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石川さゆりの『能登半島』が流行っていた昭和の後半の年、能登にあこが

れて二泊の旅を妻と二人で致しました。テレビで見た雪割り草の群生地を、     　　能登の、“雪割り草”

能登の、“雪割り草”能登の、“雪割り草”

能登の、“雪割り草”

この目で見たかった事も有り、春まだ浅い石川県能登の猿山岬を訪ねたのです。県道をはみ出した岬の

地道は、一部はガードレールも無い断崖の狭い道で対向車来るなョと、祈りつつゆっくりと走ったのを忘

れません。（今は、綺麗に舗装されているとか）豊かな自然、澄んだ空気に澄んだ水、可憐が似合う雪割

り草でした。道中、思いがけず、能登の大本山“総持寺“前を通る事と成り禅寺の堂々たる威厳に満ちた

この寺を拝観する事ができました。（能登の旅から）次号で続きを・・・・　　　さて会員の皆さん、何時も通

り春日クラブ、西区老連、地域団体等の中から関連事項を、又、右ページで平成２６年10～11月の会員

関連行事予定も併せてお知らせ致します。　下記御案内の通り１３日は、演芸会が有りクラブサークルの

総おさらい会、皆様にはご予定の許す限り、御参加頂きます様宜しくお願い申し上げます。　　文責：木口

【老人クラブ傷害保険のおしらせ】【老人クラブ傷害保険のおしらせ】【老人クラブ傷害保険のおしらせ】【老人クラブ傷害保険のおしらせ】 ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ

標記保険の更新時期が参りました。　別添ご案内の『老人クラブ傷害保険に

ついて』をよくお読みになって、お申し込み下さい。　（申込書に現金を添えて）

更新される方も、新規に入られる方も、10月2０日（月）までに、班長又は会長へ

（期限厳守）　　　※申込書の氏名は、｢カタカナ｣でご記入下さい。　コース別も必ず○印を。

※申込書の氏名は、｢カタカナ｣でご記入下さい。　コース別も必ず○印を。※申込書の氏名は、｢カタカナ｣でご記入下さい。　コース別も必ず○印を。

※申込書の氏名は、｢カタカナ｣でご記入下さい。　コース別も必ず○印を。

【春日クラブ第１１回　演芸会　迄あと一週間！】【春日クラブ第１１回　演芸会　迄あと一週間！】【春日クラブ第１１回　演芸会　迄あと一週間！】【春日クラブ第１１回　演芸会　迄あと一週間！】
１３日の｢演芸会｣まで、残すところ後７日と近づいてまいりました。出演者の皆さん用意

万端整いましたか？　今年もきっと素晴らしく楽しい演芸会になる事でしょう。役員諸氏

も役割分担を決めて皆様の熱演を期待いたしております。勿論、応援だけでも結構

です。例年通り大いに盛り上げましょう。当日は、御面倒ですが皆様に配布のプロ

グラムと上履きをご持参下さい。よろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　楽しい演芸会に致しましょう！春日君

楽しい演芸会に致しましょう！春日君楽しい演芸会に致しましょう！春日君

楽しい演芸会に致しましょう！春日君

     【社会奉仕の開始時間のお知らせです！】     【社会奉仕の開始時間のお知らせです！】     【社会奉仕の開始時間のお知らせです！】     【社会奉仕の開始時間のお知らせです！】
　　　　　　　      １０月までは、夏時間の８時開始ですが、１１月からは、９時開始となります。

　　　　　　　      ９月８日の全国一斉社会奉仕の日は、大勢の会員皆様の参加を頂き無事

　　　　　　　      に終了致しました。久し振りにお会いしてお元気な姿を拝見し、ご挨拶をし

　　　　　　　      たり草を毟りながらお孫さんの話になったりで本当に楽しいひと時でもあり

　　　　　　　      ました。普段参加できない方も、お手すきの日だけでも、是非ご参加下さい。

【橋本会長　『永年会長賞』・『ボランティア活動賞』　で（市老理事長）表彰】【橋本会長　『永年会長賞』・『ボランティア活動賞』　で（市老理事長）表彰】【橋本会長　『永年会長賞』・『ボランティア活動賞』　で（市老理事長）表彰】【橋本会長　『永年会長賞』・『ボランティア活動賞』　で（市老理事長）表彰】
去る９月10日（水）市老の大会が大倉山文化ホールで取りおこなわれ、単位

クラブ会長として多年に亘りクラブの発展と活動の活性化に御尽力されました

事に鑑み（会長６ヶ年）市老連理事長表彰をさらに、全国老人クラブ連合会よ

り、ボランティア活動賞が贈呈されました。長い間地味では有りますが、コッ

コッと積み上げてこられました功績が認められた事に、心よりお喜び申し上げ

ますと共に、誠におめでとうございます。どうぞ、今後共御健康に十分配慮さ

れクラブの発展にご尽力賜わらん事を切にお願い申し上げる次第でございます。

表彰と感謝状の橋本博行会長

表彰と感謝状の橋本博行会長表彰と感謝状の橋本博行会長

表彰と感謝状の橋本博行会長

【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】【お知らせ】
10月は、『演芸会』 開催の為、例年通り情報交流懇話会（茶話会）は休会と致します。

又、この月は、１０月～１２月分の会費（６００円）の徴収月です。ご協力よろしくお願いします。



　　　　　　【西神春日クラブ関連の行事予定】
10月13日 ９：００開場 西神春日クラブ

西神春日クラブ西神春日クラブ

西神春日クラブ

サークル活動での練習成果を思いっきりぶつけましょう！

（月） ９：３０開演      第１1回演芸会

     第１1回演芸会     第１1回演芸会

     第１1回演芸会

楽しい一日にしましよう！　演目と出演順は、パンフレットの

通りです。演芸会に関する不明な点は、甲斐田演芸会実行

（春日台福祉センター）

委員長（☎）又は会長迄お問い合わせ下さい。

10月15日 ８：００～ 社会奉仕（雨天順延）

社会奉仕（雨天順延）社会奉仕（雨天順延）

社会奉仕（雨天順延）

清掃活動に参加しよう。

（水） 9:00 第１春日クラブ

薬師公園並びにその周辺の清掃

第２・３春日クラブ

春日北公園・春日公園バス停・春日小バス停清掃

10月20日

老人クラブ傷害保険

老人クラブ傷害保険老人クラブ傷害保険

老人クラブ傷害保険 同時配布の案内をご覧ください。期限厳守！

（月）迄に

申し込み締め切り 班長または会長へ、申込書に現金を添えて

１０月２０日です。 申し込んで下さい。

10月26日 ９：００～ 西老・趣味の集い

西老・趣味の集い西老・趣味の集い

西老・趣味の集い

演芸の部は、第２カラオケ“南部蝉しぐれ”が、PM：NO３６

（日） 16:00

から始まるNO４３で・第１カラオケ“島根恋旅”がNO４８で出

（西区民センター）

演します。会員皆様の応援、宜しくお願い致します。作品の

なでしこホール

部では、春日台からすでに１０点の出品が寄せられています

10月27日 ８：２０～ 西老：第40回秋季グラウンド

西老：第40回秋季グラウンド西老：第40回秋季グラウンド

西老：第40回秋季グラウンド

西区老連秋のグラウンドゴルフ大会に当春日クラブより

（月） 15:00 ゴルフ大会

ゴルフ大会ゴルフ大会

ゴルフ大会

3チーム18名の会員が参加致します。選手の皆さん優勝

（西区平野公園）

（西区平野公園）（西区平野公園）

（西区平野公園）

を目指し頑張って下さい。

10月29日 ９：００～ 食育と健康体操の集い

食育と健康体操の集い食育と健康体操の集い

食育と健康体操の集い

健康増進事業の一環として、美春会より、補助を頂き実施の

（水） 15:00 （美春会：健康増進事業）

（美春会：健康増進事業）（美春会：健康増進事業）

（美春会：健康増進事業）

運びと成りました。詳細については、先般配布致しました御案

（春日台福祉センター）

内チラシの通りです。（美賀多台・春日台が別個に取り組み）

11月2日 ０８：３０～ 第55回　西区グラウンド

第55回　西区グラウンド第55回　西区グラウンド

第55回　西区グラウンド

西区まちづくり課主催のグラウンドゴルフ大会も55回と、西老

（日） 15:00 ゴルフ大会

ゴルフ大会ゴルフ大会

ゴルフ大会

よりも歴史が長い大会です。団体と個人とが一体になった戦い

（神戸ワイナリー多目的広場）

で、ゲームを楽しめる方法が採られています。頑張って下さい

11月5日 ８：００～ 日帰りバス旅行

日帰りバス旅行日帰りバス旅行

日帰りバス旅行

只今、参加者の呼び掛けを致しております。新装なった姫路

（水） 　　1７：:00

（姫路：書写山円教寺・歴史博物館）

（姫路：書写山円教寺・歴史博物館）（姫路：書写山円教寺・歴史博物館）

（姫路：書写山円教寺・歴史博物館）

城見学については、経費時間の関係で、場外の好古園よりの

（１０月２２日申し込み締め切りです）眺めのみで有りますが、円教寺の紅葉は、日本一です。

11月7日 １３：００～ ふれあい喫茶

ふれあい喫茶ふれあい喫茶

ふれあい喫茶

１００円でコーヒー又は、紅茶とケーキ付、婦人会や民生の

（金） 15:00

方々により温かくもてなしされます。最近女性の参加者が少な

（春日台地域福祉センター）

くなりました。どうしてでしょう？もしかして辛党が増えたのかな・

11月10日 ９：００～ 社会奉仕（雨天順延）

社会奉仕（雨天順延）社会奉仕（雨天順延）

社会奉仕（雨天順延）

清掃活動に参加しよう。

（月） 10:00 第1春日クラブ

薬師公園並びにその周辺の清掃

第2・3春日クラブ

春日北公園・春日公園バス停・春日小バス停清掃

11月13日 １２：００～ 西老：輪投げ大会

西老：輪投げ大会西老：輪投げ大会

西老：輪投げ大会

平成24年秋季・平成25年春、秋季の連覇、更に本年春季

（木）

春日台、美賀多台の友好メンバーによる団体戦入賞、個人優勝も

（西体育館）

勝ち取っており、まさに敵無し。今秋も連覇を！頑張って下さい。

11月15日 １３：００～ 情報交流懇話会

情報交流懇話会情報交流懇話会

情報交流懇話会

10，11，12月生まれの会員52名の皆さんをみんなで祝い楽

（土） （誕生会）

（誕生会）（誕生会）

（誕生会）

しく懇談致しましょう。心身ともに若返りましょう！

（春日台福祉センター）

（担当：これから1年間の誕生会は、第1春日クラブです。）

11月20日 ８：３０～ 第13回美春会グラウンド

第13回美春会グラウンド第13回美春会グラウンド

第13回美春会グラウンド

年に一度のこの大会も既に13回目を迎える事と為りました。

（木） 15:00 ゴルフ大会

ゴルフ大会ゴルフ大会

ゴルフ大会

今年は、春日台が担当。春日クラブグラウンドゴルフサークル

（春日台公園）

会員の皆さんのご健闘を祈ります。

【春日クラブ御入会おめでとうございます】【春日クラブ御入会おめでとうございます】【春日クラブ御入会おめでとうございます】【春日クラブ御入会おめでとうございます】
１０月１日付けで第２春日クラブへ下記の方々が仲間入りされました。宜しくお願い致します。

第２春日クラブ：　原　　俊子様　　　春日台８丁目１１－１０　  ☎　

第２春日クラブ：　渡邉　秀子様　 　春日台７丁目９－７　　　  ☎

第２春日クラブ：　岩崎　省介様　　 春日台８丁目１１－４１　  ☎

{退会者　：　第２春日クラブ　　加山　照子様　・　第２春日クラブ　　　森田　豊光様（逝去）}

第１春日クラブ　：　５７名　　第２春日クラブ：６９名　　第３春日クラブ：　６０名　　　　合計１８６名

合計１８６名合計１８６名

合計１８６名



　　第１回春日台グラウンドゴルフ大会によせて　　第１回春日台グラウンドゴルフ大会によせて　　第１回春日台グラウンドゴルフ大会によせて　　第１回春日台グラウンドゴルフ大会によせて
　　（春日台ふれあいのまちづくり協議会主催）

２６．９．２７

初秋を感じさせる晴天の９月１４日（日）春日台に住んでおられる方を対象に、初の試みとして

標記グラウンドゴルフ大会（春日クラブ・グラウンドゴルフサークル協賛）参加人数６８名（スタッフ

含む）が春日台小学校グラウンドに於いて開催され

ました。午前９時２０分、福井茂雄　ふれまち協委員長

より開会の御挨拶を頂き、続いてサークルリーダーで

ある船田氏から、初参加の皆さんは、プレーに関する

ルール等の説明を熱心に聴いた後、各チームリーダ

ーの待つホールに案内され、約２０分間、実戦さなが

らの練習を開始。午前９時５０分、橋本サークル代表

　　　プレー中の参加者（１チーム６名）

　　　プレー中の参加者（１チーム６名）　　　プレー中の参加者（１チーム６名）

　　　プレー中の参加者（１チーム６名）

の２５メーターホールでの始球式、頼むホールインワン

を！の祈りも、むなしく後１０センチ　でも、さすがでした。

全９チームそれぞれのサークル・リーダーに続いて整

列し指定ホールに集合、笛の合図でプレー開始。

プレー開始後は、当初予想した不安を跳ね返すごとく

何と何と、予定時間通り進行し、ホールインワン２回の

ホールインワン２回のホールインワン２回の

ホールインワン２回の

木口良子さん総合４３点で優勝は立派、続いてホール　　

木口良子さん総合４３点で優勝は立派、続いてホール　　木口良子さん総合４３点で優勝は立派、続いてホール　　

木口良子さん総合４３点で優勝は立派、続いてホール　　

インワン１回の東本孝次さんが４５点で２位に、ホール

インワン１回の東本孝次さんが４５点で２位に、ホールインワン１回の東本孝次さんが４５点で２位に、ホール

インワン１回の東本孝次さんが４５点で２位に、ホール

インワン０回なるも　９　Ｘ　２　（１８ホール：全てパーで　　　　　

インワン０回なるも　９　Ｘ　２　（１８ホール：全てパーで　　　　　インワン０回なるも　９　Ｘ　２　（１８ホール：全てパーで　　　　　

インワン０回なるも　９　Ｘ　２　（１８ホール：全てパーで　　　　　　プレー中の参加者（１チーム６名）

プレー中の参加者（１チーム６名）プレー中の参加者（１チーム６名）

プレー中の参加者（１チーム６名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５４点のところ）を総合点４７点の成績をおさめられた

５４点のところ）を総合点４７点の成績をおさめられた５４点のところ）を総合点４７点の成績をおさめられた

５４点のところ）を総合点４７点の成績をおさめられた

　 　 磯部玲子さんの３位は見事です。

磯部玲子さんの３位は見事です。磯部玲子さんの３位は見事です。

磯部玲子さんの３位は見事です。初参加者の多い中

ゲームはスムースに進行し、グラウンド使用時間の関

係で表彰式典の会場を春日台地域福祉センターに移

すも、大会参加者１人も欠けることなく集まって頂いた

表彰式もふれ協からの温かい支援により、　参加者全

　　　　

　　　　　　　　

　　　　　プレイ中の前ふれ協委員長

　プレイ中の前ふれ協委員長　プレイ中の前ふれ協委員長

　プレイ中の前ふれ協委員長

員に何らかの賞品が届く計いを頂き、大変和やかな中

で、すごく楽しい大会となり一人の怪我人も無く無事に終

了致しました。これも、グラウンドゴルフサークルの皆様

がオブザーバーと成り「手取り、足取り」の親切な同伴プレ

ーで楽しく和気あいあいのグラウンドゴルフプレーが出

来た御蔭です。又、学校開放、ふれあいまちづくり協の

ご協力、ご支援にスタッフ一同心より感謝申し上げます。

尚、参加者から次回も是非企画して欲しいとの声が有った

盛り上がりの表彰式会場風景

盛り上がりの表彰式会場風景盛り上がりの表彰式会場風景

盛り上がりの表彰式会場風景

事を申し添えて報告に代えさせて頂きます。（後日談：大会後の夕食時、家内から一緒に参加し

た３人でサ－クルに参加する事にしたわよ、よろしくと言われ、本当に？と内心飛び上がる思いで

あると同時に参加された方々の中からサークル入会者の申込みが続いてくれる事を夢見ている）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春日クラブ・グラウンドゴルフサークル副代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春日クラブ・グラウンドゴルフサークル副代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木口　文敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木口　文敏



 西神春日クラブたより　 臨時号 ２６．１０．１４

西神春日クラブ会員の皆様、年に一度のサークル活                      
動の総仕上げでもあります。『第11回春日クラブ演
芸会』生憎の大型台風１９号の関係で予定日の１０
月１３日(月・体育の日)は、断念せざるを得ませんで
した。台風が大きく南寄りにコースを変えてくれな
いか半日遅れてくれないかと願いつつ、会場設

春日君

春日君春日君

春日君からのお

からのおからのお

からのお知

知知

知らせ

らせらせ

らせ

営等進めて参りましたが、１３日早朝暴風警報が発せられましたの
で、緊急役員会を図り、下記の通り順延と決定致しました。

記記記記
        西神春日クラブ　

        西神春日クラブ　        西神春日クラブ　

        西神春日クラブ　

   第　11　回　演　芸　会   第　11　回　演　芸　会   第　11　回　演　芸　会   第　11　回　演　芸　会

         日時　：　平成　26年　１０月　31日（金）
  開場　：　午前　9　時　００　分
  開演　：　午前　９  時　３０　分
  場所　：　春日台地域福祉センター

尚、上記のとおり実施日が変更されるのみで、プログラム等には、
変更が有りませんので、大切に保管下さいます様お願い致します。
又、演芸会順延の為、新たな開催日について、ご予定が付かない

方も有ろうかと思いますが、もし３１日開催だと不都合だとお分

かりの出演者の方は、実行委員長の甲斐田芳子(☎)・

又は、各クラブ会長迄御連絡下さい。出演予定の方々も、応援の
方々も、万障お繰り合わせの上御参加頂きます様、宜しくお願い
申し上げます。　　　　　　　　　　平成２６年１０月１４日

　　　　　　　  西神春日クラブ第１　・　２　・　３　会長

　　　　　　　  第１１回西神春日クラブ演芸会実行委員長


