
4月号
電話 079‐564‐7501

ハイキングのご案内
シルバーハイキングサークル・さんぽ会

2019年5月例会

行 先 加茂勢山「通称ポンポン山」

月 日 5月18日(土）

集合時間 AM 7時45分

集合場所 JR三田駅改札口

参加費 300円（保険料等に充当）

※ 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、土屋まで

３月１８日（月）第４回の三田まち歩き
が開催されました。
前日までの嵐とは打って変わって、スカッ
とした春空のもと、会員４４名とガイド４
名で朝１０時に新三田駅を出発しました。
今回は、新三田駅から福島大池まで、山の
中を歩くコースでした。
最初の目的地である青龍寺は、とても綺

麗なお寺で、ここの由来や地域の昔話を
じっくり聞かせてもらいました。次は、森
の中でひと際目立つ八幡神社へ。ここでは、
狭くて急角度で長い階段を上がり、お参り
をしました。心地よい鳥の鳴き声と小川の
せせらぎに囲まれながら、森の中を通って
いきました。 森を抜けると、太陽の光に

反射してキラキラした水面の
福島大池が目の前に現れまし
た。半周程歩いたところにあ
る、かやぶき民家でお弁当を
頂きました。

昼食後は、有馬富士公園線か

ら新三田駅へ下りました。

約１０ｋｍを説明を聞き、

色んな方とおしゃべりをしな

がら、３時間ほどかけて歩き、

心地よい疲れの中、新三田駅

で解散しました。

平成31年
( 公社) 三田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

お知らせ

４月例会時の春のワンデイチケットの購
入方法が変更になりました。前日までに
みどりの券売機にての購入となりますの
で、参加を予定されている方はお間違え
の無いようにされて下さい。

第４2回シルバーゴルフ大会（SGC）

先般３月２６日（火）は、関西クラッシックゴルフ倶楽

部でいつもより少ない１２名が参加し楽しみました。こ

の日は天候に恵まれ、朝のスタートからセータを脱

ぐほど温かく、ナイスショット・アレーどこいったと叫びな

がら、上位を目指し奮闘しました。結果は次の通り

で、次回の開催を約束して、散会しました。

グロス ハンディ ネット

優 勝 大隣 誠 94 22.8 71.2

準優勝 浜森伸昭 87 15.6 71.4

３ 位 岡田 清 104 27.6 76.4

（敬称略）

次回は６月６日（金）に東条ゴルフ倶楽部で開催
いたします。詳細な案内は ふれあい５月号でお知
らせ致します。

幹事 岡田



4月11日～5月15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

午前

大正琴（作） 午後

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

ひばり会（作）～PM コーラス（多） 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

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

ひばり会（作）～PM
フォトさんだ（多）

コーラス（多） オカリナ（作）～PM 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（サ） 書道(多) 尺八（サ） 午後

28日 29日 30日　退位の日 1日　退位の日 2日 3日 4日

午前

午後

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

コーラス（多）
手作りコットン（サ）～PM

オカリナ（多）～PM 午前

大正琴（作） 書道(多) 尺八（サ） 午後

12日 13日 14日 15日

フォトさんだ（サ） 午前

囲碁・将棋（サ） 絵手紙（サ） つくし（作） 午後

振替休日

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 ・・・・・・・・・・ 平野 勲

フラワー 班 ・・・・・・・・・・ 喜多 勇

ウッディ A    班 ・・・・・・・・・・ 渕上 均司

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。

サークル・同好会 例会開催予定表

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）

ひばり会 ・・・・・・・・・・ 岩 本

囲碁将棋 ・・・・・・・・・・ 長 村

書道 ・・・・・・・・・・ 西 本

尺八 ・・・・・・・・・・ 坂 井

つくし（詩吟） ・・・・・・・・・・ 中 島

コーラス ・・・・・・・・・・ 平 野

手作りコットン ・・・・・・・・・・ 浦 部

「さんぽ」会 ・・・・・・・・・・ 土 屋

大正琴 ・・・・・・・・・・ 桑 室

カメラ ・・・・・・・・・・ 清 水

絵手紙 ・・・・・・・・・・ 木 挽

オカリナ ・・・・・・・・・・ 武 川

スキー ・・・・・・・・・・ 後 藤

ゴルフ ・・・・・・・・・・ 野 入

実際に起こった歴史的な事件で、初代国鉄総

裁となった下山定則氏（三田市出身）は、国

鉄発足に伴う人員整理をめぐり、労働組合や

共産主義団体の圧力に頭を悩ませます。

更にはGHQ内部の対立や、私腹を肥やそうと

する秘密結社など、それぞれの思いの渦に巻

き込まれ、轢死に見せかけた列車事故で暗殺

されてしまいます。

複雑に入り組んだ事件の背景により、警察は

真相を暴けずに捜査は終わってしまうのです。

昭和の日 みどりの日

子供の日

憲法記念日


