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ビーンズ・ドーム見学
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ビーンズ・ドームの屋上緑化を「大林式工法」で施工された大林さんの案内でドームを見学しました
日　時　　2008 年 7 月 26 日（土）
場　所　　三木総合防災公園内　ビーンズドーム　（三木市志染町三津田）
参加者　 大山・大林・奥谷・小椋（夫婦）・神崎・木村・酒谷・坂本・杉山・武市・竹原・中川・中谷

　 西尾（光弘）・増田・増谷・芳野・前川・水守・丸井　（21 名）

大林さんは旧研友会で長く会長を引き受けていただ
いていました。以下は「Ｗｅｂ　滋賀報知新聞社　平成

21 年 1 月 2 日(金)」の大林さんの人物紹介記事です

株式会社 大林環境技術研究所

代表取締役　大林久さん（70）

「変わってると言われるが、

        正当を見ている」

　製薬会社で農薬研究をし
ている時に出会ったレイチェ
ル・カーソンの「沈黙の春」に触発され、定年を前に退
社、独立。

腐らないため焼却処分され、それまで誰にも見向きも
されなかったスギやヒノキの樹皮のもつ殺菌性や殺虫
性などの天然特性に着目した土壌改良材「Ｅソイル」
を独自に開発し、生まれ育った安土町に拠点を置い
て、環境にやさしい「大林式工法」を全国で展開して
いる。

種無しブドウの開発者であり、滋賀県硬式テニス界で
は現役プレーヤーとして活躍。「変わってると言われる
が、正当を見ている」と自負する。

これまでに、環境大臣賞（平成二十年度）をはじめ、

近畿経済産業局長賞（平成十九年度）、滋賀 LOHAS 
大賞、環境優良賞（日立環境財団）、ニッポン新事業
創出大賞優秀賞など多数受賞。        

当日は緑化の効果を体感するのには絶好
の晴天。緑が丘駅からバスで防災公園前

下車、一同大
林さんに引率
されて　ビーン
ズ・ドームに向
かいました。

公園内は日陰
がなく炎天下

の暑いこと!! 
（気温 32℃）

ドームが見えたところで記念写真。

ドーム前で現地集合の人たちと合流、

大林さん推薦のドーム
が一望できる丘に上り
ました。あまりの暑さに
一同 汗ぐっしょりです。

ドームを一望しながら
大林さんからドームに

ついての
説明を伺
いました。

丘
の
上
か
ら
見
た
ビ
ー
ン

ズ
・
ド
ー
ム
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施設の概要 

（１）名  称：県立三木総合防災公園屋内テニス場 

（２）所在地：三木市志染町窟屋（しじみちょういわや）

（３）構  造：鉄骨トラス構造  １階建て（無柱空間） 

（４）規  模：16,167 ㎡ （屋内テニス場では日本最大級の規模）

（５）ﾃﾆｽｺｰﾄ：樹脂系ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ 9 面（ｾﾝﾀｰ 1 面、ｻﾌﾞ 8 面） 

（６）観客席：1,500 席 

（７）愛  称：ビーンズドーム（公募により決定） 

　「ビーンズドーム」は防災施設の一つで、普段は屋内

テニス場として利用するが、いったん災害が起きれば、

応急活動の拠点として、各地から届けられる救援物資

の集積や仕分け場として機能する。

最大角度 73 度と急勾配で設計上の過重制限が 100kg/㎡

と厳しい大規模側面を緑化する為、急勾配でも崩れず軽

量で、分解による土壌の痩せが遅いスギ・ヒノキ樹皮を主

材とした人工軽量土壌を採用し、勾配側面にムラなく潅水

するため薄層基盤に潅水チューブを埋設してるほか、植栽

基盤下全面に敷設された保水板付ユニットに雨水を貯留

し潅水量を減らす等の様々な技術的な工夫を行い、他に

例を見ないユニークな緑化を実現している。

「ビーンズドーム」は、国内で初めてドーム状の屋根に

緑化を施し、空調設備を省いた。斜面を覆う土を開発し

たのはベンチャー企業、大林環境技術研究所（滋賀県

安土町）だ。同社の土壌は杉の皮を砕いて製造してお

り、重さが通常の土の５分の１以下のため、ドーム屋根

にも敷き詰めることが可能になった。その結果、ドーム

内の夏場の気温は外気より３度程度低く抑えられた。緑

化工事費用は８０００万円、年間の維持費は５５０万円。

空調機器を備えた場合の年間維持費１億～２億円に比

べ、安上がりだという。

　　　　　　　　　　　（2007年 12月 4日  読売新聞より）

丘を下り、ドーム前で記念写真

全員でドームの外周りを見学。芝の色がさえないのは

連日の猛暑に即した灌水の調整が出来ていない為で

一ヶ月もすればきれいな緑になるそうです。やはりメン

テナンス・フリーとはいかない

ようです。

　壁面にたくさんの掘った穴

があり鳥が巣穴を掘ろうとした

が、人工軽量土壌の厚さは 6

センチしかない為完成できな

かったのか????

傍の砂利にはかわせみの死

骸があり、力尽きたのか!!!　

　簡易の赤外放射温度計で 

ドーム周りを計測したところ、 

地表（５０℃）、雑草の上（４５℃）、ドーム芝の上（３５℃）

ドーム芝の根元（３２℃）、ドーム内壁面（２９．５度）でし

た。ドームの中に入るとかなり涼しい感じがしました。

　ドームは鉄骨トラス構

造で柱が一本もなくコー

トが９面もある非常に大

きなもので、大林式緑

化屋根と自然換気を組

合せてあるそうです。この時は人が少なかったが１５００

人もの観客が入った状態でもこの状態が保てるのか少

し心配です。

 

－2－

ドームの中には食堂があり、さすがにここは冷房が効い

ていました。ここで昼食をとりながら大林さんから補足の

説明を受けたあと、質疑応答が行われました。

大林さんが施工



 質疑応答のあとセンターコート前
で記念写真を撮り本日の見学会は
無事終了
です。　

－3－

　私の全てをかけて挑んだもの「世界初の三木ビーンズドーム」
　　　　　　　　     　これまで使えなく焼却処分されていたスギ・ヒノキ樹皮の有効利用に道を拓く

「誰もが不可能と云う」73 度急勾配ドーム屋根に、芝生の種子・肥料を

含む超軽量土壌を吹付け、発芽させて、２ヶ月後には緑の芝生で

7,400㎡の大屋根を覆い、夏焼けず約 10℃涼しく、冬は暖かいため、

冷暖房機を一台も設置しないエコドームとして、２年が過ぎました。

その実績より、昨年秋「他に類を見ない工法」との講評を頂き、環境大

臣賞を受賞し、「滋賀報知新聞」見開きの２頁に「変っていると言われる

が、正当を見ていると自負・・・」との嬉しい見出しで、今年元旦の１月１

日特報で報道頂き（写真参照）、その記事の大きさに本人もびっくり。

　　　そんなこと、出来るはずがないと、 

私の仕事は先ず否定される。

　「接着剤なしで、急勾配でも、崩れ流れ落ちない土」

　　　「６㎝厚さの超薄層の土でも、良く育つ植物」等

「真夏に見れば、技術評価が出来る」と、　　　　　　　

　　昨年夏、研友会諸氏に見学戴いた。

これまで用途がないと焼却処分されていた日本特産の

スギ・ヒノキ樹皮を、業界の常識に NO を突きつけ、只

一人用途開発に心血を注ぎ、この事業を成功させた。

このことから、「業界の常識を鵜呑みにしない。それが

私の原点でした。」等の見出しで報道される度に、おと

なしく働くことが美徳という、どちらかと言えば、古い薬業界の武田薬品に勤める私が、世間で変わ

り者扱いされながらも負けず生きて来れましたのは、個性に富む研友会で学び、お酒を飲み交わせ

たお陰様と感謝しています。　　　　　　　　　株式会社 大林環境技術研究所　代表取締役  大林　久

見学が終わったあと、大林さんが工事期間中、宿にしておられた「グリーンピア三木」へ

　　　お風呂で汗を流した後、生ビールで乾杯　ドーム内の食堂では話出来なかった裏話も 
　大林さんありがとうございました。

ドーム内食堂で昼食

2009･1･1　滋賀報知新聞

ＷＥＢ　滋賀報知新聞より転載

センターコート前



    　   　 2008年度 　　事　 業 　報 　告 （2007年11月～2008年10月）

＊　役  員  会　　 毎月1回　第4金曜日（合同運営委員会は3ヶ月1回程度）　神崎ビル2F   10回

＊　事業活動　　 （会員数　70名）

   2007年度　　 12 月  　 8日 （土）　会員総会・忘年懇親会　　淀川ヒューテック㈱大阪工場　　　　　       　27名

   2008年度　　  2 月    25日 （月）　「研友」１０号発行　　　　　　　　　　　　　　　　　   　         　 　     　　　 100部

 3 月    28日 （金）　阪神タイガース観戦応援会　　(  3/28・4/26・6/6・6/21・7/2・8/5・9/11  )

 4 月   　5日 （土）　 1４回研友会GCP　 西宮高原GC 　12名

 4 月    26日 （土）　1７回史跡探訪同好会　古道シリーズ（２）　 　　　 　17名

 6 月     8日 （日） 　前川農園バーベキューパーティー　　　　　                                      16名 

 7 月    18日 （金）　澤田顧問慰労会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               １７名

 7 月    26日 （土）　三木ビーンズドーム見学会「大林式急勾配屋上緑化工法」                 21名

 8 月   　2日 （土）　ビール片手にちょっといい話（前田貞夫氏講演）　　　                        １９名

10 月    19日 （日）　前川農園バーベキューパーティー　　　　　             　              １６名　

10 月    25日 （土）　18回史跡探訪同好会　古都　奈良シリーズ（６）（西の京を歩く）            20名 

11 月    15日  (土)　 1５回研友会GCP　タイガースGC　　　　　　　　　　　              １４名

研究会　　 パソコン研究会・中国産業研究会・各8～10回　　

　　　　　　　　　　　　同好会　　読書会・詩吟同好会・ジョギング同好会・各８～10回  

    研友会２００８年収支決算　 　　　　　                                   （2007年11月～2008年10月）

特　別　会　計          積立金　     ***,***円       
  

   
 

 

 

研究会：同好会　　　収支は各研究会同好会で独立採算制で  す  
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収入の部 支出の部

科　　目 金額（円） 科　　目 金額（円）

***,*** **,***
忘年会会費収入 忘　年　会　経費

**,*****,***

バーベキューパーティ会費収入 バーベキューパーティ経費

**,***     　　　　　　　　　　（食材、酒類、土産等） **,***

澤田顧問慰労会会費収入 澤田顧問慰労会経費

***,*** 　　　　　　　　　　　　（会食費等） ***,***

ビール片手にちょっといい話会費収入 ビール片手にちょっといい話経費

**,*** 　　　　　　　　　（ビール、つまみ等） **,***

バーベキューパーティ会費収入 バーベキューパーティ経費

**,*** 　　　　　　　　　　　　（食材、酒類、土産等） **,***

阪神応援観戦会郵送料 阪神応援観戦会郵送費

*,*** *,***

本部利用分担金 本部光熱費

**,*** ***,***
雑　収　入 工場見学等手土産

*,***

ホームページ運営費
**,***

郵　送　費

**,***
*,*** **,***

前期より繰越金 ***,***    次期繰越金 ***,***

計 計
***,*** ***,***

会費収入 　　　 広報誌発行費　（発行　100部）

　年　会　費　　（3,000円ｘ＊＊名） 　        印刷費　9,500円(用紙,インキ)

　　　 郵送費　8,820円

      （3,000円ｘ**名 ） 　　 　（酒類、つまみ、軽食、景品等）

　　　　 2008/6/8    ( 3,000 円ｘ16 名）

　　 2008/7/18 　　（ 8,500 円ｘ17 名）

（前田氏講演） 2008/8/2 （1000 円ｘ18 名）

    2008/10/19 　　　（ 3,000 円ｘ16 名）

　　　　　（送料1000円ｘ5名） 　　　　 　（郵送費）

（10,000円x2　　中国研、パソコン） 　　　　　　　（**,***円ｘ12ヶ月）

       寄　　付　　　　*,***円 　　　　（2,000円ｘ12ヶ月　＋　消費税）

　　　 利　　息　  　　　*,***円

　（事業案内、行事確認葉書,会費請求等）

雑　　費 （消耗費等,弔電、香典)



　　　　　　　　　　２００９年度　　事　 業　 計　画
　　

2008年 １２月  　６日（土） 会員総会・忘年懇親会　　　　　　　淀川ヒューテック㈱大阪工場

2009年 ２　月 　上旬 機関紙「研友」11号発行          　　　　　　　　100部発行

３　月 ２８日（土） 第16回　研友会ゴルフコンペ　　　　　   　　　西宮高原GC

４　月 ２５日（土） 第1９回史跡探訪　　　　   　　　　

５　月 前川農園バーベキューパーティー 　　三田市広野

６　月 研友会10周年事業　「韓国慶州にシルクロードを求めて」

　　　　史跡探訪主催　研友会後援

10月　　上旬 前川農園バーベキューパーティー    　　　　 　 三田市広野

10月  24日(土) 第２０回史跡探訪　　　　　 

10月 　下旬 第1７回　研友会ゴルフコンペ　　　　　　　　　タイガースGC

   役員会　　 毎月1回　第4金曜日（合同運営委員会は3ヶ月1回程度）　神崎ビル２F

　 研究会、同好会は自主運営で毎月の開催日等を決めて運営されております

　      　研究会        パソコン研究会、中国産業研究会　　　　　（神崎ビル）

　      　同好会        読書会（㈱ニシト発條製作所）、詩吟同好会（㈱山一製作所）、ジョギング同好会（現地）

2009年度予算                                                   (2008/11/01～2009/10/31)　

      特別会計予算　　　　　 積立金　      ***,***円  （本年度は積立金増額なし）　   

“新生”研友会はいよいよ10周年を迎えます。もとは、1960年9月に発足していますので、間も

なく50周年ともいえます。半世紀続く「研友会」は素晴らしい集まりです。発足時からの会員は、

現会員の前田貞夫さん、竹内さん、大林さんと続き、現在、70名を超える会員数、これも会員皆

様の熱意とご協力の賜物だと思います。

素晴らしい仲間！素晴らしい絆！素晴しい研友会！老人仲間になりつつありますが（笑）、いつ

までも気は若く！異業種交流の素晴らしさ、共に学べる喜び、仲間の和と絆を大切に、今後もこ

の素晴らしい研友会の活動が続いていくことを願っております。

　記念事業として、史跡探訪同好会と「韓国慶州にシルクロードを求めて」を計画しております。

　関空－釜山－慶州／古墳公園、仏国寺等の散策／費用は5～6万円程度で計画中です。皆さん、奮ってご参加く

ださい！

　今後とも、より素晴らしい研友会となるよう、尽力してまいりたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

                                                                                                                   研友会会長　中川　勉
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収　　入 支　　出

***,*** **,***

事業費　 事業費

 （見学、応援会、懇親会等） *,***,***  *,***,***

前年度繰金 ***,***     案内発送費 **,***

本部（神崎ビル）利用分担金 **,***     ホームページ設置費 **,***

***,***

雑費（慶弔費、他） **,***

予備費 ***,***

合　　　計 *,***,***　　　合　　　計 *,***,***

会費（3000円ｘ＊＊名） 会報発行費 （１回  100部）

 （見学,応援会、懇親会等）

　　（**,***ｘ2　パソコン、中国研） 本部 （神崎ビル）光熱費



　　　　　研友会　第９回　総会・忘年会（２００８年）
　 

総   会   １２月６日（土）18：30～19：10　
会員 27 名　出席のもと淀川ヒューテック㈱大阪工場で
行われ、議案が満場一致 で承認されました。

　　　　　　　 

懇親忘年会　(19：30～21：30)

 会費 3,000 円で同じく 淀川ヒューテック㈱  　　　　　　　
 　　　　大阪工場で行われました。 
 

大林さんの音頭 で乾杯!!
例年通り飲食しながら楽しく歓談し、
研究会、同好会の近況報告が紹介された後、
恒例の抽選会を行い、これまた恒例となった
澤田顧問の野球裏話をお聞きし、お開きに!!!

中川会長挨拶 →

大林氏乾杯の音頭

澤田顧問

　　　　よもやま話

神崎副会長
ゴルフコンペ

ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ  　⇪  
（竹原　　竹内）

　　　詩吟⇒
　　　　（田中）

史跡探訪 ⇪  
　　（増谷）

中国研⇒
　　（浅田）

パソコン
⇐（武市）

読書　⇓
(西尾 
    恵太郎）
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バーベキューパーティ  ー  

前川農園に行く楽しみの 1 つが
前川さんからアドバイスを受ける
ことです。菜っ葉ものはほうれん
草が一番いいです、ほうれん草
はあくが強いから虫がつきにく
いですよ      但し連作障害が起
きるので２，３年は間隔をあける

とよいとか。たまねぎの作付けは９月中旬までに
終わるようになどなど。

      私はプランター菜園を始めて５，６年になり
ます。土いじりが妙に好きになり、トマト、なす、 
きゅうり、ジャガイモなど作っていますがなかなか
思うようには行かないもので

      前川農園のバーベキューに獅子唐を持っ
ていくと中川さんから「こんな硬いの食べられへ
んで」と叱咤激励のお言葉頂戴しました。今年
は大林さんに頂いた魔法の土でリベンジをと思っ
ています。

      バーベキューで頂く前川さんが作る黒豆の
おむすびは最高です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神崎副会長）

三田市広野の前川農園では、
都会では味わえない清々しい
時間が流れています。

春野菜、秋野菜の収穫時期
にお招きいただくバーベキュー
パーティーでは、買い出し組、

火の準備組、野菜の収穫組と手分けをし、正
午過ぎには乾杯！美味しい食事に舌鼓！特
に、前川さんの作ってくださる黒豆おにぎりは
大好評！その美味しさに、お土産にと持ち帰
る方もいます。春は、玉ねぎやジャガイモ、秋
は黒豆など旬の味覚が顔を揃え、毎回、童心
にもどって楽しい一日を過ごさせていただいて
います。

　今回は、前川さんの人生体験をお話しいた
だきました。色々御苦労されたそうですが、内
助の功には感謝してもしきれないとのこと。胸
が熱くなりました。サラリーマン時代に体調を崩
され、健康のためにと三田に農園を求めて引っ
越しをされたそうです。最初は、小さな借り農
園から始められ、無農薬栽培にこだわり、手入
れは大変ながら、健康で充実した生活を過ご
されているそうです。

　しかし、農作で生計をたてるには、中々難し
いとのこと。野菜の植付時期、連作障害、相性
の悪い組み合わせなど、初めて耳にする話も
たくさん伺え、大変勉強になりました。モグラ退
治に空き缶を棒で吊るしている光景にも感心
いたしました。

　研友会の皆さんには、いつでもノウハウを伝
授しますよ！と言ってくださっています。皆さん
もスローライフ生活、ぜひチャレンジされてみ
てはいかがですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　（中川会長）

－７－

開催日     2008年   6月 8 日（日） 

               2008年 10月 19日（日）

場　　所 　前川氏畑前（兵庫県三田市広野）

参加費　3,000円　　

　　　　　６/８　⇪　　　　　　　　　　１０/１９　⇓
⇐土産用の枝豆収穫する前川さん

　　　説明をされる前川さん⇓



澤　田　顧　問　慰　労　会

　澤田顧問慰労会の、この日は朝から、暑かったですねエ～～。　夕方、料亭

（魚鶴）の前に着いた時には、汗ビッショリでした。

　格式のある建物でしたねェ、部屋に案内されて古いだけかと、感じたのは僕だ

けでしたか、皆が揃って料理が運ばれて来て………。食も細くなり、アルコールも

弱くなりましたね、でもタイガースの話題では、　盛り上がりましたね、澤田さん勇

退の花道は、タイガース優勝と誰もが、信じていました、だって、優勝街道まっし

ぐらの熱い盛りでしたもんね。でも、最後は、やはり裏切られましたね。裏切られて

も、裏切られても、今度こそと思って応援するのがタイガースファンです、きっとタ

イガースは、ファンの夢の為に頑張ってくれると思います。研友会の我々もタイガ

ースに負けずに頑張りましょう、だって我々は、会えばすぐに、若

かりしころの、研修所時代の気持ちになれます、これは、若さの

特効薬です。

　この特効薬の研修所時代を合い言葉にして、澤田さんをはじ

め、研友会の皆様、これからも、青春の心で、末ながく頑張りまし

ょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        増谷（副会長）

－8－

研友会の顧問を引き受けていただき、何かとご助力をいただいている澤田氏がこのたび阪神電鉄常
任監査役をご勇退されました。日ごろの感謝を込めて慰労会を開きました

　2008 年 7 月 18 日（金）午後　6 時 30 分～ 　　「魚鶴（うおづる）」  地下鉄「玉川駅」 
出席者  　内田,大山,奥谷,上勢,亀上,神崎,木村,杉山,中川,中谷,中山,西尾,沼久内,増田,増谷,丸井,山田

澤田顧問挨拶　⇑

ささやかな記念品
贈呈

⇐　神崎副会長

中川会長挨拶

最後は手拍子で締めました

　宴会風景



前田氏のビール片手にちょっといい話

－９－

日　 時　　２００８年 8 月 2 日（土）PM ６：００から　
場 　所　　神崎ビル 2 階 「研友会」本部室
参加費　　 1,000 円 
参加者　19 名
浅田、大山、奥谷、上勢、

神崎、酒谷、田中喬、 

中川、中谷、中山、 

西尾恵太郎、西尾光弘、

沼久内、前川、前田、 

増谷、丸井、山本公士、

芳野

真夏の研友会会場にたくさんの
人がきたらクーラーきかへんのと
違うかなの心配も無く、なんとか 
ビール片手に前田先生の保険特
約のお話を聞くことができました。

  私も自分が掛けている保険の内容をもう一
度確認しておきたいと思います。

  実は私も私の会社の従業員も約１年間前田
先生のご指導を受けたことがあります。そのう
ちの１人は成長し中心的な役割を担ってくれ
ています。

  先生のちょっといい話の続編を機会があれ
ばお聞きしたいものです。 　 （神崎副会長）

缶ビールでまずは乾杯

ぎゅうぎゅう詰めの会場を広く撮影してみました

メモを片手に熱弁の前田氏



 　

　

第１９回“史跡探訪同好会”へのお誘い

　　　　　　古都　奈良シリーズ（７）（平城宮跡を歩く）

研友会の皆さん、少しだけ古 （いにしえ） の奈良の都

　を歩いて、少しだけ当時の文化と歴史に触れ

　てみませんか、そして親睦の和を広げませんか。

開  催  日　　　　平成２１年4 月２５日（ 土）

集       合　　　　近鉄大和西大寺駅 改札内 テレビ下 （午前10時までに集合）

持　 　 物　 　　　 弁当，水筒．敷物．雨具，交通費．拝観料等の小銭．　 
                         　　　　 その他疲れない服装、靴で参加して下さい。

行程概略 　     １０：１０出発 ＞玉手門跡＞朱雀門＞東院庭園（昼食）＞遺構展示館＞

＞第 1 次大極殿復元現場＞平城宮跡資料館＞近鉄大和西大寺駅にて解散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 総距離 約 ６ｋｍ)

　　　　自由参加です　当日気軽に参加下さい　（事前の申込みは要りません）

　　　　問い合わせは　増谷俊男　080-3138-****（携帯）、西尾光太郎　090-1670-****（携帯）

いつも和やかな史跡探訪に参加させて

いただいて有難うございます。

主人に誘われて春と秋に奈良の社寺や

史跡散策に参加させて頂いてもう何回に

なるでしょうか？  それまでは、大阪に住

んでいるのにすぐお隣りの奈良に足を向ける事はあ

まりありませんでした。増谷さんのすごく細かく調べら

れてる解説をお聞きして、奈良の都の奥深さにいつも

驚かされます。ですが私にとっては日頃の運動不足

解消の方がウエイトが高いかもしれません。

今年は、海外「韓国」へ足を伸ばされるとか

 　　　　　　　　　　　　　　　 楽しみにしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中谷　文子

－１０－

　第17回　古道シリーズ　（２）山の辺の道を歩く

 開催日　　　平成２０年　４月２６日（土）

   集合　JR柳本駅　　　　解散　天理駅　

    徒歩総距離　（約９ｋｍ）

　　　　参加者　　１７名

     史跡探訪同好会     史跡探訪同好会
　～～　毎年4月と10月の第4土曜日開催 　～～　　　　　　　　　　　　　運営委員  増谷  俊男 ・ 西尾光太郎 

　第１８回  　古都　奈良シリーズ（６）（西の京を歩く）

    開催日　　　平成２０年　１０月２５日（土）

  　 集合　近鉄大和西大寺駅　　解散　西ノ京駅

        徒歩総距離　（約５．５ｋｍ）

　　　　参加者　　20名

西の京は何度か訪れたことのある好きな

場所のひとつで、今回史跡探訪ハイキ

ングに友人二人と一緒に参加させてい

ただきました。天候の心配が残る中、近

鉄大和西大寺駅をスタートし、増谷さん

の細やかな解説を聞きながら最初の目的地である西

大寺へと向かいました。本堂の釈迦如来の大きさに、

驚きと身の引き締まる思いを感じながら西大寺を後に

しました。

　住宅街を通り抜け、菅原道真公の生誕地、菅原の

里へと。かつて道真公が産湯をつかったといわれる

池－菅原神社－喜光寺へと。東大寺大仏殿建立時、

その本堂が手本となったという法相宗喜光寺では、ご

住職が沿革等を解説して下さり、行基菩薩像にまつ

わるエピソードには一同驚いたり大笑いしたりと、後々

まで私たちの話題に登場するのですが、住職の気さ

くな人柄が垣間見られました。

鑑真和上の威厳をひしひしと肌に感じながら唐招提

寺を後にし、最終目的地の薬師寺へとむかいました。

薬師寺は高田好胤管主の発願で、復興された伽藍

の美しさと壮大さは南都七大寺と称される由縁とも思

われます。

毎回詳細な下調べをして解説してくださる増谷さんに

感謝し、この何分の一でも記憶に留めておかないと

聞かせては頂くのですが・・・（申し訳ありません）

この至福の一日を頂いた事に感謝です。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西尾　繁味



第 1 ５研友会ゴ ルフコ ンペ　 　　 　 　　 　 　　１ １月１５ 日（土）　 　タイガース ゴル フク ラブ　　

研友会ゴ ルフ コン ペに参加して
 今年のタイガースゴルフに参加するまでに、練習しようと思っていましたが今年も業務多忙で練

習なしで参加となりました。関西生産性本部の多林さんは、前田先生と親交もあり、以前より研

友会もご存知で私も関西生産性本部内の日本包装技術協会でお世話になっております。昨

年よりゴルフを始められ現在やみつき状態ということで、今回参加していただきました。

当日は、２組目で西尾光平氏（ﾊﾝﾃﾞ２０）、多林さん（同４５：女性は45で開始）、内田（同４０）の

３名でスタートしました。今回キャ

ディさん２名ついてもらって、優

雅な一日でした。

今回ゴルフは、ゆとりでまわるも

のであると感じました。クラブはす

ぐに持ってきてもらえ、ボールの

心配なくすぐに位置を教えてもら

え、グリーンに乗ればマークして

ボールをみがいてもってきてくれ

ました。カートをだれが動かすか

心配することなく、コースを歩き、

カートにのり、打ち、ゆっくり回れ

ました。おかげでミドルホール「２

オン」、パターも寄せがよく気持ち

よく回れました。１ホール１０打が

何回かあったので１２０強の成績でしたが、ブービーにもからまず、次回は優勝をねらいたいと思います。

初参加の多林さん：優勝、西尾氏：２位とみんな好調で、よきメンバーとよきキャディーさん、よきコースに恵まれ

満足の一日でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内田宏明（研友会副会長）

研友会　ゴルフ　コンペ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　副会長　神崎　純一

第１６研友会ゴルフコンペのご案内
開催日　　３月２８日（土）

場　所　　西宮高原ゴルフクラブ
　　　　　　 　　(　兵庫県西宮市山口町船坂２０１３　　TEL 078-904-3747　）

　　　　　　お問合せは℡　090－8938－**** 　神崎　純一（副会長）まで

　　　秋はタイガスーGCで開催予定しています。　ご参加の程よろしくお願いいたします！

第1４回研友会ゴルフコンペ 　　　　　　　　　　　４月５日（土）　　西宮高原ゴルフクラブ

優勝者コメント

・神崎さんのホームコースの西宮高原で研友会のゴルフコンペで優勝してしまいました。 

私は運動神経が鈍く、ゴルフも楽しい一日が過ごせれば、万々歳でスコアは二の次なのです

が、なんの間違いか優勝してしまいました。当日のパートナー、天候，ツキなどなど上手く回転

したのだと思います。

今後も出来る限り参加したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

中川会長、神崎副会長はじめ研友会の皆さんのホスト精神にはいつも頭が下がります。 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤田邦昭（研友会顧問）

－11－



 

－１ 2－

パ ソ コ ン 研 究 会 　

運営委員　武市　　進 ・ 内田　宏明

皆さんは、上手にパソコンを活
用しておられるでしょうか。

今年いただいた年賀状の中に、
「パソコンやインターネットはど
んどん進化していくのに、ワー
プロや、簡単な検索以外に使
いこなす事が出来ずに、私の
技術はあまり進歩していませ

ん。」と、書いておられる方がおられました。

昨年のパソコン研究会では、i-Phone（アイフォー
ン）や、イーモバイルなど、先端の製品や技術の
数々を中心に紹介してきました。

パソコン研究会に参加していただく方は、メール
はもちろん、インターネットも上手に使っておられ
ると思います。

しかし、世間一般では、メールの出し方やグーグ
ル等の検索の使い方を知らない方も、たくさんお
られます。そういう方にも、便利なインターネット
の使用法を教えてあげる知識を私たちが身につ
けることにより、地域への貢献も出来るのではな
いでしょうか。

今年度は、新しい技術の紹介もしますが、基本
に立ち返って、参加した方が、自宅のパソコンを
使って、もっと便利に使う方法を学んでいただく
会にいたします。

具体的には、昨年
NHKで、放送された
「インターネット活用術
入門」のビデオ（一話
20分程度）を観ていた
だき、1回ごとにその内
容を、テキストを参照し
ながら具体的にパソコ
ンを操作し、学んでい
ただこうと考えておりま
す。

もちろん日ごろのパソコンに関する、トラブルや、
疑問を解決する場でもあります。大いに利用して
ください。

皆様方のご参加を心よりお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武市　進

 例会日    　各月の第４火曜日
　　　　　　　　　　　　ＰＭ６：３０～ＰＭ９：００
  2008 
   11月25日・12月なし
  2009
    1月27日・2月24日・3月24日
    4月28日・5月26日・6月23日
    7月28日・8月25日・9月29日
   10月27日  (9月のみ第5火曜日)
 場  　  所  
　　神崎ビル２Ｆ
　　　　　（大阪市福島区大開２－３－５）

       下記URLで地図を見ることが出来ます。

   www.okgk-kenyu.com/data/kenyutizu.jpg

 　　　　年会費            ５  ,  ０００円  　
　　連絡　０６－６８４３－****（武市まで）

　　日本語入力で困りませんか

ローマ字入力で小さい「っ」「ゃ」「ぁ」の入力

でとまどったことはありませんか？

「kya」「kyu」「kyo」のようにわかりやすい時

はいいのですが、話し言葉や外来語を入

力したい時に戸惑うことがあります、こんな

時には１字づつ小さい文字を入力したほう

が手っ取り早いです。入力の仕方は「X」キー

のあとに「A」「TU」を入力します。「X」の代

わりに「L」でもいいです。

つまり小さい字を打つときは「X」か「L」のあ

とに入力する。ワープロ専用機の時から使

われている方法ですが案外忘れているもの

です。

 それからもうひとつ、半角スペースを入力

したい時にいちいちIMEをオフにして入力

していませんか？

「Ｓｈｉｆｔ」キーを押しながら「スペース」キーを

押すと、いちいちＩＭＥをオフにしないでも半

角スペースを入力できます。レイアウトを整

えたりする時便利ですよ!!!



 　

阪神タイガース観戦応援会

　誰もが信じていたリーグ優勝！！夢になったシーズン・・・

　ＣＳ3位の結果で岡田監督が辞任、期待の助っ人、新井選手も故障者入

りで結果がだせなかった？！とにもかくにも残念な結果となりましたが、７回

の観戦応援会（５勝２敗）は楽しませて頂き、楽勝ムードに酔いしれました～！

　今シーズンは真弓監督で心機一転、甲子園球場もリニューアル。優勝！

日本一！目指し、最強タイガース期待しています！！！

　今年度から、お世話になっている澤田さんが退職されたことにより、チケッ

トは一括予約になります。会員の皆様には、開幕戦（京セラドーム）４月３日を

スタートに、９月までのチケットが取れた試合をお知らせいたしますので、

ご希望の試合日、枚数等を決めて別紙にてお申込みお願いいたします。

　※希望者の多い日程は、抽選となります。当選は発送をもってとさせていただきます。

　※チケット代、郵送費は実費負担でお願いいたします。　 

　 

3/28神 4－2横  京セラD

8/5神 1－6広  京セラD 4/26神 6－2巨  甲子園

観戦応援会

中国研に入ったきっかけ
　　　　　　　　　　　　酒谷　卓良（㈱ニシト発條製作所）

  私が中国研に入れて頂いたきっ

かけとなったのは、友人と中国

に旅行に行ったときの事です。

友人は衣料関係の仕事で度々

中国に行くことがあるので、色々

案内してもらおうと気軽に考えて

いました、海外旅行をしたことがなかった自分がい

ざ現地に着いてみると、何もかもが刺激的で、中

国語を話し、色々な場所を案内してくれる友人が

すごく頼もしく見え、同時に自分はなんて無力なの

だろうと実感しました。帰国して社内で旅行の話を

しておりますと社長が中国語を習っているとの事、

すぐに参加させてもらう事になりました。

中国語をはじめ経済の情勢等を、諸先輩方に教

えて頂いております。

談笑しながら楽しくやらせてもらっています。

興味のある方は気軽にご参加くださいお待ちして

おります。
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中　国　産　業　研　究　会

6/7交流戦  神 5－2ソ  甲子園

目　　的
世界経済の流れに乗り遅れない為の企業戦略とし

て、中国市場の動向及び中国企業の現状と技術

情報の交換・交流を目的とする。

メンバー企業の中国市場への参画への支援･協力

及び中国からの依頼、取引の受け皿として活動を

する。

活　　動
　　中国語、経済だけでなく世界情勢、

環境問題等の研究

例　　会

　　日時　　毎月1回（第2土曜日）

　　場所　　神崎ビル２階

年会費　　3,000円

運営委員　　

　　　　林 松生、　浅田 千明、　酒谷　卓良

　連絡先　　酒谷　携帯090-1963-**** 

  E-mail sakkan.****@ezweb.ne.jp 
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現会員は12名で　(社)関西吟詩文化協会、摂友会孔摂支部　あゆみグループに所属し、芳野歩孝

総師範先生（研友会会員）のご指導を受けています。

研友会詩吟同好会は他の教室と違い月1回です（他の教室は月3回）

摂友会孔摂支部の行事にも参加し吟詠の勉強と会員の交流も行っています。

あゆみグループ新年会を

詩吟同好会の主催にて

尼湯温泉で開催しました。

摂友会、各支部の先生方、

5名のご来賓を頂き、

あゆみ分会9名、

あゆみ吹田分会4名、

研友会あゆみ吹田7名 、

計25名で楽しく友好を温

め合いました。

他の会合で1次会に間に合

いませんでしたが、2次会に

駆け付けて頂いた森先生

（研友会のマドンナ）有難うご

ざいました。

毎年1月は新年会で　　始ま

り月1回、第一土曜日を原

則として練成を行います。

6:30に開演し少々の飲食をしながら素晴しい

異業種交流でいろんな情報も参考になります！？

7:30頃から詩吟の練習に入り

吟詠に真剣に励みます！！

詩吟を学びたい方、興味ある方は、

              いつでも参加できますので

                       気軽にお立ち寄り下さい。

詩 吟 同 好 会　
　　　　　　　　運営委員　田中喬  ・ 山本公士

運営委員　：　田中　喬　　山本公士
　　

専任講師　：　（社）関西吟詩文化協会
　　　　摂友会　孔摂支部　芳野歩孝　総師範
　　

例  会  日　：　毎月第一土曜日（原則として） 

    1/10 , 2/14 , 3/7 , 4/4
　　　　　　ＰＭ　６：３０　～　９：３０ 

　　

練成会場　：　㈱山一製作所
　　　　　　　　　　（大阪市淀川区田川）

会       費　：　年会費　10,000 円
　　　　　　　　　（研友会詩吟同好会の会費）

連  絡  先　：　山本携帯（090-3288-****）
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ジ ョ ギ ン グ 同 好 会

読　書　会
                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　 運営委員   西尾光弘、西尾光平  
　　2008年度　課題本名と、著者名、選抜者名

読書会は会員が（課題）本を選び、事前に課題本を配布（手渡し
又は郵送）し例会当日本の選定者を中心に課題本についての意見
交換を行います。
年会費（ 10,000 円）
興味のある方は
ＴＥＬ　　 06－6781－7345
ＦＡＸ　　 06－6789－2410
E メール  nishito****＠cup.ocn.ne.Jp
　　担当　西尾　恵太郎
　　　　　（ ㈱ニシト発條製作所 ）まで

2009年度例会予定日      （ 第3水曜日）
　　2/18　 ,　 3/18　 ,　 4/15　 ,　 5/20　
. 　6/17　 ,　 7/15　 , 　9/16 　, 　10/21

日付 課題本 著者 選定者
1 2/20     『松籟傳誦』 大井　川草 大塚　　正人氏

2 3/19 宮本　延春　 西尾恵太郎氏　

3 4/16   『ガンジス河でバタフライ』 たかのてるこ　   酒谷　　卓良氏

4 5 /21   『ホームレス中学生』　 　田村　　裕    島田　　浩司氏

5 6/18    『凍』 沢木　耕太郎   幸田　　昌之氏

6 7/16    『非属の才能』 山田　玲司　    裏野　　由晴氏　
7 9/17    『菜種晴れ』 山本　一力　 木下　　浩　氏

8 10/15  『察知力』 中村　俊輔　 沼久内　仁氏

『オール1の落ちこぼれ教師になる』

2009年度 　
第２回　例会案内

課題本『華麗なる復讐』
　　　 　水澤　あい著

選定者　西尾光平氏

例会日　3月18日(水)
　　　　　 19:00～21:00

場　 所  
　 ㈱ニシト発條製作所

2008年度活動報告 2009年度活動予定

　

2007年12月のホノルルマラソンでは同好会とその友人・知人を合わ

せて10人以上の参加となりましたが、その後は例年どおりの国内の大

会で参加者も限られています。

そこで今年は久しぶりに同好会メンバー全員に声をかけ、上記の計画

どおり、芦屋国際ファンランに花見を兼ねて参加し、親睦を深めたいと

思っています。同好会会員の皆様には別途詳しい案内を差し上げま

すので、参加ご希望の方は大会要綱に基づき、申込み手続きをされ

ますようお願いいたします。　　　　運営委員　　竹内　英也

　　　　　　Tel:072-635-**** 　E-mail take***@dance.plala.or.jp

2007.11.04　大阪・淀川市民マラソン

        11.11　雪彦マラソン（姫路）

        12.09　ホノルルマラソン

2008.02.10　神戸バレンタイン・ラブラン

        03.16　千里国際チャリティラン

        04.13　芦屋国際ファンラン

        05.25　麒麟獅子マラソン（新温泉町）

        09.05　富士登山

        10.05　こんぴら石段マラソン（琴平町）

2008. 11.02　大阪・淀川市民マラソン

        12.07　赤穂義士マラソン

2009.02.08　神戸バレンタイン・ラブラン

        04.12　芦屋国際ファンラン

        05.25　麒麟獅子マラソン（新温泉町）

        06.07　宝ヶ池チャリティラン（京都）

        08.02　富士登山

        10.04　こんぴら石段マラソン（琴平町）

　こんぴら石段マラソン（琴平町）



　　　　　　　　　　　　　　　　技の細道

   このページは自由欄です　“技の細道”　雑学ページにしましょう。！！！

　　ＦＡＸ　０７２－８８５－５４１８　　http://www.okgk-kenyu.com（掲示板に書込み）

　郵送は神崎ビル（〒553-0007　大阪市福島区大開２‐３‐５）研友会に送って下さい。

  「新広島市民球場」
　一昨年７月の転勤で広島にきて約１年半、こちらの生活にも徐々に慣れてきまし
た。昨年 11 月に広島県建築会で開催された「新広島市民球場」見学会に参加し
ました。
　新球場は天然芝のオープン球場で,現在の市民球場の３倍程度の広さです。広
島東洋カープのフランチャイズ球場としてのほか、アマチュア野球の開催にも対
応でき、コンコースからグランドを眺めながら球場を周回できることが、この球場の
優れた点です。

　外装は大地またはカープを表現した赤を基調とし、上部に向かって空をイメージした白色になっ
ています。構造に RC 造および PC 造が採用され、グランドの芝生は夏芝と冬芝の併用方式が採ら
れ、１年を通して芝が枯渇しないように配慮されています。ホームラン性の当たりをジャンプして捕
獲できるようにするため、外野フェンスの高さは緒方選手に合
わせています。コストダウンを計るため、外野フェンスの形状は
きれいな弧を描いているのではなく、コンクリートの型枠を小刻
みに切って折り目がついた格好になっています。
　広島駅からは歩行者専用道路でアクセスできる計画になっ
ていますが、駐車場の計画台数はたった 400 台で、使用でき
るようになるのは２年後になるなど自動車網の整備は大幅に
遅れる模様ですが、市民としてはこの球場が街のシンボルとな
るよう期待しています。　　　　　　　　　　　　（水守　寛敏）

編集後記　　
いつものことながら発行が遅れてすみません。また誤字、ミス等につきましてもお許
しください。また私事ですが父の葬儀に際しましては色々お気遣いいただきありが
とうございました。　
　（本号は OpenOffice.org ３．０で編集しました。用紙についてはｴﾌﾟｿﾝの両面上質普通紙（古紙100 ％）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　使用、プリンターはｷｬﾉﾝのix5000 （ A3-4 色インキ）で印刷しております）

研友会会計　　奥谷　悟

左の写真は中川会長がふと夜空を眺めたとき、西の空に
三日月と星が大変近くに寄っているので面白いなあと

思われ、2008年 12月 1日 5時 23分頃に携帯のカメラで

撮られたものです。

後でＴＶを見ると、細い月と金星、木星が天文角度 5°以
内に大接近しているという珍しい 天体現象であると紹
介されていたそうです。
（一番上が木星、真ん中が金星（宵の明星）、

　　　　　　　そして一番下が月齢 3.4の下弦の月です ） 

それにしてもカメラが優秀になったのか、会長の腕がい
いのか、三脚も使わずにうまく撮ったものですね。ブレ
をうまく抑えてあるだけでなく、夕暮れ時の夜景がまた
いいですね。おみごと!!!　
この手の写真は撮ろうと思って用意していても意外と
うまく取れないものですから??
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