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ハイキングのご案内

2017年9月例会

戦国時代の山城と、桜と紅葉で有名な、

北摂屈指の景勝地耶馬渓を歩く。

行 先 高槻・芥川山城と摂津耶馬渓

月 日 9月16日(土）

集合時間 AM  9時00分

集合場所 JR三田駅改札口

参加費 200円（保険料等に充当）

持ち物 雨具・弁当・水筒・防寒衣など

※コースは、その日の状況で変更する事が
あります。予めご了承ください。

参加は自由です、当日集合場所、集合時間まで
に参集ください。

お問合せは、牛谷まで

シルバーハイキングサークル・さんぽ会

7月6日・7日に会員79名が夏晴れの中、京都へ日帰り

バス旅行に行きました。

最初に到着した二条城では、修復したての「東大手門」

から入場し、二の丸御殿に向かいました。ウグイス張り

の廊下を歩きながら見た3,000面以上の障壁画は、とて

も華やかで見ごたえがありました。場内は１時間では足

りないほど、とても広かったので、天守閣跡や茶室があ

る清流園などは足早やな見学となりました。

昼食は智積院会館一休庵で、いくつもの小さな器に

色とりどりに並べられた湯葉料理を堪能しました。

午後からは昨年７月より通年公開となった京都御所

へ移動。一歩中へ入ると、市街地にあることを忘れ

てしまうほど、静かで緑豊かでした。そして、その

中にある承明門の朱色が一際輝いており、吸い込ま

れるようにくぐると、そこには紫宸殿が堂々とそび

え立っていました。その後、大小様々な庭や御殿を

見学し、御所から少し離れた廬山寺に到着。紫式部

がそのほとんどの作品を執筆したと言うこの場所で

は、満開の桔梗に癒されました。

最後におたべ本館に

立ち寄り、三田へ

帰ってきました。

貸切バスの料金システム変更に伴い、旅行費用

も全体的に高くなっています。福利厚生部会で

は、これまでも現状維持をベースに努力と工夫

を重ねて参りましたが、それも限界にきつつあ

ります。そこで、今年度12月に予定しています

日帰り旅行から、会員負担額を500円～1,000

円程上げる検討をしています。

値上げ分以上により充実した企画にして参りま

すので、ご理解の程よろしくお願い致します。

12月の日帰り旅行の詳細は10月号のエコーに

掲載予定です。



8月11日～9月10日

 (サ）サークル室   (多）多目的室   (作）軽作業室　（外）屋外

日 月 火 水 木 金 土 時間帯
9月10日 11日 12日

午前

午後

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日

ひばり会（作）～PM オカリナ（作）～PM 午前

囲碁将棋（サ） つくし（作） 尺八（サ） 大正琴（作） 午後

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日

コーラス（多） オカリナ（多）～PM ひばり会（作）～PM 午前

ほほえみタイム（多）
囲碁将棋（サ）

絵手紙（サ） 書道（多）
大正琴（作）
尺八（サ）

午後

27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日

オカリナ（作）～PM ひばり会（作）～PM 午前

囲碁将棋（作） 尺八（サ） 午後

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

手作りコットン（作）～PM コーラス（多） オカリナ（作）～PM 午前

ほほえみタイム（多）
囲碁将棋（サ）

大正琴（作） つくし（作） 尺八（サ） 午後

サークル・同好会代表 連絡先 （活動の詳細は下記代表までご連絡下さい）

サークル・同好会 例会開催予定表

「さんぽ」会 ・・・・・・・・・・ 牛 谷

大正琴 ・・・・・・・・・・ 西 村

カメラ ・・・・・・・・・・ 水 野

絵手紙 ・・・・・・・・・・ 木 挽

オカリナ ・・・・・・・・・・ 前 田

スキー ・・・・・・・・・・ 後 藤

ゴルフ ・・・・・・・・・・ 佐 藤

コーラス ・・・・・・・・・・ 大久保

手作りコットン ・・・・・・・・・・ 浦 部

ほほえみタイム ・・・・・・・・・・ 岡 田

ふれあい 給付金の手続き

ふれあいでは会員の皆様方の給付事業として、米寿

祝い金・入院見舞金の給付金に該当する事項が生じ

た場合、下記に掲げる地域班役員さんに申請用紙を、

お渡ししておりますので、気軽にご相談下さい。

地域班 役員氏名 連絡先

三田 班 ・・・・・・・・・・ 児子 益久

三輪 班 ・・・・・・・・・・ 垣内 義孝

広野 班 ・・・・・・・・・・ 辻本 安正

藍・本庄 班 ・・・・・・・・・・ 志方 啓祐

小野 班 ・・・・・・・・・・ 岩磨 啓造

高平 班 ・・・・・・・・・・ 山田 伸顕

フラワー ・・・・・・・・・・ 喜多 勇

ウッディ A   ・・・・・・・・・・ 篠原 穰

ウッディ B   班 ・・・・・・・・・・ 佐々木 八郎

（敬称略）

◎ 米寿祝い金について

米寿（８８才）に達した時、現在の満年齢が

８８才になられた方です。

◎ 弔慰金について

会員及び配偶者が亡くなられた時。

◎ 入院見舞金について

会員が３０日以上の入院加療した時。

※ 事由発生後３ヶ月以内とします。

但し 同一疾病で、再入院が３０日以上で

あっても支給しない。

◎ 給付金の請求については、

事由発生後、3ヶ月以内とします。

ひばり会 ・・・・・・・・・・ 佐々木

囲碁将棋 ・・・・・・・・・・ 長 村

書道 ・・・・・・・・・・ 西 本

尺八 ・・・・・・・・・・ 山 田

つくし（詩吟） ・・・・・・・・・・ 中 島

絵手紙同好会
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「キネマの神様」 原田 マハ著

若い時には稼ぎの殆んどを、博打と映画鑑賞につぎ込んだ頑固

親父と、会社の気質が合わず自主退職したキャリアウーマンの

娘。個性的な親子でぶつかり合いもありますが、

いずれも映画好き。

そこに小さな名画座の支配人や、

販売不振の映画雑誌社の編集者、

引きこもりのブロガーなどが絡み合い、

映画を通じて世界に影響を及ぼす、

一大ムーブメントにまで発展しますが、

さてそのラストは・・・・？

読み終わったあと、なんだか

映画を見たくなるような作品です


