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兵庫支部会員総数は761人 兵庫支部月例会　８月例会

昭和卒は45.6% 前年比1.2%減 「囲碁の会」毎月第３金曜日午後２時から５時半まで
　７月に開催された兵庫支部総会(書面審議)案内状の阪急囲碁クラブで開催されています、８月２１日(金)
返信状況から得られた情報に基づき、兵庫支部会員数８月例会が実施され５人が参加しました。
を精査した結果、兵庫支部会員総数は７６１人になり
昨年の兵庫支部総会終了時と同じ会員総数になった。  左手前から時計回り

　案内状発送総数７７６人、うち宛先不明者１１人、　名越英昭(S37米英）

死亡者２人、県外居住・脱会希望者２人で、最終確定　山本信司(S37米英）

数は７６１人となった。 　平間正昭(S37商）

　今年初めて令和卒の同窓生２１人が増えたが、県外　安徳信義(S44商）

への転出者が多かったのか、会員数は増えていない。　今市均（会友）

　昭和卒は平成２９年に５０％を切り、今年は45.6％「三金会」毎月第３金曜日午後６時からＪＲ三ノ宮駅
で昨年比1.2％の減少となったが、男性会員に限れば 北徒歩１分の居酒屋「おうみや」駅前店で開催されて
52.2%である。男女比率では女性会員の比率が年々増 います。
加しており、今年は28.0%になった。 　８月例会では４人だけの参加でしたが、コロナで自

兵庫支部会員卒年別地域別集計表 粛ムードの中、束の間の癒しの時間を楽しみました。
　　　　　　　　　　　　　令和２年８月３１日現在
卒年別
　卒　　年　　　計　ｼｪｱ　　男　ｼｪｱ　 女 ｼｪｱ
昭和24年～49年 182 23.9%  160 29.2%  22 10.3%
昭和50年～63年 165 21.7%  126 23.0%  39 18.3% 
 昭和年代　　　347 45.6%  286 52.2%  61 28.6%
平成元年～　　 414 54.4%  262 47.8% 152 71.4%
  合　計　　　 761 100%   548 100%  213 100%
地域別
　地　　域　　　計　ｼｪｱ　　男　ｼｪｱ　 女 ｼｪｱ
神戸阪神淡路　 345 45.3%  268 48.9%  77 36.2%  中央手前から時計回り：大村実良(S33商)安徳信義(S44商）

　神戸市　　　 181 23.8%  142 25.9%  39 18.3%  名越英昭(S37米英）平間正昭(S37商）

姫路、中・西播 206 27.1%  138 25.2%  68 31/9% 兵庫支部卒年別男女別占有率推移(直近４年間）
  姫路市　　　 117 15.4%   78 14/2%  39 13.6% 　　　　　　令和２年　　令和元年　　昭和３０年　　昭和２９年
東播・北播地区 159 20.9%  111 20.3%  48 22.5% 昭和卒　 347 45.6% 356 46.8% 370 48.9% 377 49.5%
  明石市　　　　42  5.5%   27  4.9%  15  7.0% S24～S49 182 23.9% 190 25.0%
丹波・但馬地区  49  6.4%   31  5.7%  18  8.5% S50～S63 165 21.7% 166 21.8%
  豊岡市　　　　20  2.6%   12  2.2%   8  3.8% 平成以降 414 54.4% 405 53.2% 386 51.1% 384 50.5%
県外住所登録　　 2  0.3%    0         2  0.9% 総数     761       761       756       761
  合　計　　　 761 100%   548 100%  213 100% 男性     548 72.0% 556 73.1% 557 73.7% 559 73.5%
神戸阪神淡路地区：神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市女性     213 28.0% 205 26.9% 199 26.3% 202 26.5%
　　宝塚市、伊丹市、川西市、猪名川町、洲本市

兵庫支部月例親睦会「三金会」会場ご案内
　　淡路市、南あわじ市
姫路、中・西播：姫路市、たつの市、太子町、相生市

居酒屋「おうみや」駅前店　　赤穂市、上郡町、福崎町、神河町、市川町、
　　佐用町、宍粟市        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

東播・北播地区：明石市、加古川市、高砂市、播磨町 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

　　稲美町、三木市、小野市、加西市、西脇市、 「開催日時」 Tel.078-221-3115

　　加東市、多可町
　毎月第三金曜日丹波・但馬地区：三田市、丹波篠山市、丹波市、

　　豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 　午後６時～８時予定
兵庫支部総会書面審議集計結果修正 　

会　費　集計漏れの為最終数字を下記の通りに訂正します。
　回答総数８８人、内死亡２人、白紙(棄権)２人あり、　約３０００円（男女とも）
　有効回答数８４人、新支部長・役員承認８４人、

　　（実費割り勘）　規約一部改正承認８２人、反対２人。
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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９月２０日現在 三村晴美(S60経営）

人参のおむすび
津崎久雄(S45経済）上田進(S48経営）藤澤一範(S38中国）
森園良樹(S46中国)渡部五十三(S43商)松尾祐嗣(S45経営)

山中みどり(S60米英）中西秀直（S５０経営）　以上８人
累計５４人、ご協賛金額138,000円
　ご協賛誠にありがとうございます。 　第８３回は「人参のおむすび」です。秋野菜の人参

九州六大学野球 たっぷりのおむすびです。
＜材料＞

秋季リーグ戦開幕は９月２１日桧原球場で 人参・・・・大１本
　九州六大学野球連盟は、９月１１日(金)小郡球場でしめじ・・・・50ｇ
開幕予定していた秋季リーグ戦を、９月２１日(月)に米・・・・・・２合
桧原球場で開幕することに変更した。入場者は加盟校水・・・・・350cc
硬式野球部部員とその保護者、報道関係者、プロ球団合わせ味噌…小さじ２
スカウトに制限し、マスク着用、ソーシャルディスタンスのマヨネーズ…小さじ２
確保、体調など自己責任で入場。 日本酒・・・小さじ２
　開会式と閉会式は中止。試合は延長１０回よりタイ葉レタス・・・適量
ブレーク制導入する。（継続打順、無死一・二塁） ＜作り方＞
　日程は９月２１日北九大ー九州大で始まり、１０月１．人参は皮のまますりおろし、しめじはみじん切り
１８日(日)福岡大ー北九大の最終戦で終了する。 　　に。
　北九大の試合日程は下記の通り。 ２．葉レタス以外の材料、調味料をすべて入れ、炊飯
第１週９月２１ー２２日　対九州大　＠桧原球場 　　器だ炊く。
第２週９月２６ー２７日　対久留米大＠春日球場 ３．炊き上がったら、人参の形のおむすびを作り、
第３週１０月３日・５日　対九国大　＠桧原球場 　　お皿に盛りつける。
第４週１０月１０・１１日対西南大　＠日産自動車 ＊にんじんから水分が出るのでお水は少し少なめに。
　　　　　　　　　　　　　　　九州スターグランド　βカロテンたっぷりの人参は、体内で必要な分だけ
第５週１０月１７－１８日対福岡大　＠田尻グリーンビタミンＡに変換されます。ビタミンＡは、皮膚や、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィールド鼻・のど・口などの粘膜、胃や腸の粘膜を正常に保つ

北九大硬式野球部活動再開 はたらきがあります。免疫力の向上につながり、是非
とも摂っておきたいビタミンです。

新ﾁｰﾑｽﾛｰｶﾞﾝ「一致団結」で秋季ﾘｰｸﾞ戦連覇目指す
江藤幸嗣氏(S50国文)木版画集 第17回(作品No.193)

　４月から活動を自粛していた硬式野球部は８月１３
日(木)から活動を再開し、３年生を主とした新チーム
が「一致団結」のスローガンのもと、秋季リーグ戦２
連覇を目指す。
　８月１３日から始まった練習試合では下記の通り、
８勝８敗の成績だったが、秋季リーグ戦での活躍を期
待したい。
08/13(木)北九大０－１西日本工大 西日本工大５－１北九大

08/19(水)九州共立大１－７北九大
08/20(木)北九大１－０東亜大　東亜大０-４北九大
08/24(月)近畿大産業理工学部４－６北九大
08/26(水)北九大１０－０徳山大 徳山大４－２北九大
08/28(金)至誠館大１－２北九大 北九大１３－５至誠館大

08/30(日)折尾愛真短大３－２北九大
09/01(火)西日本工大８－７北九大 北九大７－６西日本工大

09/05(土)北九大２－３福工大 09/06(日)福工大９－６北九大

09/09(水)北九大０－１九州共立大
速報‼　　北 九 大 連 勝 発 進‼
09/21(月）開幕日第１試合：九州大１－３北九大
09/22(火）２日目第３試合：北九大５－２九州大
　開幕第１試合では、１１球団のスカウトが注目する
北九大の益田投手が１５奪三振で完投して勝利。２日
目第３試合では１０回からのタイブレークで延長１１
回表に３点を獲り連勝を決めた。なお、西南学院大も
福岡大も連勝し、熾烈な優勝争いとなりそうだ。
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　　　　　「秋」俳句　　　　 第２２９回「歩こう会」１０月例会」ご案内

；（セミコロン）たれが弔う法師蝉 織田・毛利のはざまで二度落城の上月城跡訪問

この飲み屋来る人もなし秋の宵 　ＪＲ姫新線上月駅から南へ
約８００ｍ進んだ右手に小高

コロナ禍も怖れも野分さらひ行く い山頂に上月城跡がある。

野分去りゴールポストを起こしおり 　秀吉は福原城攻略後、上月
城を取り囲み、援軍の備前・

秋の田のかほり見むとて人だかり 宇喜多氏を打ち負かし城内に

寂しきはながながし夜の一人寝か 攻め入り、城兵の首をすべて
はね、女・子供を磔や串刺し

しなびたる長々しもの一人掻き寝む にしたという。この時の上月

煎餅を鳴いて欲しがる奈良の鹿 城主の妻が黒田官兵衛の妻・光の姉だったとのこと。
　その後、上月城には山陰の名族、尼子勝久、山中鹿

渋柿を食えば腹鳴るコロナなか 　　　　　　　　　　　　　介らの尼子勢が入るが、

コロナ来て柿の木増やす家多し 　　　　　　　　　　　　　毛利勢の大群に攻められ
　　　　　　　　　　　　　援軍の秀吉らは反旗を翻

Five爺71.4世代なり 　　　　　　　　　　　　　した別所長治を討つため

コロナ禍の戦い済んでディスタンス 　　　　　　　　　　　　　三木城へ向かったため、
　　　　　　　　　　　　　見捨てられた上月城は二

議事堂を二回周りて玄鳥去(つばめさる） 　　　　　　　　　　　　　度目の落城。

「しうそく」読み込み都々逸 　上月城本丸跡に上月城主赤松政範の供養碑や説明看
板がある。(写真上)山は個人所有なので注意が必要。

時化ちゃいねえぜ上だけ目指し即刻奪還挫けずに 　登城口から頂上まで約２０分と、比較的楽なコース

首相夫人嬉しい様子外で飲めると口走り のようです。皆さんのご参加お待ちしています。
　　　　　　　　　　　記

獅子の胃の中ウジ虫湧けど即刻薬で駆除をせり 第２２９回「歩こう会」１０月例会」上月城跡訪問

思考回路をウォッチ続け咀嚼解説句心を 開催日時：令和２年１０月１１日(日)午前１１時２０分
集合場所：ＪＲ姫新線上月駅前

「わかもの」読み込み都々逸 参考：JR三ノ宮08:54(新快速)→明石09:10→09:34姫路

わしとお前は合羽の紐よもっと固くと惚気だし  　姫路09:46姫新線→10:22播磨新宮10:27→10:56佐用
　佐用11:04→11:09

ワクチン製剤開発急かせものにしたいが望み薄 　復路：上月13:07 - 姫路15:38 - 三ノ宮6:20

わたしゃお前に火事場のまとい物の見事にNo Thank You   又は上月15:22 - 姫路17:28 - 三ノ宮17:50
  復路は、智頭急行経由になります。

分けりゃ二本のかずらの蔓も基は一つの野の花よ ＊携行品：弁当、飲物、雨具等各自用意

悪いことには関わっちゃ無いと申し立てても望みなし 連絡先：二宮慶治郎歩こう会会長
　　　　Tel/Fax 078-951-1875

解っちゃいたけどかように軽いものか平和がノーベル賞         スマホ　090-5010-4954

わたし踏襲かなりの部分貰った原稿述べるだけ         Mail:ninom406@skyblue.ocn.ne.jp
第２３０回「歩こう会」１１月例会予告

僅か毛がある空っぽ頭もっと突っ込み望むのみ 　令和２年１１月８日(日)開催予定の１１月例会は、

わざとミスしてかまって貰いもろに好きだと惚気言い 播磨国小谷城跡を訪ねます。
　北条鉄道北条町駅から北へ約1.8kmの標高218mの城

若い血潮の替え歌聞けばものにしようにも望み無し 山山頂に赤松氏一族によって築かれたといわれていま
投稿者：思案亭 す。詳細は１０月号でお知らせします。

剣道・柔道・空手 「囲碁の会」定例会
毎月第３金曜日午後２時～午後５時半

北辰武道具店 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

奥本正広（代表） 　　　Tel.078-331-1303

奥本　進（昭和３９年商学部卒） 会費：クラブ料金制度に基づく
　入場料：７00円

〒666-0015川西市小花２丁目２１－９ 　対局料：１局50円（敗者負担）

TEL(072)759-7990 初心者歓迎！　気楽にお出で下さい！
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第227回「歩こう会」８月例会 　聚遠亭内の御涼所(おす
すみしょ)は、龍野藩脇坂

鶏籠山城(龍野古城)と童謡の里龍野遊歩 家の武家屋敷です。(右）
　令和２年８月９日(日)第２２７回「歩こう会」８月　質素な中にも風雅な趣
例会が実施され、「歩こう会」の友人として、今回もがあり、接客や居住部門
飛び入り参加させていただきました。 などの間取りに特徴があ
　ＪＲ三ノ宮駅で新快速先頭列車に２名乗車し、明石ります。また、床下の抜
駅で２名の方と合流しました。姫路駅で乗り換え、本け穴などにも当時の面影を残しています。実際に屋敷
竜野駅へ向かいました。本竜野駅で車で来られた方の　　　　　　　　　　　　に上がると、部屋の中から
案内で龍野城駐車場へ車で移動したました。 　　　　　　　　　　　　見るお庭が立派で素晴らし
　今回は合計５名参加で、龍野はふるさとの香り匂う　　　　　　　　　　　　いです。（左）
まち「播磨の小京都」と呼ばれている閑静な城下町で　　　　　　　　　　　　　関東圏から移住されてき
散策のスタートです。 　　　　　　　　　　　　てお店を開店された、気さ
　本竜野駅では、龍野出身の詩人三木露風の赤とんぼくなおかみさんがおられるランチハウス
「夕焼け小焼けの赤と 「さばと」さんで、ビールで喉を潤して
んぼ　負われて見たの 　　　　　　　　　　　　しばしの至福
いつの日か」の歌碑が 　　　　　　　　　　　　の時間になり
お出迎えしてくれまし 　　　　　　　　　　　　ました。皆さ
た。（写真右） 　　　　　　　　　　　　んは暑さと足の疲れも忘れ
　鶏籠山山頂２１８ｍ 　　　　　　　　　　　　て、大変満足されておられ
を目指して、いざ出発 ました。（写真上）
です。別名龍野古城とも呼ばれる鶏籠山城は、龍野城　「よみがえった龍野城」
　　　　　　　　　　背後の鶏籠山に山上に築かれた　明治４年(1871)年の廃藩
　　　　　　　　　　連郭式山城である。龍野城横の置県により龍野城の建物は
　　　　　　　　　　登り口から登り始めると、お城すべて競売によって取り壊
　　　　　　　　　　用語の「土塁」や「削平地」なされたが、昭和５０年より
　　　　　　　　　　どが出てくる。(写真左） ５年間で城壁、多門櫓、馬
　　　　　　　　　　　ランチタイムは山上の手前に門、石垣、本丸御殿(右上)、しころ坂門が再建され、
ある「二の丸跡」で(写真右下)、用意されて来られた　　　　　　　　後に隅櫓(左下)が建築されました。
お弁当を各自広げて済 　　　　　　　　　昔の龍野城を思い巡らし、現在に
ましました。 　　　　　　　　至る悠久の歴史があります。
　登りがきつくダウン                  「たつの市立龍野歴史文化資料館」
寸前でしたが、皆さん 　　　　　　　　では、企画展「戦後７５年あの日を
頑張って山上まで無事 　　　　　　　　生きた先人たち」を見学しました。
に到達出来ました。龍野古城(朝霧城)本丸跡で鶏籠山　　　　　　　　たつの市内に伝わる戦時中の資料を
　　　　　　　　　　　　　　　　山頂の制覇記念撮　　　　　　　　展示しています。激動の時代を懸命
　　　　　　　　　　　　　　　　撮影をしました。（写真左）に生きた人々の暮らしの様子を興味深く見ることが出
　　　　　　　　　　　　　　　　（写真左） 来ました。江戸時代中期創業、約
　　　　　　　　　　　　　　　　　鶏籠山城は規模３６０年の歴史を誇る老舗和菓子
　　　　　　　　　　　　　　　　も大きく、山麓の屋「大三萬年堂」(右)は、現在で
　　　　　　　　　　　　　　　　近代城郭である龍野城とは、ま１３代目。醤油まんじゅうは人気
　　　　　　　　　　　　　　　　野城とは、また趣商品で、味見すると醤油のほのか
　　　　　　　　　　　　　　　　が変わり、中世のな味がして、美味しいです。商品名「おとのさま」は
　　　　　　　　　　　　　　　　山城遺構を楽しみ脇坂家の家紋をかたどった最中(つぶあん)です。それ
　　　　　　　　　　　　　　　　ました。 と薄い紫色の竹の皮で包んだ練り羊羹をお土産に買い
　龍野は相撲で歴史のある町です。相撲の神様と言わ求めました。上品な味で美味しかったです。
れる野見宿禰宜（のみのすくね）神社に、力士たちは　姫路まで車で送っていただき無事帰着しました。
角道祈願のお参りをしました。「力水」の側の石に力　江戸時代の町家が軒を連ねる通り、武家屋敷、醤油
強く「力水」と 蔵の白壁などの町並みは、兵庫で一番古い城下町龍野
刻まれた文字は、 はタイムスリップして過去の世界に招いてくれます。
第四十四代横綱 鶏籠山の緑、揖保川の清流も魅力の一つです。
栃錦清隆の直筆 　訪れてみて良かった。素敵な空間にふれて、しばし
です。(写真右） の癒しを感じれれる機会になった事に、大変感謝申し
　皆さんは「力 上げます。有難うございました。　　　山本紀代記
水」を飲んで元 　ー　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－
気をいただいて 参加者：二宮慶治郎(S38米英)永翁正臣(S41商)安徳信義
パワーアップしました。 (S44商)名越英昭(S37米英)および山本紀代(会友)の５人。










