
第 52号                           平成 27 年  9月 1 日 

 
                                 高齢者大学同窓会 摂津 広報 

 

 

 

 

 

 

長年お世話になった万博パークゴルフ場が、

６月末をもって閉場になる との情報を入手し、

あわてて皆さんと相談のうえ 6月 28日 (日) 

を予約しました。 

開催当日は、雨が直前に降りましたが、プレ

ー時にはやんでいて 雨の影響はありませんで

した。午前 10時に参加者 10名が集合しました、

やがて閉場となるグラウンドは、芝は 伸びほ

うだい、カップ周辺は 草ぼうぼうの状態で コ

ンディションは最悪でしたが、皆さん大いに盛

り上がり楽しいひと時を過しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

後半は恒例になった「おゆば」での昼食会、

美味しい料理を食べながら 成績発表と懇談に

移りました。 

優勝は 小西 進さん、賞品を片手にビール

で乾杯、皆さんの祝福を受けました。あっと言

う間に時間が経ち 会話は尽きませんが、お世

話になったパークゴルフ場に想いを馳せ、第 8

回 パークゴルフ大会を終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万博会場が閉場になりますので次回からは、

皆様の意見を取り入れて「何でもアリーナ」に

して、やってみましょう。老いに負けない楽し

い行事にして、絆を深めましょう。 

ご意見 お待ちしています。 

堺 信子 ＜担当役員＞ 

   

第 8回 パークゴルフ大会 

最後のパークゴルフを楽しみました 

 



 

 

 

マレーシア旅行に想う 
 

 

数年前にシンガポールを旅行した際に一部

陸続きのところをバスで入国したことがあっ

た、入国審査を受ける際 自動小銃を持った人

がいたのには びっくりさせられた、これが俗

に言う国境の厳しさであろうと思わされた。 

マレーシアは、東南アジアのマレー半島南部

とボルネオ島北部を領域とする連邦立憲君主

制国家である、今回のマレーシア旅行は マレ

ーシア人留学生を当方で 1週間ほど面倒を見た

関係で親がぜひとも一度来てくださいとの招

待もあり行ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前置きはさておき、一口でマレーシアに行く

といっても飛行機の手配から日程をも決めな

くてはいけない、一番心配だったのが言語であ

る、インターネットで調べるとマレー語が大半

で あとは中国語・韓国語であると出ている、

私には一切わからない言葉である。そこで先ず

考えたのが 前年度に留学生として来宅した息

子のローレンスが同伴してくれるかを問うた、

出来る限り同伴するとの返事をもらい一安心

でした。 

マレーシアの首都クアラルンプールに向け

出発、到着後 国内線へ乗り継ぎ目的地のミリ

まで約 1 時間で着きました。空港では 両親と

息子ローレンスが迎えてくれました、車に乗り

約 30分で自宅に着きました。 

家族構成は、ご主人は 建設技術者、奥さん

も手広く仕事をしているらしい、子供は 6人で 

長男であるローレンスは現在ロシアに医学生

として留学している、他にメイドさんが一人い

ました。 

ホームステイをして感じたことは、小学校低

学年の 3 人の子供が 朝早くから学校に行き、

塾に行って帰ってくるのが 9時以降であったの

で殆ど顔をみなかったことが強く心に残りま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 近隣には、仏教寺院やイスラム教寺院などが

あり 色々な宗教が入り混じっている、外出し

た時がダマランの最終日に当たり外食の屋台

がいっぱい出ていました。 

 翌日は朝から、長男の友達が観光案内をして

くれました。車で 2 ～ 3時間走り森林に到着、

森の中を 1時間程歩くとドームのような大きな

洞穴がありました。40 ～ 50メートルある天井

から竹竿やロープなど 梯子の代りになるよう

なものがぶら下っていました、その先端をよく

見ると噂で聞いていた燕の巣がありました。梯

子のようなものは 巣を取るためのものだと聞

かされました。散策の後 再び 2 ～ 3時間掛け

て自宅へ戻り、今度は 市郊外へ足を運び、郊

外の素晴らしい景色を案内してもらいました。

帰宅が遅くなり、疲労困憊で シャワーを浴び

てすぐに就寝しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 殿 

仏教寺院の一部 

寺院の天井 



二日目はクアラルンプールに行き市内観光です、王国なので まず初めに、絢爛豪華な宮殿を見

学しました、続いて仏教寺院を見学、最後にツインタワーを見学しました。宿泊したホテルは、バ

スタブもありゆっくりとくつろげました。 

いつも思うのだが 語学がもっとできたら、英語で いい相手と意思が伝達できたらと思いながら

今回も帰国の途に就いた。 

27期 園芸 浅井 春雄 

 

 

 

 

 

 

 

今年も 49 名と大勢の皆さんに ご参加頂き

有難うございました。 

毎年利用していましたレストランが閉店しま

したので、急遽変更しました。今回は 繁昌亭

から少し離れた場所の食事処になりました。 

皆さんに 歩いてもらわねばいけないので心

配しましたが、天神橋商店街は 各店の冷房の

影響か、歩行中も案外涼しく又、各店の商品な

どを見定めながら歩き 思ったより楽に歩けま

したので、かえってよかったみたいで安心しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事処の「すし半」で約 1時間、お食事をし

ながら 久しぶりに会った人との歓談に花が咲

きました。話は尽きませんが、少し早めに食事

処を出て 繁昌亭に向いました。 

繁昌亭では 落語 8席、音曲漫才、マジック と

楽しみました、落語の演目は 動物園とか平林、 

植木屋など、なじみの お話が多かったので楽

しかったです。 

終ってから、繁昌亭の前で 林家 染雀、桂 あ

やめ 両師匠に入って頂き、全員で記念写真を

撮り、その後解散しました。 

 皆さん お疲れさんでした。 

28期 上演芸 吉田 雄彦 ＜お世話役＞ 

 

 

 

 

 



訃報 

 

今年度も 平成 28 年 2 月 22 日・23 日の両日、吹田市文化

会館 (メイシァター) において、第 8回大阪府高齢者大学同窓

会文化祭が開催の予定です。昨年度は 展示部門で、12名の

会員の皆様から絵画、書、陶芸、折り紙、絵手紙、バルンア

ート、クラフト等の作品を出展いただきました。おかげさま

で 同窓会摂津 担当のブースを、美しく飾ることが出来ました。今年も会員の皆様の作品を是非と

も出展いただき、摂津のブースを飾りたいと思っています、出展いただきますようお願い致します。

尚、演芸部門においても ご参加いただきますようお願い致します。 

 

 

日 程：平成 27年 9月 29日 (火) (講話、健康体操実技等) 

場 所：摂津市立 イキイキプラザを予定 

講 師：池端 裕子先生 

詳細は配布済の案内書を ご覧ください。 

日 程：平成 27年 10月 28日 (水) 

場 所：大山崎町、天王山山麓 

詳細は配布済の案内書を ご覧ください。 

日 程：平成 27年 11月  (未定) 

場 所：京都周辺を予定 

 

 

高大同窓会摂津の会員 久米 昴児 (18期 英語) さん が 、 

八月に ご逝去されました。謹んで ご冥福をお祈り致します。 

 

 

今夏も 大阪市の猛暑日が、連続で 11日間 続くなど厳しい夏でしたが 

いつの間にか 騒々しい蝉の声が途絶え、涼やかな虫の音に替り、空には 

赤トンボが群れで 飛んでいます。季節の移ろいを感じます。 

八月の役員会で「同窓会摂津の歴史」が話題になりました。私達役員も 

「摂津の歴史」に関わる書類等を目にした方は僅かでした。今回歴史に詳しい先人に伺い 

ましたので概要を記載致します。 

1、昭和 54年 4月：大阪府老人大学 開校  第 1期生入学。 

2、平成元年     ：摂津市  同窓会・桜美会を設立。 

3、平成 13年 4月：大阪府老人大学北同窓会摂津支部 (14番目の支部) として加入。 

4、平成 20年 4月：大阪府高齢者大学同窓会摂津 (改 名)。 

5、平成 27年 4月：現在に至る。 

高校野球 100年の歴史には、ほど遠いですが、同窓会摂津もそれなりの歴史があります、 

先人達が残した会を継承し、新しい 1ページをつくりたいと思います、会員の皆様の ご 

協力をお願い致します。 

山崎 徹 記 

今 

後 

の 

行 

事 

予 

定 

役員会 より  

文化祭展示作品出展のお願い 

 


