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足守川にたど

藩主戸川家の菩提寺であった不変院などをまわって

伝えたとされる撫川うちわの製造技術再興の地、庭瀬

みより

峠から清音村の三因地区に着く。そこから伯備線の

賑わったそうで、乳の形の絵馬を奉納すれば、乳の出

かつては「垂乳根の桜」という大枝垂桜があり大いに

清音駅を目指して乳神社で有名な軽部神社に向かう。

ない人は乳が出るようになると崇められ、拝殿の壁を

強い風が吹き荒れ、雨にも見舞われた昨日とはうっ

全員元気に庭瀬駅に帰ってきました。

り着いたところ
で午前中の散策

持ちよく春の例会を終えることが出来ました

て変わってこの日は絶好のウオーク日和に恵まれ、気

を終わり、昼食場
所のＲＳＫバラ

埋め尽くしている。尚、児島虎次郎画伯の「垂乳根の

るという。

元年 一三三六年）で消失した。その後再興さ

末期は福山千坊として栄えたが福山合戦（延元

ーム頁の掲載案内慶弔連絡など即時にメールの一斉

ています。各同好会のスケジュール案内、民ク岡山ホ

ーブに変更して利用中で、現在１２１名が登録加入し

民ク岡山メーリング・リストは昨年３月よりＭＬサ

英一郎

桜」の屏風と油絵は現在も大原美術館に収蔵されてい

いにしえの戦の霞む城址かな

―同好会便りー

れた安養寺には大毘沙門天像が立っている。か

連絡が出来る点が特徴です。

メーリング・
リストの件

椿をはじめ 四季の花を見ることができ多くの

境内の一角には角南旦山師の「説法の毘沙門

かに連絡をお願いします。又登録連絡しているにもか

と共に、アドレスの変更・登録が発生した場合は速や

メールは毎日１回は開くことを心がけていただく

天の燭涼し」の句碑が、又、倉敷探鳥会発祥の

ますので、氏名とアドレスをご連絡ください。

かわらず、案内等を受け取ったことの無い方は確認し

インターネット・メール 幹事

若槻匡志（ＲＳＫＯＢ）

戸内海を北は旧山陽道に沿う国分寺や高梁川を見渡

に代わって新年度より４人で手分けして担当します。

写真同好会結成以来幹事を務められた井垣武彦さん

◎幹事の交代について

写真同好会からのお知らせ

い西側の一二三四段の急勾配の階段を下りると浅原

すことができるすばらしい景観の古戦場である。新し

標高三〇二メートルの山頂は、南に倉敷市街地や瀬

まったと案内板に書いている。

擁立し後醍醐天皇は吉野に移って、南北朝の対立が始

田義貞勢が戦った合戦で、勝利した尊氏は光明天皇を

いて九州に下がった足利尊氏勢とそれを迎え撃つ新

前の戦で、後醍醐天皇の建武の中興に不満を抱

らない。福山合戦は湊川決戦（神戸）の一週間

の看板が見えてくる。山頂まで小一時間もかか

ると桃畑に出る。そのまま真直ぐに進むと案内

さて裏山の経塚群跡から檜林の暗い森を抜け

地の碑が立っている。

人々が訪れている。

つては牡丹の寺として有名であったが、今では

倉敷市街地の北にある安養寺は、平安時代の

人気のある福山城址に登った。

安養寺から倉敷近郊のハイキングコースとして

春の陽気に誘われて度々訪ねる倉敷市浅原の

ＲＳＫＯＢ 木村 英一郎

福山城址へ登る

倉敷市浅原の安養寺から

園に 向いました。

跡と二つの城跡や庭瀬藩士が内職として

初代庭瀬藩主戸川達安が築いた庭瀬城の

撫川城の跡、関ヶ原の合戦の後、誕生した

家親が備前の宇喜多直家に備えて築いた

遺跡を巡りました。戦国時代に備中の三村

ってバラ園を出発、午後は城を中心とした

弁当を食べた後、名残の桜をバックに記念写真を撮

装いを新たにしたレストラン「グリーンルーム」でお

ミンク岡山情報
平成二十五年度 歩こう会春の例会

陣屋町「庭瀬」を歩く
今年度の歩こう会春の例会は四月八日の月曜日に
二十八名が参加して、庭瀬の町を歩きました。九時半
にＪＲ庭瀬駅前広場に集合、午前中は江戸時代に庭瀬
のメイン通りであった庭瀬往来を歩きました。
庭瀬往来は吉備津と金毘羅を結ぶ金毘羅往来とも
重なっていたため、道中には金毘羅さんや吉備津さん
へ向う参拝客のための、いくつもの道標や常夜燈が残
っていました。道標には、於可山・岡山、足毛り・足
守、玉嶋・玉島など当時の地名表示を知る文字が読み

庭瀬往来には、なまこ壁や格子戸の商家や大きな寺

取れました。

院が幾つもが残っており、江戸時代に栄えた当時の面
影を偲ぶことが出来ました。丁度４月８日はお釈迦様
の誕生日で、信城寺で開かれていたは花まつりに行き
合わせ、一同揃って甘茶の接待を受けるという思わぬ
ラッキーに恵まれました。
足守川に架かっていた昔の撫川大橋が庭瀬往来の
終点で、終点近くの公会堂の敷地内に昔の撫川大橋の
親柱や橋の袂に立っていた常夜燈がまとめて移設さ
れていました。

中国民放クラブ

秋 の岡 山 大 会
（皆さん、今から予定しておいてください。
）

十一月七、八日（木、金）
七日・総会、八日・ゴルフ・観光

中国民放クラブ

・伊藤嘉之（会計兼例会担当）
・戸田啓司（ホームページ作品展兼例会

担当）
インターネットの普及によって世界の情報から個人

何処でも自由にパソコンが使えるようになったのだ。

昨日は過ぎて七十六歳

芭蕉がフグを食べて無事朝を迎えて作った句のパ

(

)
クリです。

タイトルの日にちは私の七十六歳の誕生日でした。

ようになった。
これを生活にどう活用したらよいのか、ホームペー

九年前、前立腺がんの全摘手術を受けて自宅に帰った

情報までパソコンで簡単に送受信することが出来る

ジ、ブログ、メール、フェースブック、トィッターな

時、突然、自分の寿命が七十五歳という神の啓示のよ

・佐藤晃一 撮影会担当

ど、夏の参院選ではインターネットを解禁しようと言

命のリミットです。

うなものがありました。さすれば今年の二月十一日が

◎．ギャラリー写真展の開催

う二ユースが流れている。そんなもの必要ないと言っ

去年に引き続き「第２回ギャラリー写真展」を左記要
領で開催します

てもいられない時代となったようだ。何が生き残るの
３ノビ
多いパソコンである。

世とおさらばに違いないと思って床に就きました。

十一日の深夜までに心臓発作か脳血管障害でこの

・日程：１０月７日（月）～１０月１３日（日）

３・

込まれないように「サイバーストーカー」などに付き

作家で医師免許を持つ山田風太郎は、平成九 一九九

様をまとめた珍しい本【人間臨終図巻】を上梓した、

忍法帖】や、古今東西の著名な九百二十三人の臨終の

若いころ体の芯を硬直させて読みふけった【くノ一

翌十二日の目覚めの心境はまさに松尾芭蕉でした。

まとわれないようにＳＮＳに関するソフトをもっと

パソコン勉強会でこれらネット社会の勉強をした

３０分）

詳しく知りたいと思う。

をメイン会場に実施します。（小雨決行）

七 年四月【あと千回の晩飯】を出版しました。彼は

)

日時 毎月 第１火曜日 午前１０時～１２時

クラブでしたが気持ちだけは大学生に戻り大いに気

炎を上げました。同窓会には一度も出席していません

が情報では同級生も彼岸に行った人たちが多くなっ

たとのことです。

良寛の歌

手を折りて昔の友を数うれば

なき人多くなりにけるかな

という老年の歌は身につまされる心境でもあります。

ただきました）

（在職局名の「元」および内容の一部を省略させてい

支部総会出欠はがきから

思わず第二の人生と考えて自由奔放に（既に実行中で

―会員便りー
すが）生きて行きたいものです。

予測が長命の方に狂った以上これからはオマケと

れるもののようです。

人の寿命はどうやら自分の予想や見込を大きく外

飯を食べました。

肺炎で亡くなるまで千回どころか千五百回以上も晩

平成十三 二〇〇一年七月にパーキンソン病からくる

(

カンコースタジアム 第７会議室

（スタジアムの都合により変更することあり）
場所

田淵 守

食事会 パソコン勉強会の終了後懇談
パソコン勉強会事務局

んなことを考えればパソコンの勉強もボケ防止の一

蛇足、物忘れが多い、ボケ老人になりたくない。そ

(

周辺には高梁基督教会堂、紺屋川、武家屋敷と撮影ポ
イントは豊富です。
集合場所等の詳細は参加者に後日お知らせします。

５月１９日（日）までに担当幹事（佐藤晃

・参加費 無料（但し、交通費、食事代は個人負担）
・申込
一）へ。

つの方法かもしれない。

山田風太郎の言葉［デブになろうが成人病になろう

送日しております。（ＲＳＫ 青木豊）

私こと米寿を迎えましたが、お蔭様で何とか元気で

タートします。

合は当分の間、前幹事（井垣）まで。

を実践しようと思います。

先輩、同僚、後輩までも次々と亡くなって淋しいこ

とです。（ＲＳＫ 赤木雄児）

この七月十四日（パリ祭）に八十四歳。いよいよ未

良さとフットワークの悪さを痛感しております。（Ｒ

ドウ作りは悩んだ末に最後の挑戦を決断！物忘れの

知の世界に突入を実感中。されど、車の免許更新とブ

就職して数年で親友を肝臓がんで失って以来五十

ＳＫ 芦原俊郎）

めで翌年四月に写真同好会を立ち上げ、十三年間幹事

一九九九年に民クへ入会し、当時の長岡支部長の薦

大津市に発起人として全員集合をかけたすぐ後の招

それぞれがそれなりに年を重ねもうすっかり老人

待状でした。

年、残った親友が集まって供養したいと思い滋賀県の

しました。

てくれましたが生憎先約がありやむを得ず欠席いた

した。当日夜卒業生を招いて会社がパーティーを開い

四月一日私の出身会社ＲＳＫが六十周年を迎えま

が好きなものを頂いて死んじまったほうがよい！！］

毎月の第４水曜日

ＲＳＫＯＢ 安田 了三

・応募〆切日

※．各イベントには、会員以外の方もお気軽に参加で
きます。お問い合わせは、各幹事まで。

パソコン勉強会から
パソコンの進歩はすざましい、形も扱い方も変わっ
た。スマートホンやタブレットが普及し、キイボード
だけでなく画面を見ながら指先ですいすいと映像を
動かして入力できるようになった、自宅でも出先でも

あら何ともなや

◎．会員数 ４月１日現在４３名（内、女性３名）

平成二十五年二月十二日

・応募先は担当幹事（戸田啓司）へ。なお、郵送の場

◎．ホームページ作品展 ５月から「第４４回」がス

パソコン勉強会

◎．春の撮影会 ５月２３日（木）に高梁市の頼久寺

い。スカイプをやっているが「サイバー犯罪」に巻き

を含む）とします。

・出品：去年と同じで半切サイズ（

か、これらを自由に使いこなせるのか。解らない事が

・会場：エネルギアプラザ（岡山市内山下）

・佐藤清 （代表幹事兼キャラリー写真展担当）

PC

ボランティア室で開催します。（９時３０分～１１時

A

◎．例会 ４月２５日（木）岡山県生涯学習センター

A

をさせて頂きました。以前から誰かに引き継ぎをして
です。（欠席します）（ＲＳＫ 市川哲也）

まいました。是非お会いしたい人も居るのですが残念

期にあやかりたいと感じました。（ＲＳＫ 大野明）

で目の前で死にました。ピンピンコロリで私もこの最

毎日元気で過ごしています。今回は残念ながら姉の

れからも皆さんと一緒に写真が楽しめたら有難いと

れで健康体維持を目論むも、予期せぬ病に見舞われ、

分間更に汗を出し、サウナで最後の汗を出し切る。こ

お天気の日は畑で汗を流し、スポーツクラブで四十

（ＲＳＫ 岡田克己）

したが、地域のボランティアを三役やっております。

法事と重なりましたので欠席させていただきます。

思っています。昨年は肩や腰の手術で暫く登山も控え

ああ年なんだと納得。残り僅かな時間で旅行のスケジ

どにハゲんでいます。（ＲＳＫ 伊藤嘉之）

ジムで体力づくり、観劇、ピアノ演奏、写真撮影な

もらいたいと願っていましたが、引き受けてもらえる
方々が決まり、新年度から四人の幹事さんに分担して

ていましたが、ウォーキングを続けた甲斐あって体力

ュールが消化できるかどうか。今年も多忙です。（Ｒ

お願いすることになりました。お世話になりますがこ

が徐々に回復し、お陰様で好きな山登りを続ける様に

昨年三月末にＲＮＣを退職し、六月に民放クラブに

ました。（ＲＳＫ 小野馥）

白球を追っております。今年は五年に一度の放送局一

入会しました笠間といいます。ゴルフ同好会に入り、

斉再免許の年にあたり、ＲＮＣより手伝いの依頼があ

りました。来月より週三日の勤務で三ヵ月間高松に通

勤します。（ＲＮＣ 笠間範一）

谷・桐野・大前いきいき農園で十一月上旬に実施を予

恒例になっています園芸同好会の柿狩り、今年も梶

老いえの最高の報酬は時間の余裕でしょうか。今は

定しています。十五年目になります。近所の農業の先

ご参加をお待ちしています。（ＲＳＫ 梶谷正夫）

生を招いての野菜づくりの勉強会も行います。多数の

りません。このヨタヨタとした状況をも含めて楽しめ

のですが、内容の読み込みに手間取り、遅々として捗

の本を読むことにしています。目は普通に文字を追う

しています。そして時々ヘボゴルフ、魚釣り、映画等々

病を語れば際限がなく、若い頃に買い溜めた各種分野

昨年より後期高齢者となり、体の動きは弱くなりま

（ＲＳＫ 大前有光）

なりました。この冬は主に県南の山座へ出掛けて身体
ＳＫ 井上正博）

で過ごしています。また中高大の各種同窓会、同期会

べてのＢ型・Ｃ型肝炎患者の救済を求める」活動重点

相変わらず夫婦＋わんこで月一～二回医者通いを

を鍛え、大山を含め雪山にも三回登ることが出来まし

イペースで十時五十分に登頂。今年は積雪が少ないも

るのが時間の余裕かなと思っています。（ＲＳＫ 小

た。三月二十二日には大山頂上（弥山）を目指し、マ

のの、この日は晴天に恵まれ、頂上からの展望は素晴
等で一年がまたたく間に過ぎていきます。（ＯＨＫ

”世直しボランティア”中心の生活ですが、当面「す

らしく、雪山登山を堪能することが出来ました。写真

です。又先日、故秋山孝一氏（ＲＳＫＯＢ）の墓参り

（ＲＳＫ 尾島一正）

います』ＪＡ４ＺＡ ｏｊｉ

民放クラブの皆様によろしく伝えて欲しいとの

協婦人部活動等で元気を取り戻しており、中国

に行ってきましたが、愛子夫人（ＲＳＫＯＢ）は、農

ルールを踏まえながらみんなで順番に作り上げてい

『毎日元気に世界に向けて、ＣＱ、ＣＱと頑張って

椋正誠）

く面白さは俳句とは又違った楽しさがあります。パソ

俳句に加えて連句の勉強も始めてみました。一定の

井上義明）

って来られ、

ループが登

も撮り、満足して下山しようとしたところ、岡山のグ

知りあいの

コンメールの座もあります。興味のある方は是非ご一

今しばし安らぎの時か・・・。
畑仕事などしながらあるがま

夫）

元気に歳を重ねております。
（ＲＳＫ 亀田敦

ことでした。（ＲＳＫ 加藤紀臣）

緒に・・・。（ＲＳＫ 石見邦慧）

幾多の山坂を登り降りし、

（八十一

変わりなく週二日はデイサービスに行っています。

山の先輩

才）と偶然

このところ物忘れが酷く、如何に認知症を遅

長続きさせ得るか。どうも情けない後ろ向きの日常の

らせ得るか。そしてがたの来た体調をどこまで

行動パターンに我ながらあきれています。だが皆さん

ま淡々と、那岐山のふもとで

返しと思って務めております。「ふるさと風景」百景

会長の役も四年目で一応最終年。これもささやかな恩

とのお付き合いが老化防止の効果ある薬であること

暮らしています。地域の老人

病気と仲良くしながら晴動雨読の日々を送りたい

は確か。今後ともよろしくお引き立て下さい。（ＲＳ

家に居る時は出来るだけ歩く様にしてぼちぼちの暮

のですが、このところＰＣでのポイント集めに凝って

をめざし生きてきた証しとして、又孫子のためにも描

Ｋ 亀山寿志）

らしです。（ＲＳＫ 上野元始郎）

ました。健

おり、なかなか身体を動かすことが出来ていません。

と鳴り出しましたが、せめて親父の年（七十八歳）ま

き続けたいと思っています。ヒザもコキコキ（古希）

出会い、元

康の有難さ

暖かくなれば足腰の衰えを防ぐためにも散歩に励む

気をもらい

を実感して

つもりです。（ＲＳＫ 枝松柳一）

”時の過ぎるのは早いもので”定年退職をしてから

いる今日こ

早や九年が過ぎ去り、自分ではまだまだ若いと思って

の頃です。

下りというべきか・・？）いずれにしろ今日まで生き

で生きたいと七十の坂を休み休み登っています。（否

いる内に昨年古希を迎えました。然し今のところ有難

体調があまりよくないので欠席します。（ＲＳＫ

い事に何の薬も服用する事なく健康に恵まれ毎日元

して、現在家裁の方で少し関わっています。途中止め

裁判所の調停委員七十歳定年で任期終了となりま

スポカード制度により売り上げが激減し、私の代で廃

家業のたばこ屋を女房とともに営業していますが、タ

ています。当日の盛会と諸兄姉のご多幸をお祈りいた

昨秋妻を亡くし、いま以って無意味にボソボソやっ

崎裕幸）

健康を維持していますが、ほどほどです。
（ＲＳＫ 川

日をゆったりと過ごしています。身体を動かすことで

目、口、身体いたるところガタがきていますが、毎

太田富士雄）

助け支えてくれた妻と家族、そして多くの方々に感謝

てこられたことに感謝。ＯＢの人たちにはもちろん、

していました趣味（絵、短歌、フラダンス）も再開し

業かなと感じています。子供たちも大阪と東京で家を

いのでよろしくお願いいたします。ありがとうござい

します。また三月末を以って民クを退会させて頂きた

（ＲＳＫ

今年は満八十歳の正月を迎えました。これまで入院

気に過ごしております。（ＲＳＫ 川上弘道）

たいと思いつつ、頭も身体も思うように動かなくなっ

建て、独立した生活を送っているので安心です。また

井垣武彦）

もなく健康に過ごせたことに感謝しています。現在は

です。（ＲＳＫ 織田照男）

て・・・。皆様の元気をいただきたいです。（ＲＳＫ

二十年以上飼っていた店の看板ネコが、二月に脳溢血

どういうわけかここ数年、四月が入院月となってし

井口三貴子）

三途の川で溺れかけてまもなく四周年になります。
新設などで進化しています。ぜひお出かけ下さい。
（Ｒ

今年二月末、愛知県在住の長男一家をマイカーで訪

鑑賞の旅もしました。土日は午前中、テニスを同郷の

っています。シンガポールや、アラスカでのオーロラ

夫婦で旅を楽しんでいます。ヨーロッパを中心に行

洋二）

れました。孫娘が幼稚園のおひな様まつりでダンスを

ＳＫ 小西弦）

に動いています。主治医からドライバーは二百五十以

ペースメーカーのおかげでポンプは今のところ無事

上飛ばさない方が良いと言われているので自制して

釣りと農業を楽しんでいます。最近写真も始めまし

た。（ＲＳＫ 戸田啓司）

民生委員十年目、地域のボランティア元気にやって

います。もちろんゴルフも。（ＲＳＫ 富岡謙二）

した。役員のチェンジがあるのでこの会には出席しな

総会を前にしたシニアテニスの役員会と重なりま

後期高齢者になってから岡山戦災遺族会の世話を

ければなりません。従ってミンクの総会は欠席させて

人々と楽しんでいます。（ＲＳＫ 高谷昇）

しています。岡山戦死者慰霊大法要（蓮昌寺）
、岡山

て、五十代から始めた諸趣味。楽しくないからと止め

世話になり一週間ほど静養し完治しました。またＰＳ

今年は二月初旬インフルエンザに感染し、タミフルの

念式（姫路手柄山中央公園）など（会員数百二十八名）
。

中西厚）

山遺跡など古代人の世界に浸っています。（ＯＨＫ

で残念ながら欠席させていただきます。このところ熊

昨年に続いて、京都へ世界遺産の旅に出発しますの

いただきます。（ＲＳＫ 豊田新一）

たものもおおいのですが、なぜか社交ダンスが残って

Ａ値の上昇がありＭＲＩの検査をしましたが、前立腺

（日本武道館）
、太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈

市戦没者追悼式（岡山市民会館）
、全国戦没者追悼式

やっていたら、五年目に合う先生にたどり着き、スポ

しまいました。「ダンスは男は十年」と聞き我慢して

肥大はあるがＣａを疑う病巣は認められずしばらく

す。グチを言わず、出しゃばらず、感

早いもので大学生活も丸五年、

気のある季節となりました。

春、大学も新入生を迎え活

（花房義則）

を楽しませていただきます。

ております。当分岡山支部のＨＰと皆様方のメール

こともあり、未だにデビューを果たせない状況になっ

と今まで不義理をしてきた町内会役員を引き受けた

昨年お仲間に入れさせていただきましたが、再雇用

郎）

健康の源かな？と思っています。（山陽映画 八田典

は上がりませんが、皆とワイワイガヤガヤ過ごすのが

間と一緒に楽しんでいます。どれ一つ納得できる成果

畑仕事、ゴルフ、海釣り、少々のボランティアを仲

克）

ＲＳＫサービスにて現役中です。（ＲＳＫ 南部年

ＳＫ 中山圭一）

本年度で大会いたします。お世話になりました。
（Ｒ

ーツオンチの私が思いがけない結果に。最近では競技

八十八ヶ寺、四回目のお参りが先日の高野山ですみ

経過観察中です。（ＲＳＫ 竹内秀男）

所用のため欠席させていただきます。（ＲＳＫ 谷

ました。五回目も行くぞ。（ＲＳＫ 立花輝章）

この七月で満八十一歳になります。酒飲まず（飲め

います。（ＲＳＫ 須々木壽志）

元気です、おかげ様で。毎日充実した日々を送って

けで今はダンス三昧の毎日です。（ＲＳＫ 杉原尚示）

会にも出場。燕尾服姿で天に昇っています。というわ

「退職後は十種の趣味をやってみよう」と思いつい

ます。（ＲＳＫ 白石脩）

家事に追われる毎日ですが、何とか元気にやってい

い出となりました。（ＯＨＫ 佐藤晃一）

披露したのを見ました。めったに会えないので良い思

今年の冬はカゼモひかず、日課のウォーキングを続

います。悪しからず・・・。（ＲＳＫ 菅田一郎）

けています。種まきの準備などをしようかと思ってい
ます。（ＯＨＫ 祇園吉紘）

年齢相応の健康？を維持すべく日々がんばってお
ります。（ＲＳＫ 絹田雄一郎）
通院のため欠席します。川上君のキリマンジャロの

ず）
、煙草吸わず、食欲旺盛、病気知らず、しかしも

えます。四月からは記念行事がいろいろと予定されて

話聞けなくて残念です。（ＲＳＫ 木村英一郎）
一人っ子の私が結婚し二人の娘を授かり、娘それぞ

の忘れ極めて顕著。千の風をよろこびながらの畑仕事

ＳＫ 谷本保夫）

おり、忙しい一年を迎えることになりそうです。（Ｒ

え下さい。（ＲＳＫ 玉木邦夫）

十五日はアルバイトの日です。皆様によろしくお伝

相変わらずゴルフ、早朝テニス、孫

海外旅行もまだ行けそうです。今年もミンク岡山の諸

い楽しみたいと思っています。（ＲＳＫ 妹尾信秀）

行事活動には全部参加して、八十路の青春を精いっぱ

岡山県立博物館友の会が、新年度で創立十周年を迎

れに三人の男のみ女のみの孫が誕生、更にひ孫が二人

を柱に、生かされていることへの感謝感謝の日を送っ

田京子）

誕生、賑やかになりました。（ＲＳＫ 桐野展行）

ています。下手なゴルフと油絵もまだ続けています。

（支部総会）大勢参加してくれるといいですね。
（Ｒ
ＳＫ 久米田眞志）
日毎に進む老化にアップアップしております。只今
身辺整理中です。（ＲＳＫ 黒崎美和）
体調不良のため総会失礼致します。（ＲＳＫ 甲田

（土日）犬の散歩の四点セットで毎日

謝を忘れず、趣味を生きがいにこれか

退屈することなく一日が過ぎておりま

残念ですが仕事のため欠席致します。（ＲＳＫ 曽

映画のロケ地を訪ねる「シネマで散歩Ⅱ」を上梓し

根英二）

ました（吉備人出版）
。岡山香川だけでなく「ラスト

教鞭を執るようになって、今

お蔭様で写真や太極拳を楽しみに生かして頂いて

敏明）

いつも民放クラブの素早い連絡網に助けられてい

まで以上に一年が過ぎて行く

おります。（ＲＳＫ 小谷清）

らも楽しくすごして行きたい、と願っ

のが「あっ」という間になり、

ております。ゴルフの先約があり申し
訳ありませんが欠席します。（ＲＳＫ

サムライ」の書写山円教寺、「砂の器」の奥出雲、「海

「八っ墓村」の日野町など兵庫・島根・広島・愛媛・

猿」の呉市、「男はつらいよ寅次郎と殿様」の大洲市、

鳥取の各県に足を伸ばし、計二十五作品のロケ地を訪

Ｋ・ＲＳＫランド・ＲＳＫハウジングプラザ）
。今度
は春の歩こう会で四月八日（月）にＲＳＫバラ園のレ

ねました。ヒマつぶしとボケ防止を兼ねて書き記した

（ＯＨＫ 辻川登貴子）

とても忙しいことだと、改めて感じはじめています。

ます。まだ三ヵ所勤務があり顔を出せません（ＲＳ

ストランｃｏｆｅ、グリーンルームでランチをして頂

文字通りの拙著ですが、県下の主要書店で発売中です

自分で組み立てて時間を使い一日をすごすことは

山県美術家協会、岡山デザイナーズアソシエィション

今年は倉敷フォトミュラル、岡山県美術展覧会、岡

濱家輝雄）

日々の積み重ねの大切さを感じています。（ＲＳＫ

くようになっており、ありがとうございます。ＲＳＫ

ので、ご高覧いただければ幸いです。（ＯＨＫ 鷹取

対梨久嗣）

殖やクリスマスローズ（名前だけローズ）ガーデンの

バラ園も四十周年を迎え、百種類の桜（バラ科）の増

フはシングルに復し、エイジシュート達成を目指しま

えた神々の祭事を大切に守り伝えたい。又自らのゴル

た。四月からは俳句に加え「絵画教室」に通う予定で

興の春”はまだまだですが、春は平等にやって来まし

績は良かったです）
。
『老いてなほ学びの春や楽しけ

す。（自分で言うのも何ですが、中学生までの絵の成

当日は都合が悪く欠席させて下さい。体調は年齢並

週二日程度出社し、残りはスポーツジム通い、家庭

す。でも後者は無理でしょう。（ＲＳＫ 水川勝彦）

にかかわって過ごすよていです。（ＲＳＫ 平田稔）

私の田舎の畑にイノシシが出現し被害にあいまし

みに元気でやっております。（ＲＳＫ 深田純生）

新しくノートパソコンを購入したので、パソコン勉

り』章允（ＯＨＫ 行本章允）

強会では諸先輩方に色々と教えて頂いています。四人

菜園での野菜作りに励んでおります。（ＲＳＫ 向井

昨秋まで部活でサッカーボールと戯れていた博多

居る孫の最年長児がこの度新一年生になりました。総

博史）

ートリアにやられ全滅しました。瀬戸の近くの草ヶ部
の孫から、三月十日「じいちゃん、赤門を突破した

会当日は下の孫の世話を頼まれていて、やむなく欠席

た。みかんや柿がやられ、それにミミズが大好物らし

というところですが害獣天国の様相で隣の山にはシ
よ・・・」との声で、我が家にひと足早く春が訪れま

いたします。（ＲＳＫ 横田真理子）

く穴があちこちに出来ました。又隣のホウレン草がヌ

カもでました。（ＲＳＫ 藤江実）
した。今後上京するのが楽しみ・・・。（ＲＳＫ 森

世間を狭くせぬため努めて人と交わるようにして

健康第一に気をつけています。でもお酒の量が若干

を感じることがあります。タマに階段を踏み外すこと

”ボチボチ”やってます。それにしても最近’トシ’

辺和子ノートルダム清心学園理事長の「置かれた場所

保孝）

があったり、好きなゴルフも次第に面倒になりスコア

渡辺昭朗）

に咲きなさい」に感銘今何ができるか思案中（ＯＨＫ

おります。書、刻字、表装などはその成果より、制作

皆様との久し振りの再会を楽しみにしています。尚

の過程を楽しんでいる有様です。（ＲＳＫ 藤田正彦）

も悪化の一途です・・・。又気持ちを引き締めて頑張

に漬かり過ぎか皮膚がカサカサに・・・。皮膚掻痒症

四泳法の修得を目標に元気でやっておりますが、水

おおおお医者さん

増築がががが終終終終わった途端医師脱走

もう五度目ゴメンナサイと針針針針をををを刺刺刺刺すすすす

我我我我がががが家家家家でも面会謝絶使えそう

名医でも治治治治せないのは不養生

心付けしてもないのに礼言われ

口癖はははは様子見ましょうかかりつけ

検査漬けけけけ挙句のののの果果果果ては加齢です

画面見てデータ渡渡渡渡してハイ終終終終わり

三時間待って診察六十秒

菅田一郎（ＲＳＫＯＢ）

人生想喜寿至到エンディングノート終活に反抗、渡

当日は０時三十分頃会場を出たいと思います。勝手を

ります。（ＲＳＫ 守安英士）

気がかりです。（ＲＳＫ 若槻匡志）

言いますがよろしくお願いします。（ＲＳＫ 藤原隆

が、まあまあ落ち着いた毎日をすごしております。
（Ｒ

年齢相応の健康上のトラブルはいろいろあります

（ＲＳＫ 柳井宣二）

病気のため残念ながら欠席させていただきます。

のが何よりでした。（ＲＳＫ 森脇瀅司）

てお参りしてきました。家内ともども元気でまわれた

四国霊場八十八ヶ所の全札所と高野山を一年かけ

昭）
健康生活推進中。道楽で絵描き、月一～二回のゴル
フ。（ＲＳＫ 筆保博文）
体調が良くないので欠席させていただきます。（Ｒ
ＳＫ 古川廣）
トイレが近くなった分、耳が遠くなりました（笑）

二年任期の町内会長の仕事が三月末で終了。多事多

（ＲＳＫ 松田憲司）

内会長はせめて六十歳代までの人がやるべき仕事だ

はお年寄りの証とか、皮膚科の女医さんも申しており

ＳＫ 山内英夫）

と痛感させられました。さて残りの人生、何ごとにも

ました。しかしながらまだがんばる所存。
（ＲＳＫ 山

端、正に息もつけぬ二年間ではありました。最近の町

一に」をモットーに、ウォーキング、パソコン、読書、

拘束されず、ゆっくり、のんびり、何よりも「健康第

田伸二）

『春泥を鍬に絡めて引き上ぐる』章允。三陸の”復

絵えお描くことｅｔｃ。一層忙しくなるぞ！（ＲＳＫ
松田通男）

厳冬でしたが、気象予報では桜の開花は早いとか、

国内旅行のため欠席します。（ＲＳＫ 松本凞）

楽しみです。（ＲＳＫ 間野孝彦）
直腸の術後五年が経ち、どうやらガンの再発はなさ
そうです。それにつけても医学の進歩で救われたとい
う実感を改めて持っています。周囲を見ても一昔前だ
ったら如何という同世代人が多い。余生力は先人が伝

手術日はははは勝負パンツをはいてゆく

リコールのように部品をををを取取取取りりりり外外外外すすすす

目覚めればメスを持持持持つのは研修医

退院日叉のお越越越越しをナース笑笑笑笑むむむむ

おおおお医者さんゴッコがつけば誤診なし

医者嫌いいいい最後にににに効効効効いた医者倒しししし

―会員動向ー

入会・ 笠間範一さん （ＲＮＣ ＯＢ）

高原敏夫さん （ＲＳＫ ＯＢ）

小坂仁士さん （ＲＳＫ ＯＢ）

池尻幸子さん （ＲＳＫ ＯＢ）

退会・ 篠原加行さん （ＲＳＫ ＯＢ）

いたします。

お二人は、いずれも死亡による退会です。ご冥福をお祈り

小野 馥さん （ＲＳＫ ＯＢ）

中山圭一さん （ＲＳＫ ＯＢ

）

編集後記
今年度は中国民放クラブの秋の大会が岡山で行われ

間たちを迎えて一緒に楽しもうという企画です。
ただ最

ます。四年に一度、中国地区（広島、山口、山陰）の仲

心配です。

近この秋の大会の参加数が少なくなって来ているのが

ぜひ岡山大会を成功させて、
再び中国ミンクを増勢に
もって行きたいものです。（Ｓ）

