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少し遠いですが、滋賀県高島市のマキノ高原に

続く道の、約2.5kmに植えられている、中国原産

の針葉樹、落葉する杉の一種です。

「セコイア」に似ていることから、

「メタ（変形）セコイア」と呼ばれている。

行 先 マキノ・メタセコイア並木道

月 日 11月18日(土）

集合時間 AM  8時15分

集合場所 JR三田駅改札口

参加費 200円（保険料等に充当）

※JR「秋のワンディパック」を利用しましょう。

※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

中兵庫信用金庫ウディタウン支店のロビーでの展覧会

は、毎年恒例の開催となっており、今回も 8月20日から

9月1 9日までの展示期間中には沢山の来場者が訪れ、

盛況のうちに無事終了されました。

現在、このサークルの 1 5名のメンバーは、

定期的な撮影会と講師による指導で、

日々技術を磨かれているところですが、そ

の他にも、カメラに関する話題や、撮影ス

ポッ ト等の情報交換で、親交を深められ

ているそうです。興味のある方は、ご参加

されてはいかがですか。

（代表：清水 連絡先裏面）

マキノ・メタセコイア並木道

9月25日（月）関西クラシックゴルフ倶楽部(清水・大

洞コース）に於いて、ゴルフコペを開催しました。

グロス ハンディ ネット

優 勝 浜森 伸昭 80 8.4 71.6

２ 位 溝越 多久馬 92 18 74

３ 位 岡田 清 97 22.8 72.2

B G 浜森 伸明 （敬称略）

※次回開催：12月14日（木）
関西クラシックゴルフ倶楽部（コース変更）で
再度開催を予定しております。

代表者：佐藤

第３７回

ゴルフ同好会コンぺ成績



10月11日～11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
11日 12日 13日 14日

オカリナ（作）～PM 午前

書道（作） 尺八（サ） 午後

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日

手作りコットン（作） ひばり会（作）～PM コーラス（多） オカリナ（作）～PM オカリナ（多）～PM 午前

ほほえみタイム（作）
囲碁将棋（サ）

つくし（作） 尺八（サ） 大正琴（作） 午後

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

ひばり会（作）～PM コーラス（多） オカリナ（サ）～PM 午前

囲碁将棋（サ） 絵手紙（サ）
書道（多）

大正琴（作）
尺八（サ） 午後

29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日

コーラス（多）
オカリナ（多）～PM
ひばり会（作）～PM

午前

囲碁将棋（サ）
書道（多）
つくし（作）

尺八（サ） 午後

5日 6日 7日 8日 9日 10日

コーラス（多） オカリナ（多）～PM

ほほえみタイム（多）
囲碁将棋（サ）

大正琴（作） 書道（多） 尺八（サ）

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 ・・・・・・・・・・ 清 水

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 班 ・・・・・・・・・・ 喜多 勇

ウッディ A   班 ・・・・・・・・・・ 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

シルバー人材センター事務所 ２階ロビー 2017.9 .29撮影



（2016 米）

悲しみに暮れている未亡人（シャーリー・マクレーン）

に保険業者からの1通の手紙・・・

なんと！保険金が手違いで500万ドル

（約5億5千万円）が振り込まれた。

慣れない大金で一旦は返そうとしましたが、

旧友にそそのかされ、リゾート地で思い

っきり豪遊することに・・・豪華ホテル

に宿泊、カジノにショッピング、挙句の

果てにロマンスまで・・・

ところが詐欺師にひっかかるは、保険業者

が返還を迫るはで、ハチャメチャ、ドタ

バタのコメディ映画です。

さてラストはどうなる事やら・・・(^_^;)


