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名勝を訪ねて
南禅寺、哲学の道 散策
恒例の名勝を訪ねて、今回は「南禅寺」と「哲
学の道」を散策しました。平成 27 年 11 月 11
日 阪急電車京都線・烏丸駅から京都市地下鉄
に乗換え「蹴上駅」に向います、駅を出て少し
歩くと南禅寺の境内に入りました。

3月

摂津

1日

広報

「哲学の道」散策は、まず 若王子神社参拝か
ら始めました、ここで集合写真を撮り、ゆっく
りと疎水に沿って約 2Ｋｍ 歩きました。紅葉は
ベターとは言えませんでしたが 人出も少なく、
なんとなく心がやすらぎました。
冬枯れ時の「哲学の道」散策も風情があって
良いのでは、と感じました。

昼食は 哲学の道 近くの割烹・かつ竹で湯豆
腐料理を食べました。二階の一部屋が用意され

他の行事との競合もあり 参加者は 10 名と少
なかったのですが、好天に恵まれ気持よく散策
が出来ました。境内の紅葉は まだ少し早いよ
うでしたが、三門や水路閣など いつ眺めても
飽きない景色でした。時期が早く平日だった関
係で人出はそれほど多くありませんでしたが、
外国の方や人力車が目立ちました。

ていて、気兼ねなくいろいろな話が出来ました。
食事の終了を待って解散とし、近くのバス停か
ら帰路につきました。
柳原 修 ＜担当役員＞

新年会を開催

2016 年 1 月 28 日「石切温泉・ホテル セイリュウ」(東大
阪市上石切町) において新年会を開催しました。会員の皆さん

石切温泉・ホテル セイリュウ

の「送迎バス使用で送迎時間が短い場所」との要望に沿って
選定しました。又、今回は ご参加頂いた皆さんがゆっくり
食事と歓談ができるように、余興を減らしビンゴゲームとカラオケのみにしました。参加者 20 名
で石切神社参拝、参道商店街散策、食事と温泉を楽しんだ一日でした。
1 月 28 日 まずまずのお天気のなか、集合場
所の阪急摂津市駅前を 10 時の予定より早く出
発、途中 モノレール南摂津駅前に寄り、参加
予定者 20 名全員を乗せて送迎バスは石切神社
へ向いました。

12 時 30 分 待望の宴会の始まりです、会長挨拶、
乾杯と続き やっと料理を味わう時となりまし
た、初参加の方が多く自己紹介をしながら食事
を進めました。お酒も入りお腹が膨らんだころ
カラオケタイムです、デゥエットあり、摂津の
荘厳なたたずまいの石切神社に参拝、両手を合
わせ各々の願いを祈りました。参道商店街は信
仰の深さを思わせる昔ながらの風情漂う街並
みです、上り坂を汗だくでホテルセイリュウへ
と向いました。東大阪が一望できる最上階の温
泉に入浴する方、話に花が咲く方に分かれ ひ

布施 明かなと思うほどの歌い手もいます。軍
歌あり演歌ありで皆さん 3 曲は唄われたので
は、最後に 本場の河内で河内音頭に併せて女
性軍が踊りました。

と時を過しました。

アッと言う間に時間が経ち、恒例のビンゴゲームの賞品を片手に 午後 3 時にホテルを後に帰路に
つきました。ご協力下さった方々に心よりお礼申し上げます、楽しい一日を有難うございました。
堺 信子 ＜担当役員＞
昨年 9 月に続き、今期 2 回目の「第 7 回健康教室」を 平成 28 年 2 月 16 日 (13：30 ～ 15：00) い
きいきプラザ 2 階 第 1 会議室に於いて開催しました。会員外からも希
健康教室を開催
望者を募り 30 名の皆さんに参加いただきました。講師は 池端 裕子
先生で今回が 5 回目です、
「健康な体と心づくり」について講話と実技
指導を 90 分間受けました。尚「体組成の測定」は、測定器の故障で今回も実施できず残念でした。

今回 先生から、
「気持よく、楽しく体を動か
し、体と心の こりをほぐすための運動」につ
いて学び実践しました。まず 筋力トレーニン
グでは、スクワット、ヒールアップ、片足立ち
などで 大腰筋や大腿四頭筋、脊柱起立筋など
を鍛え足腰の筋力低下を防ぐと伴に腰痛や膝

トであるとのお話が心に残りました。

痛を防ぐ運動を行いました。

続いては、認知症に関わる話で、認知症高齢
者の現状 (65 歳以上について、2012 年の厚生労働省
推計値) は、
認知症高齢者約 462 万人、ＭＣＩ(軽
度認知障害) 約 400 万人で 2020 年には認知症高

又、ストレッチングで筋や関節を伸ばし柔軟性
を高め、関節の可動範囲を増し、しなやかな動
きにつなぐことの大切さを学びました。最後に
ウオーキングに代表される有酸素運動の一部

齢者が約 600 万人と推計されています。医学の
進歩で認知症の発症、進行には加齢以外のさま
ざまな要因があることが分かり、たとえば 変
化や刺激に乏しい生活を続けると脳の神経細
胞をあまり使わず、使われない神経細胞は死に
ます。従って 日頃から過度に脳を刺激し神経

を実践して終りました。筋トレ、ストレッチ、
有酸素運動に加えて バランス能力、認知症予
防の運動を日常生活のなかで自分流に取り組
み習慣化、日常化することが最も大切なポイン

細胞を活性化させることが、認知症予防につな
がるとの考えです。私たちの「健康教室」も活
動を強めて認知症予防につなげたいと思いま
す。

最後に全員で、有酸素運動に
認知課題 (頭の体操) を組み込
んだ運動を気持よく、楽しく行
って終了しました。リズムのあ
る運動をしながら、引き算をす
る、左右の腕を逆回転させるな
ど、脳に刺激を与え 脳の血流を
増やして活性化を図る運動の大
切さを実感しました。
山崎 徹 (記)
平成 28 年 2 月 23 日 ～ 24 日の 2 日間、府下 15 の同窓会支
部と 10 のクラブ・団体の参加のもと、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」

文化祭を開催

第 8 回文化祭に参加して
が 盛大に開催されました。内容は 展示会、演芸会、講演会
の 三部門で開催されました。開会式直後の講演会で「健康増
進！介護予防に音楽の力を！」の演題で、NPO 法人 吹田市音楽療法推進会 おんがく・さーくる・

コスモス の 増田 左知子さんが、音楽のもつ
生理的、心理的、社会的働きを用いて 心身の

り上げて頂き 有難うございました。

回復、機能の改善や生活の質向上などに向けて、
音楽を意図的に又、計画的に使用することにつ
いての講演がありました。これからは、日々の
生活に音楽を採り入れ、明るく・元気に過ごし
て 生きたい と感じました。

今回も 各同窓会の方々の展示作品やホール
での演芸発表を観させて頂き、出品者等の長年
に渉り培われた 経験、知識、特技、技術など
に大いに感激し 又、素晴らしいパワーを戴い
たように思っています。
最後に 今回の文化祭において、役員、班長
本同窓会は、展示部門において 新しく 2 名
の方が参加され、14 名の方々に絵画、写真、陶
芸、折り紙、絵手紙、バルーンアート、クラフ
トなどの作品を展示して頂きました。又、演芸
会にも数名の方が参加され 大いに文化祭を盛

総会開催のお知らせ

さんには 前日の作品搬入及び展示、当日の監
視、撤収などに ご協力頂き無事終了すること
が出来ました、有難うございました。
葭中 勉 ＜担当役員＞

日 時：平成 28 年 4 月 28 日(木) 10：30 ～ 14：00
場 所：コミュニティプラザ コンベンションホール

早や 三月、今年も「高大同窓会摂津」の、会員登録の継続をお願いす
る時期が近づいて来ました。役員会として、高大・北部カレッジ新卒予
定者を対象に、現地に出向き PR 活動に努めて来ました、今のところ 3 名
の方が入会の予定です。新しい人を増やし会の活性化を目指しますが現状は厳しいです。
これからも 会員の皆様の期待に応えられる役員会として頑張る所存です、会員登録の継続を
よろしくお願い致します。尚、総会 (4 月 28 日) の開催が予定されています、お忙しいところ
恐縮ですが ご出席頂き「会」発展のための 助言をお願い致します。

