
　

　今年もはや一年が過ぎようとしています。一年 ≪大阪北部地震≫

を振り返って、今年ほど自然災害に見舞われた年
は過去になかったのではないでしょうか。
　大阪北部地震、西日本豪雨、台風２１号等では
多くの会員様が被災されました。被災されました
会員の皆様に心からお見舞い申し上げます。
　また、これらの被害に対しまして多くの皆様方
から心温まる義援金が寄せられましたことに厚く ≪西日本豪雨≫

御礼申し上げます。
　その後、また大型勢力の台風２４号が近畿を直
撃することになり、安全・安心を最優先に１０月
１日に予定しておりました秋レクをやむなく２週
間延期することにしました。支部行事の延期は初
めてのことで不安もありましたが、参加の皆様の
ご理解とご協力により、参加人数に大きな減少を ≪台風２１号≫

伴うこともなく無事に秋レクが実行できたときは
本当にうれしく思いました。ご参加の皆様に深く
感謝申し上げます。来年はどうか穏やかな一年に
なりますよう、また会員の皆様にとりましてもよ
りよき一年となりますよう、心の底から祈念いた
します。皆様、健やかな新年をお迎えください。

（記：永田　一良）

　今年の秋レクは１０月１日（月）の予定でしたが、台風２４号の影響で１０月１５日（月）に延期し
ました。日にちの変更により参加人数は７０名と少し減りましたが、バスは定刻どおり京都駅八条口を
出発しました。
　京都南ＩＣから名神・阪神高速で神戸港へ。神戸港には予定より３０分くらい早く到着しましたが、
ご厚意で乗船時間を３０分早めていただいて、神戸港から神戸空港方面まで約１時間のクルージングを
楽しみました。途中、潜水艦が停泊しているところや神戸空港から飛行機が飛び立つ瞬間など、普段あ
まり見られない眺めを楽しみました。予定が早まった分、神戸ベイエリア散策時間が延びて好評でした。
　その後、昼食会場の神戸ハーバーランド「万葉倶楽部」に着き、永田支部長の乾杯の音頭で昼食会が
スタートしました。昼食後は１８階にある足湯に人気が集まり、多くの人が足湯に入りながら眼下の神
戸市内一望を楽しんでいました。また、土産物売り場でも多くの人がお土産を買い求めていました。
　その後は神戸南京町（日本三大チャイナタウン）へ移動し、１時間程度の自由散策やお土産品と名物
店の飲食を楽しみました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記：冨上　博美）

遊覧船乗船前の２号車の皆さん遊覧船ファンタジー号 遊覧船乗船前の１号車の皆さん
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京 都 支 部
だ よ り

今年の一年を振り返って

秋のレクリエーション

（神戸港クルージングと中華街をめぐる）



南京町でバスの到着待ちです 帰路の新名神宝塚北SAで買い物 帰路のバス車中で健康クイズ

ただいま昼食中 役員と会員さんで記念撮影 万葉俱楽部の足湯を楽しんでいます

万葉俱楽部の足湯で満足です 神戸南京町を散策 神戸南京町の中央部

京都駅八条口に集合 神戸港ファンタジー号乗船前 船内を見学

船内からのながめ 神戸ハーバーランド 船内で懇談

神戸ベイエリア散策 支部長の乾杯で昼食開始 万葉俱楽部の豪華昼食

京 都 支 部 だ よ り ２０１8年12月１日（２）



　芭蕉は、琵琶湖周辺の自然物をさらりと詠んで
もその光景や情感が映し出されていて人は感動し 　１０月９日（火）に今年６５歳と７０歳を迎え
ますね。琵琶湖に浮かぶ鳰（カイツブリ）、雪の られる会員を対象にした「ヤング＆ミドル・シニ
中を飛ぶ鷲（ワシ）、膳所から見る湖水と周辺の ア懇談会」をビアレストラン「ミュンヘン」で開
山々、松の様子、浮御堂の扉を開き月光を浴びた 催しました。
仏像を拝んだ感動等々。芭蕉は黄泉の国へ旅立つ 　１部の懇談会には対象者２０名、支部役員１１
直前に近江で眠りたいと望んでいました。 名の合計３１名が出席され、最初に自己紹介（近
　「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」大阪での句会 況報告）から始まりました。皆さんそれぞれ思い
のとき、体調を崩した彼は大勢の弟子に見守られ 思いに自己紹介や近況報告をされました。
ながら５１歳で永眠し遺骸は膳所の義仲寺に運ば 　引き続き永田支部長より松愛会と京都支部の活
れ葬られました。「旅に病んで」の句は元々辞世 動における最新情報について報告がありました。
でなく病に臥しながら弟子と句の工夫をしていた 内容は①大阪北部地震の被災申請状況について、
ものと言われていた芭蕉の絶唱です。芭蕉はびわ ②新入会基準で入会された方の内訳説明③京都支
湖や野山の自然をこよなく愛しました。四季折々 部の現況調査結果と経年実態の状況等です。最後
の様子を句に詠むとき、対象の事物の立場に立っ は全員の集合写真撮影で１部を終了しました。
て接しているのが句碑巡りをしていてよくわかり 　２部では対象者２６名、支部役員１０名の合計
ます。芭蕉は歩き続けて芸風を磨きました。私も ３６名で二火会に合流して飲食をしながらの交流
毎日歩くことだけは続けたいと願っています。 会になりました。西脇副支部長の司会で始まり、

永田支部長の乾杯で懇談会がスタートしました。
バイキング料理やビール等の飲み物を楽しみなが

≪寄稿のお礼≫ ら、時間の経過とともに少しずつ参加者同士が打
　上村さんには１年間歩こう会の貴重な経験談を ち解け合い交流が深まりました。宴の最後は、二
ご寄稿いただき誠にありがとうございました。 火会の山之内さんの閉会の挨拶、波多野さんの一
これからもお元気で今後の健康とご活躍をお祈り 本締めで閉会となりました。
申し上げます。 （記：横山　一夫）
　　　　　（記：京都支部だより編集委員一同）

　お気をつけてお帰りください

（完）　　（寄稿）上村弘太郎さん

　参加ありがとうございました談笑の全開です 波多野さんの締めの挨拶

２部開宴前の談笑 西脇副支部長の司会で開宴 話がはずみます

全員で記念写真 懇談会の始まり 永田支部長の挨拶 説明を聞いています

談笑中です

ミドル・シニア自己紹介 ヤング女性会員自己紹介 ミドル・シニア自己紹介 ヤング会員自己紹介

京 都 支 部 だ よ り２０１8年12月1日 （３）

歩こう会の思い出（3） ヤング＆ミドル・シニア懇談会

ヤング＆ミドル・シニア懇談会の様子



　これから徐々に紅葉の季節を迎える１１月５日 　日ごとに秋が深まってきた１１月４日（日）
（月）にホテルロイヤルヒル福知山＆スパにおいて に鴨川クリーンハイクを実施しました。当日は
北部地区会員懇談会が開催されました。これは、地 朝から小雨がパラつくなど心配な空模様でした
理的制約もあり、日頃松愛会活動への参加が困難な が、スタートの１０時頃からは雨もやみ、支部
府下北部在住の会員を対象として、支部の活動内容 からは計１８名の皆さんが参加しました。北大
や松愛会全体の課題や現況の報告とともに、会員相 路橋西南詰めに集合し、事務局からの挨拶・諸
互の親睦と交流を図るために毎年１回開かれており、 連絡の後、全員で記念撮影を行って出発です。
本年が１４回目となります。第一部は永田支部長よ 北大路右岸河川敷を北に向かい、北山大橋左岸
り支部の現況についての説明の後、会員が抱えてい なからぎの道を通ってスタート地点まで戻る約
る課題に対する率直な意見交換が行われました。 1.7kmを歩きごみの清掃に取り組みました。
　引き続き、第二部では飲食をしながらの和やかな 　これまでの継続した活動の効果か、目立った
雰囲気の中、参加された会員から自己紹介や近況を ごみはそれほど見当たりませんでしたが、それ
交えた多彩な話題に予定をオーバーするほど大いに でも木の切れ端や鳥の羽根、低木の間に捨てら
盛り上がりました。最後は、眞下さんの締めの挨拶 れた袋を丹念に拾い集めたりした結果、ゴール
で次回の再会を期してお開きとなり、それぞれ会場 に着く頃には、今日の成果を手にして満足気な
を後にしました。　　　（記：萩原　慶一） 様子で帰途につきました。（記：萩原　慶一）

懇談会に参加された皆さん 眞下さんの締めの挨拶で閉会 　参加者全員で記念撮影

●第５７回竹林保全ボランティア
　・日時：２０１８年１２月８日（土）９：３０～１２：００
　・内容：伐採、献灯用竹筒の切り出し
　　　　　　　　（阪神・淡路大震災「１．１７の集い」へ提供）
●第５８回・第59回竹林保全ボランティア 【支部異動情報】　　　　（敬称略）

・日時：２０１９年４月１３日（土）と２０日（土）
・内容：筍掘り（伐採作業なし）    9：３０～１２：００ <入会>　下村行弘･佐竹一郎･

6 　　　　渡辺健一･千村盛幸

【2018/19年度支部行事計画】 【同好会活動】<スケジュール> 月 <転出>　佐竹一郎

月 日 曜  京都歩こう会  第４又は第２金曜日  <死亡> 渡辺行雄･菱田ヱイ子･佐々木良平

 友愛訪問  ゴルフ同好会  第１木曜日 ７ <入会>　郷間秀一

12 15 土  同好会・OB懇談会  麻雀同好会  第２･第４木曜日 月

１ 14 月  新春懇親会  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会  毎週水曜日 <入会>　川原　司･式田　優･

３  健康づくりイベント  二火会（ﾂｰｶｰの会）  第２火曜日 8 　　　  宇都宮  哲･上田鋭子

４  新会員懇談会  京都･学ぶ会 １/2８･3/25･5/27 月  <転出>  松本史朗･松本満壽子･田中善武

４  全国総会  絵手紙同好会  第２･第４火曜日  眞方和夫 　<死亡>　芦田節雄･　他1名

５  支部総会  ボウリング同好会  第３木曜日 ９ <入会>　市野瀬熊雄･小野浩史･

 長岡京竹林整備活動  写真同好会  第２木曜日 月 　　　　佐々木紀代子

 鴨川を美しくする会  パソコン同好会  第１金曜日  <死亡>　柴山忠能 　 <転入>　北原敏行

【支部役員担当地区及び連絡先】 ※　京都支部だより編集委員

北区・左京区 益田　芳一※  075-712-8826 向日市・西京区（東） 横山　一夫  075-931-6317

上京区・中京区 西脇　武和  075-801-4626 右京区 加藤　博司  075-724-0912

伏見区（中） 萩原　慶一  075-571-4851 西京区(西)･長岡京市(西) 山田　徳冶  075-953-1359

伏見区（東） 冨上　博美※  090-8166-8061 府下北部(女性会員を含む) 山田　吉澄※  0771-23-9832

下京区･南区 丹羽　　弘※  075-314-2139 伏見区(西) 疋田　利春  075-934-2160

東山区･山科区 細野　　修  090-6964-8531 長岡京市（東）・大山崎 髙橋　睦夫  075-951-2481

山科･南･伏見区（中･東） 今田さち子※  075-592-9370 長岡京市(東･西)･向日市 小南　博子  075-672-0978

中京･右京･西京区(東･西) 森岡　早苗  075-802-1435 伏見区(西)･大山崎町 　　〃 〃

北･左京･上京･下京･東山区 舌　よし江  075-761-0509 ◇女性地区委員は女性を担当
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京 都 支 部 だ よ り ２０１８年１２月１日（４）

竹林保全実施予定日程

北部地区会員懇談会を開催 鴨川クリーンハイクを実施


