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昔々、僕達が小学生の頃こんな歌が流行ったのをご存じありませんか、昭

和２６年頃？勿論テレビなんて有りません。唯一ラジオの時代でしたから

静かにして聞いていない事には、分からなくなりましたが、今と違ってそれ

が出来たのですから、貧しいながらも、何処かのんびりしていた時代だっ

たのですね。姉と二人寝転がって聞いていた頃を懐かしく思い出します。　玄関に鎮座する我家の守り神『紅孔雀』
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玄関に鎮座する我家の守り神『紅孔雀』
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那智の小四郎が活躍する物語。映画は、そのずーっと後の話ですが、主演が中村錦之助か東千代之介だ

ったか定かでありませんが、ご存知　『紅孔雀』　の主題歌です。掲載の写真（２７．５月撮影）は、昭和５８年

に春日台に引越してきた時に、妻の友人から贈られた物で経て８０センチ×横１メートル『紅孔雀』のみごと

な刺繍画です。以来３３年間、我家の玄関横にデンと飾られてあり、元気な時も、疲れた時も此れまで同様

『行っていらっしゃい』　『お帰りなさい』　と家族と我家の安全を見守ってくれているのですが、未だ、秘めら

れた宝のありかを教えてもらっておりません・・・なんて言うのは、少し欲張りでしょうかね・・・　さてさて会員

の皆様、いつも通り現時点で判明の１２月、新年１月の会員関連、行事予定をお知らせ致します。

又、少々早う御座いますが、会員皆様のご健康と素晴らしい新年を迎えられることを心よりお祈り致しまして

本年最後の　『西神春日クラブだより　平成２７年１２月号』　と致します。　　　　　　　　　　　　　　　   文責：木口

【第14回美春会G.G大会で優勝・準優勝・さらに第4位入賞に輝く！】
                                     標記大会（６5名参加）で、下記の３名の方が入賞されました。おめでとう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝：一宮淑子さん（12ホール×2回・2ホールイン1：53点）が、準優勝：

優勝：一宮淑子さん（12ホール×2回・2ホールイン1：53点）が、準優勝：優勝：一宮淑子さん（12ホール×2回・2ホールイン1：53点）が、準優勝：

優勝：一宮淑子さん（12ホール×2回・2ホールイン1：53点）が、準優勝：

　　　　　　　　　　　　　　　　 木口文敏さん（1ホールイン1：59点）が、さらに第4位に木田三郎さんが

　　　　　　　　　　　　　　　　 木口文敏さん（1ホールイン1：59点）が、さらに第4位に木田三郎さんが　　　　　　　　　　　　　　　　 木口文敏さん（1ホールイン1：59点）が、さらに第4位に木田三郎さんが

　　　　　　　　　　　　　　　　 木口文敏さん（1ホールイン1：59点）が、さらに第4位に木田三郎さんが

                                    入賞されました。

入賞されました。入賞されました。

入賞されました。この大会、ここ５年間優勝と上位入賞率は、常に美賀多チ

                                       　  

                                       　                                         　  

                                       　  ームにさらわれ悔しい思いが続いていましたが、今大会優勝と準優勝を勝ち

　　　　　　　　　　　　　　左から木口・一宮・木田の皆さん　　　

　　　　　　　　　　　　　　左から木口・一宮・木田の皆さん　　　　　　　　　　　　　　　　　左から木口・一宮・木田の皆さん　　　

　　　　　　　　　　　　　　左から木口・一宮・木田の皆さん　　　

取り面目躍進致しました。入賞の3名の皆さん誠におめでとうございます。

昨年は10位迄に準優勝を含む7名の入賞者を出す快挙でしたが、今回は1点の僅差に泣いた大会でした。

【⻄⽼：輪投げ⼤会（個⼈）で３位に深沢⽒・９位に⼤平⽒が⼊賞！】
大会４００名参加に於いて、女子団体には（春日クラブ）赤田治子、福田陽子さん

女子団体には（春日クラブ）赤田治子、福田陽子さん女子団体には（春日クラブ）赤田治子、福田陽子さん

女子団体には（春日クラブ）赤田治子、福田陽子さん

（美賀多３名の選手）の5名による混成チームで挑戦、見事第3位に入賞しました。又

（美賀多３名の選手）の5名による混成チームで挑戦、見事第3位に入賞しました。又（美賀多３名の選手）の5名による混成チームで挑戦、見事第3位に入賞しました。又

（美賀多３名の選手）の5名による混成チームで挑戦、見事第3位に入賞しました。又

個人戦では、ここ２年間わが春日クラブ輪投げサークルは、メンバーこそ変われ

常に一位の座を守り続けて参りましたが、標記の通り、深沢國男さん3位・大平充夫

深沢國男さん3位・大平充夫深沢國男さん3位・大平充夫

深沢國男さん3位・大平充夫

さんが9位

さんが9位さんが9位

さんが9位と一寸一休み中です。今後とも会員の皆さんの応援よろしくお願いします。

【恵方三社初詣・参加者募集中】
平成２8年１月４日（月）実施：別チラシのご案内をご覧いただき、多数お申し込み下さい。

昼食並びに干支の置物付きの日帰りバス詣です。平成２８年の恵方は、南南東で（日前

神社・　竃山神社・.淡嶋神社）の目的地は和歌山方面となります。申し込み締め切りは平成

申し込み締め切りは平成申し込み締め切りは平成

申し込み締め切りは平成

２７年１２月１５日（火）です。班長又は会長へ、現金（６，５００円）と申込書をお届け下さい。

２７年１２月１５日（火）です。班長又は会長へ、現金（６，５００円）と申込書をお届け下さい。２７年１２月１５日（火）です。班長又は会長へ、現金（６，５００円）と申込書をお届け下さい。

２７年１２月１５日（火）です。班長又は会長へ、現金（６，５００円）と申込書をお届け下さい。

【左義⻑の準備にご協⼒お願い致します】
左義長前日の１月16日（土） １513:００から春日クラブの会員が中心で

準備を行います。平野の竹藪から、里山クラブのメンバーが中心で

切り出された竹が春日台小学校へ運び込まれ小学校校庭で左義長

の組立を実施致します。何分一昨年春日クラブの長老より組み立て

を教わり引き継いだ新米の組立の事とて、ご協力頂ける方が多い程

早く終わりますのでお手すきの方是非ご協力下さい。宜しくお願い致

します。尚、左義長本番は、１7日（日）９時30分受付、点火は１２時10分です。（今年は、六防主催の災害防火体験等の催し

尚、左義長本番は、１7日（日）９時30分受付、点火は１２時10分です。（今年は、六防主催の災害防火体験等の催し尚、左義長本番は、１7日（日）９時30分受付、点火は１２時10分です。（今年は、六防主催の災害防火体験等の催し

尚、左義長本番は、１7日（日）９時30分受付、点火は１２時10分です。（今年は、六防主催の災害防火体験等の催し

が実施されます。その関係で左議長の点火が12時10分頃となります。どうぞ宜しくご協力下さいませ。）

が実施されます。その関係で左議長の点火が12時10分頃となります。どうぞ宜しくご協力下さいませ。）が実施されます。その関係で左議長の点火が12時10分頃となります。どうぞ宜しくご協力下さいませ。）

が実施されます。その関係で左議長の点火が12時10分頃となります。どうぞ宜しくご協力下さいませ。）



【西神春日クラブ関連の行事予定】
12月4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

毎回３０名以上の方が集います。仲間を誘って是非！

（金） 15:00

（春日台福祉センター） 最近女性の参加者が少ないので、嘆いているとか（男性）

100円持って、福祉センターに集まろう！

12月13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

月に一度みなさんと会える日。多数のご参加を！

（日） （茶話会）

（茶話会）（茶話会）

（茶話会）

楽しく懇談致しましょう。心身供に若返りますョ。

（春日台福祉センター） (担当：第３春日クラブ）

12月14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）

地域の公園は、皆さんの協力で！清掃活動に参加しょう。

（月） 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

春日北公園並びにその周辺の清掃

12月15日 三社初詣・申込締切

三社初詣・申込締切三社初詣・申込締切

三社初詣・申込締切

来年の恵方が南南東ですので和歌山方面への三社詣と

（火）

（日前神社・　山神社・.淡嶋神社）

（日前神社・　山神社・.淡嶋神社）（日前神社・　山神社・.淡嶋神社）

（日前神社・　山神社・.淡嶋神社） 決定致しました。。毎年慣例の恵方三社詣を皆で楽しく

　　　　締切り日です。

巡りましょう。11月に配布のチラシを参照下さい。詳細につ

（来年の恵方は南南東です） いては、（担当：森野副会長　☎）迄。

12月19日 １０：００～ 年忘れ餅つき大会

年忘れ餅つき大会年忘れ餅つき大会

年忘れ餅つき大会

つきたての餅・ぜんざい等のふるまい。他に、バザー・野菜

（土） 15:00

市等もありますので参加しましょう。

（春日台福祉センター）

ふれ協行事ですが、春日クラブも協力致します。

12月28日

２０：００～

ふれ協・

ふれ協・ふれ協・

ふれ協・

春日台地域の皆さんが、安全に明るい新年を迎える

～３０日 22:00 年末警戒巡回

年末警戒巡回年末警戒巡回

年末警戒巡回

ためにマイクで放送しながら巡回いたします。

（月～水） （春日台全域） ふれ協行事ですが、春日クラブも協力致します。

1月1日

神戸日の出

初日の出遥拝　（平成２８年）

初日の出遥拝　（平成２８年）初日の出遥拝　（平成２８年）

初日の出遥拝　（平成２８年）

地域の方と一諸に初日の出を拝み、新年を迎えよう

（金・祝）

7:1４分頃

（春日台公園・弥生の丘）

みかん・お菓子等が振舞われます。祝いのお神酒は中止

1月4日 ８：３０～

美春会

美春会美春会

美春会

慣例の恵方三社参りにみんなで参加しましょう。昼食並びに

（月）

恵方三社初詣

恵方三社初詣恵方三社初詣

恵方三社初詣

干支の置物付き（既に配布のチラシ参照下さい）和歌山の

１８：００頃

（今年は、南南東です）

（日前

（日前（日前

（日前(ひのくま）

(ひのくま）(ひのくま）

(ひのくま）神社・竃山神社

神社・竃山神社神社・竃山神社

神社・竃山神社（かまやま

（かまやま（かまやま

（かまやま）・淡嶋

）・淡嶋）・淡嶋

）・淡嶋（あわしま）

（あわしま）（あわしま）

（あわしま）神社）です。

神社）です。神社）です。

神社）です。

1月14日 ９：００～

小学校１年生に

小学校１年生に小学校１年生に

小学校１年生に

1年生児童105名に、昔の遊び（竹とんぼ・紙飛行機・コマ

（木） 12:30

　　　　　　昔の遊びを

　　　　　　昔の遊びを　　　　　　昔の遊びを

　　　　　　昔の遊びを

回し・お手玉・羽根付き等）を教えます。昨年１月の昔の遊

（春日台小学校）

び同様に、大勢の参加をお願い致します。

1月16日 1513:00～

左義長準備

左義長準備左義長準備

左義長準備

平野の竹藪から運ばれてきた竹を春日クラブの皆さんが

（土） 1715：00 （春日台小学校）

中心で左義長の組み立てをします。多数ご協力下さい。

1月17日

９：３０受付

９：３０受付９：３０受付

９：３０受付

左義長

左義長左義長

左義長

しめ縄は、針金・みかん等は外してお持ちください。

（日）

12:10点火

12:10点火12:10点火

12:10点火

（春日台小学校）

防火訓練の為左議長点火は12：10

12：1012：10

12：10となります。・炊き出し有り。

1月22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

平成2８年最初の茶話会です。月に１度、皆さんと

(金）

16:00

(茶話会）

(茶話会）(茶話会）

(茶話会）

会える日。多数のご参加をお願いします。（担当第１クラブ）

今年の歌い始め、カラオケで大いに楽しみましょう。

（春日台福祉センター） 又、楽しく懇談しましょう！　心身ともに若返りますョ。

【１月14日（木）春日台小学校　『昔の遊び』指導参加者募集】
小学１年生に、昔の遊び（竹とんぼ・紙飛行機・こま廻し・お手玉・あや取り・羽根付き等）                    　　 

教えます。短時間で教えなければなりませんのでマンツマンでとは、少し欲張りかな？

児童は、105名、春日クラブからもできれば、今年参加下さった３３名以上の参加をと思って

おります。１月１４日（木）午前中、お時間のある方、是非多数ご協力下さい。

（役割分担の都合上、柳井

（役割分担の都合上、柳井（役割分担の都合上、柳井

（役割分担の都合上、柳井☎

☎☎

☎又は、役員・会長まで申し出て下さい。）

又は、役員・会長まで申し出て下さい。）又は、役員・会長まで申し出て下さい。）

又は、役員・会長まで申し出て下さい。）

【 「生き生き100歳体操」　始めませんか！　説明会のお知らせ】
高齢者の運動機能向上を図るとても優しく楽しい体操です。先ず区社協の説明会

に参加しましよう。　　　

　　　　　　

　　　①．　日時　：　平成27年12月15日（火）　　１０：３０～１２：００

①．　日時　：　平成27年12月15日（火）　　１０：３０～１２：００①．　日時　：　平成27年12月15日（火）　　１０：３０～１２：００

①．　日時　：　平成27年12月15日（火）　　１０：３０～１２：００

          　　　　　　　　　　

          　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　

          　　　　　　　　　　　②． 場所　：  アーサヒルズ集会所　ホール　　　代表：飯塚二億

　②． 場所　：  アーサヒルズ集会所　ホール　　　代表：飯塚二億　②． 場所　：  アーサヒルズ集会所　ホール　　　代表：飯塚二億

　②． 場所　：  アーサヒルズ集会所　ホール　　　代表：飯塚二億

今、各地域でシニアの体操として大人気で、ホームページでも紹介されています。          

【春日クラブ御入会おめでとうございます】
１2月１日付で第３春日クラブへ下記の方が仲間入りされました。宜しくお願い致します。　

第3春日クラブ　：　竹谷　和子　様　　春日台5丁目　　☎

第１春日クラブ　：　５４名　第２春日クラブ　：　７４名　第３春日クラブ　：　６３名    合計191名

 合計191名 合計191名

 合計191名

【お知らせ】
※　　社会奉仕は、１月・２月はお休みです。

※　　社会奉仕は、１月・２月はお休みです。※　　社会奉仕は、１月・２月はお休みです。

※　　社会奉仕は、１月・２月はお休みです。 ※　　ふれあい喫茶は、1月はお休みです。

※　　ふれあい喫茶は、1月はお休みです。※　　ふれあい喫茶は、1月はお休みです。

※　　ふれあい喫茶は、1月はお休みです。


