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兵庫支部役員会を１１月に開催 第５２回三金ゴルフコンペ

新役員体制後初めての顔合わせ 葉室新人氏(S41米英)１０回目の優勝‼
　７月の書面審議による兵庫支部総会で承認されて、　春の第５２回はコロナ禍のため中止になり、１年振り
８月１日から発足した牛丸敬孝新支部長および新役員りのコンペ開催となった第５３回三金ゴルフコンペが
体制による初めての役員会が１１月３日(火・祝)に、９月３０日(水)フォレスト市川ゴルフクラブにおいて
午後１時半から神戸市青少年会館で開催される。 　　　　　　　　　　　　　　　開催された。
　同会館では１０月１日から会議室利用を定員の50％　　　　　　　　　　　　　　　　エントリーされて
から 100％に緩和するが、マスク着用、手指の消毒・　　　　　　　　　　　　　　　いた山本信司氏は体調
手洗い、密集を避け、大声の会話を控え、発熱や体調　　　　　　　　　　　　　　　調不良で不参加にな
不良の人は入館禁止などの感染防止を徹底が前提とし　　　　　　　　　　　　　　　り、５人が爽やかな好天に恵まれて
ている。 　　　　　　　　　　　　　　　好天に恵まれてコロ
　当日の主要議題は①今後の役員会開催日程②行事予定　　　　　　　　　　　　　　　ナに負けない老人パ
定協議③その他となっている。 　　　　　　　　　　　　　　　ワー全開で、秋の一日を楽し
　牛丸新支部長からのメッセージ 　　　　　　　　　　　　　　　日を楽しんだ。
　日没が早くなり朝晩は寒さを感じる日も多くなりま (真島、高山、葉室、久芳、安徳）　　　　優勝は葉室氏が
したが皆様お変わりありませんか。 第５１回に続いて１０回目の優勝を飾り、２位も前回
　コロナ禍で日常が大きく変化し不自由やストレスを同様に高山氏が入賞、３位は久芳氏だった。
感じてる方が多いと思いますが、できる限り以前の日優勝者葉室新人氏のコメント
常を取り戻しましょう。 　本日はお疲れさまでした。私が
　支部長に就任したものの未だ何も仕事をしてなく申今日優勝できたのは、まず原因の
し訳なく思っています。先ずは役員会を開催して今後一つは同伴者、次に馴染みのゴル
の支部活動に関して皆さんのご意見を頂戴したいと思フ場ということ。そのうえ天候に
いますので役員会の参加協力をお願いします。 恵まれ楽しくラウンドできたこと
同窓会本部から です。優勝できたことは本当に嬉

令和２年度第70回総会・懇親会は来年に延期しく思います。次回も頑張ります。（葉室氏ｱﾌﾟﾛｰﾁｼｮｯﾄ）

第５３回三金ゴルフコンペ成績表 
令和２年度第２回評議会は書面会議 順位　競技者　卒年学科 ｸﾞﾛｽ　ﾊﾝデ　ﾈｯﾄ 各賞　 備考

令和２年度若者の会・女性の会も来年に延期優勝　葉室新人 S41米英   80   7.2  72.8 BG NP  10回目
２位　高山行雄　S45米英　100 24.0 76.0  NP2

　同窓会本部から、令和２年度第２回評議会もコロナ３位　久芳健二　S44中国   96 19.2 76.8  
ウィルス感染拡大防止のため、評議会は書面会議、若４位　安徳信義　S44商　　 106 27.6 78.4  BB DC
者の会・女性の会及び総会・懇親会は来年度に延期予５位　真島秀幸　S48経営　109 30.0 79.0  BM DC
定とする。 九州六大学野球秋季リーグ戦
　同窓会では先日、学生のチャレンジGOGOの説明会で 北九大健闘空しく５位に沈む
Zoomを使用し、学生と同窓会本部、役員とつながりリ
モートで会議を開催した。 　９月２１日(月)から始まった九州六大学野球秋季リ
これからはパソコン、スマホのSNS などリモートの機ーグ戦で、第１週は対九州大に連勝して好スタートを
能を使い会議を行ったりすることが賢明ではないかときった北九大は、その後の戦績が２勝６敗とふるわず
痛感しました。（支部長宛文書より抜粋） ４勝６敗で終わり、九国大と九州大と共に４勝６敗に

同窓会応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「夢に向かってチャレンジGoGo] なり、得失点差で九国大が３位、九州大が４位、北九

「私」から語る世界のこと 大は５位になった。
　優勝は９勝１敗の福岡大、２位は６勝４敗の西南大

北九大生ｘ森達也ｘ望月衣塑子ｘ伊藤詩織 そして３勝７敗の久留米大が６位になった。
　１０月２４日(土)１９時からストリーム生配信によ　今季で徳永監督、後藤部長及び４年生が勇退し、新
るオンライン講演会が開催される。聴講無料。 監督に山本助監督が就任し、３年生主体の新チームが
　同窓会の助成を受け開催される。主催者はデモクラ来季に向けて始動した。頑張れ！北九大。
ティア学問の自由。申込等の詳細は下記のＵＲＬで。北九大秋季リーグ戦成績表
　      https://democrathia2020.com/ 第１週 09/21-22 北九大３－１九州大、九州大２－５北九大

　講演会は＊表現者として伝えるってどういうこと？第２週 09/26-27 北九大２－４久留米、久留米１－３北九大

＊主語を「私」にして話すためには？＊日本と海外と第３週 10/03・05 北九大０－１九国大、九国大１０－２北九大

のメディアの違いは？など、いくつかのトピックスを第４週 10/10-11 北九大１０－３西南大、西南大６－５北九大

取り上げて自由に話を進める。 第５週 10/17-18 北九大１－４福岡大、福岡大１４－２北九大
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令和２年度兵庫支部運営協力金協賛者名簿(追加） おむすび大好き♡　Ｉ　Ｌｏｖｅ を結び
令和２年１０月２１日現在 三村晴美(S60経営）

お月見おむすびⅡ
　三宅隆志(S59中国）　以上１人
　　　累計 ５５人　ご協賛金額　140,000円
　ご協賛誠にありがとうございます。

秋季兵庫・関西囲碁交流会は中止
　第８４回は「お月見おむすびⅡ」です。

　新型コロナウィルス感染症防止対策の為中止された　一口サイズで食べやすい可愛いおむすびです。朝食
春の囲碁交流会に続いて、秋季囲碁交流会も中止になやお夜食にもぴったりです。
った。来春にはコロナ禍も終息し、囲碁交流会が再開＜材料＞
出来る事を願うばかりである。 ご飯……茶碗大盛一杯
兵庫支部「囲碁の会」９月例会 うずら玉子…３個
　９月１８日(金)午後２時ごろから阪急囲碁クラブにケチャップ…大さじ１
３人が参加して開催された。　 塩コショウ…適宜
　最近は参加者が減少傾向にあり寂しい限りですが、オリーブオイル…適量
初心者の方も気楽に遊びにお出でください。

＜作り方＞
写真右端から １．温かいご飯にケチャップを加えて、まんべんなく
平間正昭３段 　　混ぜ、塩コショウで味を調える。
　　(S37商） ２．１を三等分にし丸いおむすびを作りお皿に盛る。
名越英昭１級 ３．フライパンにオリーブオイルをしき、うずら玉子
　　(S37米英） 　　を落とし、目玉焼きを作る。
今市均２級 ４．２のおむすびの上に３の目玉焼きをのせて頂く。
　　（会友） 江藤幸嗣氏(S50国文)木版画集 第18回(作品No.194)

兵庫支部「三金会」９月例会
　９月１８日(金)午後６時前から居酒屋「おうみや」
駅前店で３人が集まり、小一時間ばかり、とりとめの
ない雑談と飲酒でストレス解消。With coronaの世の
中ですが、もう少し人数が増えたらいいな、と思うの
です。

写真右から
大村実良
　（S33商）
平間正昭
　(S37商）
名越英昭
　(S37米英）

兵庫支部月例親睦会「三金会」会場ご案内

居酒屋「おうみや」駅前店
       神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5ｸﾞﾘｰﾝｼｬﾎﾟｰﾋﾞﾙ１Ｆ

ＪＲ三ノ宮駅東口北出口(山側)道路を挟んで向かいのビル１Ｆ

「開催日時」 Tel.078-221-3115

　毎月第三金曜日

　午後６時～８時予定
　

会　費

　約３０００円（男女とも）

　　（実費割り勘）
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　　　　　　　本能寺の変の真実 川　柳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜田靖

敬老会女性ばかりだ帰(けえ)ろうかい
　大河ドラマ『麒麟がくる』は出演女優のスキャンダ

トランプのオクトーバーにはサプライズ
ルから撮り直して放送が遅れ、更にコロナ禍で撮影が

ホワイトハウスはコロナハウスに
中断し、やっと再開したばかりです。主人公の戦国武

トランプにマスクは大事証明し
　　　　　　　　　将明智光秀が、何ゆえに主君信長へ反逆したかは諸説

トランプの治療薬には消毒液
　　　　　　　　　へ反逆したかは諸説ありで定説は

学術を消せば残るは日本会議
　　　　　　　　　今もありません。先般、自称明智

ハンコにはハンコウせよと２Fさん
　　　　　　　　　光秀子孫の明智憲三郎氏がご先祖

「わかもの」読み込み都々逸　　　　　　　　　の名誉のために「光秀の天下取り
　　　　　　　　　野望説」を否定すべく『本能寺の私ゃ解らん柿崎補佐官求められればNO言えず
　（明智光秀）　　変４３１年目の真実』を出版した解って来たよう柿渋効用ものに出来ればノーベル賞
ことは注目に値します。秀吉のお側衆大村由巳が記しワイドショーには必ず出ててものの見事に乗せられる
た『惟任退治記』は癪の種でしょう。惟任とは光秀が私そうした改革意欲ものにしたいと宣いき
朝廷から賜った姓です。愛宕百韻会の連歌会で光秀の私全く関心ないのもろいシステムノックダウン
発句は「時は今あめが下しる五月かな」の解釈を槍玉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思案亭
に「時」を光秀の旧主「土岐」氏、「あめが下」を「 第230回「歩こう会」11月例会ご案内
天下」「しる」を「統べる」として、土岐氏の出の自

播磨国小谷城跡訪問分が天下を治める五月になったとは、解釈の間違いと
断じています。京大図書館で調べ池田家本では「時は　室町時代の山城で、本丸、西小丸、堀などが残って
今あめが下なる五月かな」で、土岐氏は今、五月雨におり、本丸跡からは加西市街地を一望できる。
叩かれている苦境の五月だ、と著者は解釈しました。　小谷城主赤松直操の長兄満祐が
連歌会の日は、５月２４日の雨天の日だったのは諸書足利将軍を殺害(1441年嘉吉の乱）
に明らかなのに、悪意の『惟任退治記』は２８日と改して、山名、細川、新田勢の幕府
ざんしている、その日は晴れだったことも公家、僧侶軍に滅亡させられ、その後赤松政
の日記から突きとめています。著者の決論は、主君織則が赤松家を再興し、祐尚が小谷
田信長が心変わりして四国の宗主「長宗我部敵視政策城を再建したという。「五百羅漢」　（本丸跡）
」つまり四国征伐に転じたことで反旗を翻した、とみは同乱で亡くなった領民を供養するためとも言われて
ています。土岐氏と先祖がつながる長宗我部氏を討ついる。北条町駅から徒歩で約30分で登り口、城跡まで
ことは土岐氏再興が悲願の光秀にとって絶対に許せず約20分。時間があればゆかりの五百羅漢、陽松禅寺、
「敵は本能寺にあり」となったのでしょうか。 住吉神社なども訪問したい。

記
第２３０回「歩こう会」１１月例会播磨小谷城跡訪問
開催日時：令和２年１１月８日(日)午前１０時半
集合場所：北条鉄道北条町駅前
参考：JR三ノ宮08:20快速→垂水08:39→明石08:45→
　　　09:06加古川09:11加古川線乗換→粟生09:36
      JR姫路08:55新快速→09:05加古川09:11加古川線

　　　北条鉄道粟生10:04→北条町10:27
 復路：北条鉄道北条町13:39or14:39粟生14:02or15:02
      JR粟生14:07or15:07 加古川14:31or15:31
＊携行品：弁当、飲物、雨具等各自用意
連絡先：二宮歩こう会会長 Tel/Fax078-951-1875
   ｽﾏﾎ 090-5010-4954 ﾒｰﾙninom406@akyblue.ocn.ne.jp

「囲碁の会」定例会
毎月第３金曜日午後２時～午後５時半

会場：阪急囲碁クラブ(写真右）
　ＪＲ高架下飲食街２Ｆ、
　阪急神戸三宮駅西口寄り
　　　Tel.078-331-1303

会費：クラブ料金制度に基づく

　入場料：７00円

　対局料：１局50円（敗者負担）

初心者歓迎！　気楽にお出で下さい！
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第228回「歩こう会」９月例会 　約３０分で塚口駅南
のバスターミナルへ到

摂津国富松城跡と尼崎城訪問 着。阪神尼崎駅行きは
　令和２年９月１３日(日)第２２８回「歩こう会」９11:28発だ。
月例会が開催された。集合時間午前１０時の１０分前　ここで土屋氏の案内
に阪急神戸線武庫之荘駅に到着し、駅北の は終了、所用ありお別
の武庫之荘住民に夢と希望を照らし続ける れである。本日の参加
「希望像」(通称少年像)がある広場に出る 者全員の記念写真を撮
と先着した本日の参加者が待っていた。 影する。
　「歩こう会」会長二宮慶治郎氏(S38米英） 　バスは約２０分で　（二宮、安徳、松尾、土屋、名越、平間、浜田）

郎氏(S38米英）安徳信義氏(S44商)平間正昭氏(S37商))阪神尼崎駅に到着した。昼も近いと昼食場所を物色し
氏(S37商)浜田勝義氏(S44米英)松尾祐嗣氏 　　　　　　　アマスタアマセン中、屋台居酒屋食堂「満まる」に飛び
(S45経営)土屋眞一氏(会友)および筆者名越 　　　　　　　「満まる」に飛び込み、ランチ定食を
英昭(S37米英)の７人が本日の参加者。 　　　　　　　注文する。
　出発前に地図を取り出そうともたもたしている間に　　　　　　　　尼崎城は阪神尼崎駅南徒歩５分ほど
　　　　　　　　　　土屋・安徳両氏を先頭にさっさと歩き始めた。聞けば　　　　　　　の近距離にある。昼食を済ませて、の
　　　　　　　　　　と歩き始めた。聞けば土屋氏がんびりと歩いて向う。
　　　　　　　　　　詳しいので本日の案内役だとい　先ずは尼崎城を背に
　　　　　　　　　　う。想定外の路地に入ったり、記念撮影。（写真右）
　　　　　　　　　　右折左折を繰り返したりして、　入場券５００円を払い
　　　　　　　　　　武庫之荘の住宅地を通り抜けて城内へ。エレベーターで
いく。前方に緑の茂みが城跡だと 一気に５階天守へ上がり
いう。立看板に「中世の富松城跡 階段を下りながら見学。
を守ろう‼」と大書きされている。 　　　　　　　　　　　(松尾、平間、浜田、名越、安徳、二宮）

　　　　　　　右折して茂みの中 　　　　　　　　　階下では撮影スポットあり、ここ
　　　　　　　に入ろうとしたが 　　　　　　　　　でも記念写真(左） この城はミド
　　　　　　　立入禁止だと、清 　　　　　　　　　リ電化創業者安保詮(ｱﾎﾞｱｷﾗ)氏の
　　　　　　　掃作業中の人に止 　　　　　　　　　寄贈で平成３０年１１月完成し、
　　　　　　　められた。地元の 　　　　　　　　　平成３１年３月一般公開された。
　　　　　　　人たちがボランティア活動中だった。　　　　　　　　　　尼崎城は大坂夏の陣後元和３年
　　　　　　　　富松城(ﾄﾏﾂｼﾞｮｳ）は戦国時代の城館　　　　　　　　　(1617)譜代大名戸田氏鉄(ｳｼﾞｶﾈ）
　　　　　　　であり、長享２年(1488)の史料にその (平間・名越・松尾・安徳・二宮・浜田）　　が５万石で尼崎へ転封され大坂の
名がみえる。有力大名細川氏の分裂抗争を発端とする西の守りとして築城したが、明治６年廃城となった。
戦乱では主要な舞台の一つとなった。発掘調査で東西　義経・弁慶が西へ逃走の際船出した港が大物辺りに
１５０ｍ以上、南北２００ｍ以上の規模とすいてされあったと記憶(違い？)あり
ている。城跡の周囲をぐるりと回り、次の目的富松神更に東へと歩く。途中大物
社へと向かった。住宅地を通っている 主神社(写真右)があり参拝
と百㍍くらい未舗装の道路があった。 　　　　　　し境内をうろ
都会のど真ん中未舗装のままとは！ 　　　　　　うろしている
私有地なのかなと勘ぐってしまう。 　　　　　　と左の石碑を
　富松(ﾄﾏﾂ)神社の境内に側面から入 　　　　　　発見。船出前の数日をこの近辺で過ごし
場。尼崎市教育委員会による説明では 　　　　　　たようだ。ここで本日のウォーキングを
神社の創立時期は明らかではないが、 　　　　　　終了。直ぐ近くの阪神大物駅へと向い、
本殿(現在は、コンクリートの覆屋内にある)は、寛永　　　　　　西と東に分かれて帰路に就く。
１３年(1636)に再建され、その後数回の修理。一間社

剣道・柔道・空手春日造で補修のあとはあるがよく保存され、春日神社
の末社であったことを意味しているようだ。昭和４３
年兵庫県指定文化財に指定。一方神社の由緒略記では

北辰武道具店　　　　　　　　　　　　　社伝で奈良朝時代の造営
　　　　　　　　　　　　　で平安期に藤原大納言家
　　　　　　　　　　　　　関白一条家の荘園となり

奥本正広（代表）　　　　　　　　　　　　　春日大社の末社として、
　　　　　　　　　　　　　斎祀せられた、とある。

奥本　進（昭和３９年商学部卒）　　　　　　　　　　　　　　富松神社参拝後、当初
　　　　　　　　　　　　　予定では武庫之荘駅に戻

〒666-0015川西市小花２丁目２１－９り、バスで阪神尼崎に向かうつもりだったが、土屋氏
助言で阪急塚口駅まで歩いて行くことにした。 TEL(072)759-7990










