
現在茨城大人文学部准教授。古本屋巡りで隠れ
た資料を探し出し、数々の研究書、著作をもの
にしている。
「武士の家計簿」も、古本屋で加賀
以上、たまたまここに挙げた人はその一部で

藩の古文書を見つけ出したのがきっかけという。
ある。まだまだ才人がメディアの目に触れない
で息づいている、と信じている。
以上現在活躍中の作家に絞って紹介したが、
実は先輩作家の存在も見逃せない。
順不同になるが、木山捷平、正宗白鳥、内田

プレー費を打数で割れば安上がり
ブービー賞またお願いと妻は言う
この歳でスイング直しバラバラに
一度だけ使ったギアは友の手に

百ならばエージシュートが出来る
かも
墓穴掘るそれでも懲りず穴が好き

―会員動向ー
退会
木村 茂さん （ＲＳＫ ＯＢ）
斉藤一博さん （ＲＳＫ ＯＢ）

共にこの半年の間に他界されました。

（岡山支部・百三十八名）
藤原隆昭 友田

