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高野山探訪一泊研修会

ついては造詣が深く色々勉強になるお話を伺いまし

た。

語り部さんからこ

の坂道を越えれ

ば大門ですよと

言われ、一同最

後の力を振絞り

ました。（少々大

袈裟かな？？）

高野山には普段

バスで入りますの

で、大門を見る

のは初めてで

した。大門で小

休止の後、山

内案内板の前

で見所等の説明を受けたあと

【1 町石】のある壇上伽藍へ。

シンボル根本大塔前で記念

写真を撮ったところで語り部

の中谷さんと別れ、壇上伽藍

を見学した後今夜の宿泊先

の普門院の宿坊へもう一踏ん張り。
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  ２００４年「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺

産に登録された高野山参詣の表参道「町石道」を語り

部と共に歩いて高野山を探訪しました。

  語り部の中谷さんとは紀伊細

川駅で待合せ、駅裏の案内地

図前で道順の説明や注意をうけ

町石道との合流場所の 矢立を

目指して出発。

細川から矢立までは軽く足慣ら

しだと思っていたが、舗装され

た上り道で 日陰が

なく、太陽の照りつ

けも厳しく 1 時間ほ

どの道程だったが

早くもバテテしまい

ました。

矢立茶屋でアン入焼餅と抹茶で早めの昼食(アン入

焼餅を５～6 個食べる)を摂り英気を養ったところで、

いよいよ【町石道】です。

【５９町石】より高野山

壇上伽藍【1 町石】を

目指し歩きます。

町石道はよく手入れ

された山道で傾斜も

なだらかで、前日の

雨で木々は濡れおり、

うっそうと茂った樹木

の下は日も射さずとても快適でした。

途中語り部の中谷さんに高野山の歴史やエピソード、

高野山の自然、特に語り部さんはボランティアで自然

を守るために植林や下草刈り等をしておられ、樹木に

開催日： 2007 年 6 月 30 日（土）～7 月 1 日（日）

参加者: 今井,奥谷 ,小椋 ,神崎 ,木村, 武市, 
 (11名)  竹原,中川 ,中谷(臣) ,中山 ,西尾(光弘)

参加費：　19,000円

矢立茶屋でアン焼餅

http://www.okgk-kenyu.com/


普門院の宿坊は改修中で泊り客は私たちだけで、お

風呂で汗を流し、まずは麦般若（ビール）で乾杯 

精進料理を肴に盛り

上がります。もちろ

ん般若湯もＯＫ。

さすがに全員歩き

疲れの為 夜の静

けさを体感する前

に就寝。　　翌朝 

真言密教の朝の

お勤めを見学。

朝食をいただいた後写経に挑戦、皆無言で真剣に

写経、ペースの早い人に刺激され皆必死で頑張

りました。

普門院を後にしてバスフリーチケットを使って奥の院

前まで移動、前日語り部さんからいただいた奥の院の

案内マップを片手に

奥の院を散策、戦国

武将のお墓、産業戦

士の慰霊碑等を訪

ねながらどんどん奥

へ、水掛地蔵さまに

お水をかけてお参り

御廟橋を渡ると写

真撮影禁止。最後

に弘法大師御廟を

お参りし、研友会

の発展を願ってゴ

マ木を奉納（\500）

　　　　　一泊研修に参加して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　紀伊細川駅を語り部の中谷さんと一緒に一路大門までの山道を

自分の脚力を信じての出発でした。

慈尊院から高野山にいたる町石道には１町（107 ｍ）おきに町石が

立ち並んでいます。高野山の道標であると共に人々は 1 町ごとに

手を合わせ登山した祈りの道、信仰の道です。

実際の町石の間隔は歩幅で計測した結果最大で約２倍以上あり

ました。 道路工事や山崩れで流されたりした町

石は掘り出されてその場所に立てられたりした

ようです。

　途中ドライブインでの昼食の予定がドライブ

インがコースから外れているので（実は少々へ

ばってきたのと、この先本格的な山道になるの

で）矢立茶屋での焼餅の昼食になりました、 

たくさん食べるので茶店のおばさんはお土産

用の包みをあけて　次々と出してくれました。

　焼餅の昼食代がなんと 1万円でした。

　　高野山の墓石の間を歩いているとふと霊がそのあたりにふあふあと漂ってる

ように感じます。下界の騒々しさから離れしばしの心の休息でした。（神崎副会長）

般若心経写経
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弘法大師御廟から中の橋にもう一本の道を散策しな

がら戻ります。一の橋から御廟までのあたりには大きな

杉の木や槙の木とともに２０万基とも４０万基とも言わ

れる墓所があります。

中の橋の駐車場そばの食堂で昼食をとる。

食堂の階下の土産物屋でゴマ豆腐等のみやげを買っ

たため荷物が増え、バスで千手院前まで戻り、ここで

中川会長おすすめの生のゴマ豆腐を購入（美味でした）

徳川家霊台を

見学 200 円も

出した割には

見るべきところ

がほとんどない。

とりあえず記念

写真。

波切不動をへ

て女人堂に到

達、一同奥さん

の健康を願っ

て女人堂にお

参り、ここから

はまたバスで高

野山ケーブル

駅に、極楽橋でなんば

行きの急行に乗り換え

（特急ではありません節

約節約）車内は貸切状

態、みなコックリ・コックリ、

お疲れさまでした

　　南海なんば駅で解散

　　　　　　　　　　　写　経　体　験

 写経とはｗｉｋｉｐｅｄｉａなどを見ると仏教において経典を書写す

ること、又はその書写された経典のことを指すとあります。写

経が何かの役に立つのではなく、写経という行為自体が功徳

であり、「写経させていただく」という感謝の念をいつも忘れず

に、一字一字経文を書き写すことで流れる、ゆったりとした時

間をどうぞ楽しんでくださいともありました。『般若心経』は短い経典だが、仏

法の大意が述べられており、書写しやすく写経にはもっとも適切で、一時間

ほどで書き上げるのが良いとも書いてありました。

  今回の一泊研修ではじめて写経を経験する私は前述のような知識もないまま写経に臨みました。私のお隣

の「Ｉ」さんは丁寧に写経中で、見よう見まねで写経をはじめ 30 分程経った頃「Ｎ」さんが早くも終了。私はまだ

半分以上残っており、「Ｉ」さんを見ると 1/3 程写経中でした。その後 10 分程経過した頃「Ｋ」さんが終了。私は

ようやく半分出来たところでした。この時点では「Ｉ」さんも半分程でした。その後次々と他の方々も終了されてい

きましたが、私は「Ｉ」さんと同じぐらいに終わればよいと思い黙々と写経を続けていたところ、いつの間にか「Ｉ」

さんが猛スピードで写経を終了され、私一人が取り残されてしまい残念ながら最後まで写経することが出来ま

せんでした。今度、機会があれば再度挑戦したいと思っています。その時はゆったりとした時間を楽しみながら

です。今回の教訓「時間配分は余裕を持って」中谷でした。　　　　　（中谷副会長）
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    　   　　　　   2007 年度　　事　 業 　報 　告 　　　　　　（2006 年 11 月～2007 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）

     200 ６年 11 月　8 日（水）　三津江金型㈱工場見学 　　    　　  　　 　参加者 19 名

      （平成 1 ８年） 12 月　２日（土）　総会・忘年懇親会　　 (神崎ビル２ F)　　　　　　         　　25 名

     200 ７年 ２　月 10 日（土）　「研友」９号発行　　　　　　　　　　   　　　　　　　        　　100 部

      （平成 1 ９年） 3　月 31 日（土）　12 回研友会 GCP　 西宮高原 GC(優勝者　坂本芳徳)  　12 名

4　月 28 日（土）　古都・奈良シリーズ 15 回史跡探訪同好会　         　　　  1 １名

　　 3　月 31 日（金）　阪神タイガース観戦応援会　　　　　　　　　         　8 回　108 名

　　　(  3/31・4/21・5/27・6/10・7/28・8/16・9/1・9/15  )

6　月 30 日（土）～7/1　　1 泊研修　「世界遺産　高野山探訪」　　　         　11 名 

9　月 27 日（木）　見学会　「大阪府立産業技術総合研究所」　　　         　　19 名

10 月 14 日（日）　前川農園見学会とバーベキューパティー　　　　　         　22 名　

10 月 27 日（土）　古道シリーズ　 16 回史跡探訪同好会　　　　　　         　　13 名

11 月　３日(土)　 　13 回研友会 GCP　タイガース GC（優勝者　中谷臣伯）  14 名

＊  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　ｰｰ パソコン研究会、中国産業研究会　　　（神崎ビル）

           同好会　ｰｰ 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）

    研友会２００ 7 年収支決算　　　　　　                                   （2006 年 11 月～2007 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）

広報誌発行費　

****** *****

忘年会会費収入 忘　年　会　経費
***********

高野山一泊研修会費収入

******* ******

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
****** *****

阪神応援観戦会収入 阪神応援観戦会費

******* ******
本部利用分担金 本部光熱費

****** ******

雑　収　入 工場見学等手土産

（三津江金型㈱、産技研、バーベキュー） ******
ホームページ運営費

******

郵　送　費

******
雑　　費

***** ******
前期より繰越金 ******* 次期繰越金 *******

計 計
******* *******

会費収入　　　

　年　会　費　　（3,000円ｘ**名）　 　　　　研友８号　（発行　100部）　

　入  会  金    （5000円x1名）        印刷費****円(用紙,インキ)

　　　 郵送費　****円

      （3,000円ｘ27名 ） 　　　（酒類、つまみ、軽食、景品等）

高野山一泊研修経費

　（19,000円x**名 ,8,000円x1名） 　　（運賃、宿泊費、ガイド料等）

　　　　　　　　　（3,000円ｘ**名） 　　　　　　　（食材、酒類、土産等）

　　　　　（チケット代、送料） 　　　　　（チケット購入費、郵送費等）

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

       寄　　付 （特許研より1,329円） 　　　　（****円ｘ12ヶ月　＋　消費税）

　　　 利    息　339円

　（事業案内、行事確認葉書,会費請求等）

（封筒印刷2000枚、丸いす10脚、消耗費等）

 (弔電、香典)　　　



　　　　　　　　　　2008 年度　　事　業　計　画

  2007年　 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

  2008 年　1　月 　末日　　 　機関紙「研友」10号発行                    100部発行

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

     4　月  26日(土）　  第17回史跡探訪　　　     　      　　　    古道シリーズ

     5　月　　　　　　　 前川農園バーベキューパティー　　　　　三田市広野

     8　月 　　　　　 兵庫県三木市ビーンズドーム（大林式緑化法）  見学

     10 月              　　 第15回　研友会GCP　    　                 タイガースGC　　　　

     10 月  26日(土)　　  第18回史跡探訪　　　　     　        　　   古道シリーズ

　　
   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２ F

　 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）

 

    2008 年度予算                                                   (2007/11/01～2008/10/31)　

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

お願い
研友会の年度始めの役員会で、色々行事予定に頭を

ひねってみるのですがなかなかいいアイディアが浮かびません

多くの会員が参加していただける行事がありましたら、ぜひ紹介ください

何か思いついたら研友会のHP掲示板、FAXにお願いいたします

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

***,***

**,***

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

雑費（慶弔費、他）



　　　　　研友会　第 8 回　総会・忘年会（2007 年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　

総   会   １２月 2 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。

 

総会終了後
11 月 15 日に NBK フェスタ 2007 で特別賞
 近畿経済産業局長賞を受賞された大林氏に
受 賞対 象に なっ た 「 ビーン ズ・ ドーム 」の 
「大林式急勾配屋上緑化工法」について 
ミニ講演をしていただきました

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。
　    例年通り飲食しながら楽しく歓談し、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 
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神崎副会長
議案説明　→ 



　バーベキューパーティー
　　　前川農園でのバーベキューパーティに参加して

春には下見、今回は多人数でのバーベキューパーティ、下準

備やら後片付けやら、前川さんにはお世話になりっぱなしでた。

お蔭様で大変楽しい   一日、 

参加者一同笑顔のオンパレード

今思い出しても、自然に顔がホコロンで来ます。 

炭に火をつけるのに 30 分以上も悪戦苦闘、 

今度は火力が強すぎて鉄板の油がモクモクと

煙を、多少焦げたお肉もアッと言う間に無くなり、

野菜もまた右を向いて、左を見ると無くなり、最後の焼きそ

ばも豚肉とそばだけにもかかわらず完食、あいまに食べた

前川さん自家製の黒豆おにぎりも、皆の口から思わず 

ウメーの声、とにかく皆食欲旺盛でした。

呑む方は差入が多かったのか、歳のセイか（そんなの

関係ない方も？）かなり残ってしまいました。

採れたてのウコンと落花生も試食？落花生は殻のまま

鉄板で焼くと美味でした。ウコンはノーサンキュー！

お土産に黒豆の枝豆と白ナスを頂き、大黒様よろしく

大きな袋を肩にかけて帰宅しました。

前川さんに感謝、次回もここでバーベキューパーティが

出来たらいいなあと図々しくも思っている

自分です 

      ( 副会長　増谷　俊男 )　　

 

開催日　　2007 年 10 月 14 日（日） 

場　　所 　前川氏畑前（兵庫県三田市広野）

参加費　3,000 円　　参加者 23 名

鉄板焼けすぎだ！

七輪でお湯わかすで！

さんま　中まで焼けたか！

満　腹　だ！

焼そば俺が作るで！

これがウコンですよ！

ウコン味見しますか！

乾　　杯！
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大阪府立産業技術総合研究所 見学大阪府立産業技術総合研究所 見学はしもと

　大阪府立産業技術総合研究所は、私たちがお世話大阪府立産業技術総合研究所は、私たちがお世話

になった高等技術研修所があった江之子島の大阪

府立工業技術研究所 が平成 8 年に和泉市あゆみ野

（トリヴェール和泉 ） に統合新築移転されました。

　高度な技術開発の推進拠点としての整備を行い、こ

れまでの技術指導、依頼試験等の機能を一層強化し、

企業に利用出来るよう、多様な業務を推進している 

研究所です。

 　移転直後に旧研友会で見学しましたが、あれから１０年　設備の充実もは

かられ、新たに「産技研インキュベーター（開放研究室）」も開設されていると

のことですので、今回もう一度見学することに成りました。

産技研の田中さんに産技研の概略を説明していただいた後、田中さんの案

内で研究所の中を案内していただき新しい設備等を見学しました。

依頼試験、技術相談,設備機器利用等気軽に利用してくださいとのことです

　　　　大阪府立産業技術総合研究所　( http://tri-osaka.jp/ )にぞうぞ

研友会の見学会として、泉北にある大阪

府立産業技術総合研究所に行き、いろい

ろ興味深いものを見てきました。

いろいろあったのですが、特に印象深かっ

たのは、レーザーによる金属粉末を用い

た、立体物を成形する技術でした。エポキ

シ等の液体状の樹脂をレーザーを照射し

ながら、階層に硬化させて、立体品を作る

というここは、知っていたのですが、金属粉末を用いた加工

は初めて見ました。手にしたサンプルは、西洋の城

のような形状で、細かな螺旋階段までも、加工により、

きれいに立体的に再現されていました。

また、もうひとつの新しい技術として、興味深かった

ものは、摩擦のみにより、異なる材質の金属を溶着さ

せる技術でした。刃のないカッターのようなものを、

フライスに取り付け 2 種の金属の境目に回転させな

がら押し付けるとその部分が、摩擦により溶けてくっ

つくという、溶接のように高い熱の出ない、新しい技

術を用いた溶着でした。今まで知らなかった技術を

知る事が出来たのは大きな収穫でした。

　　　　　　　　　　　　　（　㈱武市精工　武市　進　）

開催日時　2007年 9月 27日(木)　PM3:00～5:00

所在地　大阪府和泉市あゆみ野２－７－１

参加者　　浅田、安東、今井、内田、奥谷、金谷、

（19名）　神崎、澤田、杉山、武市、竹原、田中、

　　　　　　　中川、中谷臣、中山、西尾恵、橋本

　　　　　　　前川、増田

             大阪府立産業技術総合研究所 見学

金属粉末ラピッドプロトタイピング(ＲＰ)造形法

ドイツEOS社製EOSINT-M250 が平成 10 年に

導入され、金属粉末をレーザーで層状に焼結し

て造形する。現在炭素

鋼粉末を用いて高強度

のＲＰ造形により金型等

に使える物を目指して研

究されている。密度 95%

の物まで出来るそうです

摩擦攪拌接合（FSW）

1991 年に新しい固相接合法として英国

で開発された技術

で融点以下で、溶

接以上の接合強

度を持つ接合が実

現でき、融点の違う異種金属間の

接合が高品質に実現できる（界面

に化合物が出来ない）点が

注目されている

バスの時間の関係で数人の方が先に帰られました

田中さんから説明

をしていただく
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阪神タイガースは断念ながら 3位でシーズンを終えた

開幕戦の応援もむなしく１：４で広島カープに

　　　　負けてのスタート　残念！

中日戦には強く横浜銀行に弱く 4月は 5割、

　５～６月は最悪 7～9月は首位が見えた！？

10月の連敗は痛かった！ＣＳ戦に進むが

　　　　　　　中日ドラゴンに勝てない！！

　

　6/10対ソフトバンク戦、雷雨で 1時間以上の

　　中断、延長 10回裏、林選手が

　　　　　　　サヨナラホームラン　

　　　　３：１で勝ち六甲颪が歌えた！！

　　2008年は桜井選手を始め若手選手の成長、

　　　　　　　　新井、金村選手の加入で期待したい

　今年も下記の通り公式戦の開幕戦から

　　　　　　　　　　観戦応援会を予定しています

　球場で 六甲颪 を一緒に歌 いましょう！！

　がんばれ 阪神 タイガース！！！

3/28   (金） 阪神：横浜　　      京セラＤ  18:00～　特別内野指定席　　 枚

4/26   (土)　阪神：巨人　        甲子園　　18:00～　　　　　　　　　　　　　 枚

6/7   （土） 阪神：ソフトバンク　甲子園　  14:00～　　　　　　　　　　　　　枚

6/21   (土)  阪神：日本ハム　　　甲子園　  18:00～　　　　　　　　　　　　　 枚

7/2    (水)　阪神：中日　　      甲子園　　18:00～　　　　　　　　　　 枚

8/5    (火)　阪神：広島　　      京セラＤ　18:00～　特別内野指定席　 　枚

9/11   (木)　阪神：ヤクルト　　　甲子園　　18:00～　　　　　　　　　　　　　 　枚

　　　　　　　アンケートに記入された観戦同好会メンバーの方を優先にします　

　　　　　　　　必ず返信、回答の程よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　希望日、枚数、氏名に印を記入して FAX にて　２/２５迄　によろしくお願いいたします。

　　　FAX　０７２－８８５－５４１８　　又は　http://www.okgk.-kenyu.ocm/　　の掲示板

＊　京セラドーム大阪　特別内野指定席 　　　＠4,500円　　　　＊　甲子園球場　　イエロー指定席    ＠3,500円

＊　甲子園球場　　　　1塁アルプス指定席　  ＠2,500円　　　　＊　甲子園球場　　ライト外野指定席  ＠1,700円

観 戦 応 援 会
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　　　　第１５回 古都、寧落〔なら〕シリーズ（5）
  　　　    　　　　　　　　　　～佐保～般若寺を歩く～　

平成１９年 4 月２８日（土）曇り～小雨

参加者　　11 名

コース　　　猿沢池・率川神社・観光センター・饅頭塚

　　　　　　　聖武天皇陵。少年刑務所・般若寺で昼食

　　　　　　　東大寺・興福寺・猿沢池解散

　　　　　　　　第１ 7 回“史跡探訪同好会”へのお誘い（古道シリーズ（２）山辺の道を歩く）

　　　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２０年 4 月２６日（ 土）

集       合　　　　ＪＲ柳本駅（午前 10 時までに集合）(改札は一ヶ所だけ)　

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 　      柳本駅 → トレイル青垣 → 長岳寺（\３００） → 大和神社お旅所

 → 西山塚古墳 → 竹之内環濠集落 → 夜都伎神社 → 

天理観光農園（峠の茶屋）昼食 → 内山永久寺跡 → 石神神社

 → 天理駅（JR・近鉄）解散 ------( 総距離 約 ９ｋｍ)

　　　　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　080-3138-4266（携帯）、西尾光太郎　090-1670-8525（携帯）（携帯）

     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 16 回 古道シリーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　～山辺の道を歩く～

成１９年 4 月２８日（土）雨

参加者　　13 名

コース　　　桜井駅・海柘榴市観音・金屋の石仏・

　　　　　　　平等寺・大神神社で昼食・崇神天皇陵

　　　　　　　ﾄﾚｲﾙ青垣・黒塚古墳・柳本駅解散

お旅所

長岳寺

 西山塚古墳

竹之内環濠集落

峠の茶屋

石神神社
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第13回　研友会ゴルフコンペ

　平成 19 年 11 月 3 日（土）　タイガースゴルフクラブで行われました

晴天にめぐまれ素晴しいゴルフ日和、４組　14 名で日頃の腕前を競った。

優勝は最下位常連の中谷臣伯さんが　（Ｇ１０６　Ｈ４０　Ｎ６６）６アンダーぶっち

きりでした。２位中谷省二　３位神崎　Ｂ M の大畑さんは奥様と一緒に参加され

ています。今回は奥さんに負けてガッカリ！！

お土産にタイガースカレーの詰め

合わせが付いています。

又澤田さんから賞品にタイガース

選手の色紙・グッズが提供される時

もあります。

研友会　ゴルフ　コンペ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　副会長　神崎　純一

第１４回ゴルフコンペのご案内
開催日　　４月５日（土）

場　所　　西宮高原ゴルフクラブで、桜満開をねらっての開催です 
　　　　　　 　　(　兵庫県西宮市山口町船坂２０１３　　TEL 078-904-3747　）

　　　　　　お問合せは℡　090－8938－6866 　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1２回研友会ゴルフコンペ

　平成 1 ９年３月３１日（土）　西宮高原ゴルフクラブ １２名の参加で腕前

を競いプレーを楽しみました

　雨の予報でしたが皆さんの日頃の行ないが善いのか雨が逃げて

小春日和、お昼からは風が強く雨を呼ぶ雲行になり春一番の荒れ

模様になったが、３時頃にプレーを無事終了し会食と成績発表。

神崎幹事さんが 2 月にホールインワンをされたお祝いで優勝、

２～飛び賞、参加賞、ドラゴン、ニアピン、ベスグロの各賞すべて

を寄贈して頂き豪華な賞品でした。

　またまた初参加者が優勝です

　　優勝　 坂本　(Ｇ１１１　Ｈ３６　Ｎ７５)　、２位　中川　、３位　澤田　　　

　　４位　　神崎（ベスグロ賞）、　５位　堀口（前回の優勝者）

　　６位　新　、　７位　　山田　、　８位　西尾（光平）

　　９位　　中谷（省二）、　１０位　　芳野　、１１位　　大畑（ＢＢ賞）　、　１２位　田中　喬　　　

優勝者コメント
まさか優勝できるとは思っ
ていませんでした。町内
で定期的に年 4 回コンペ
に参加しているのですが
いつも下から数えたほうが
早い成績です。
西宮高原ゴルフクラブは何回か行った
記憶はあるのですが、グリーンが狭くて
難しいと印象がありました。
ハンディーが多くて優勝したものと思っ
ています。（坂本芳徳）

優勝者コメント
 第１３回研友会ゴル
フコンペは、私の５３
回目の誕生日に開
催されました。
　 今まで優勝とは縁
のなかった私ですが、当日は、ま
たとないゴルフ日和であったこと
やメンバーに恵まれパットも調子
よくベストスコアが出ました。
優勝させていただき、大変良い
記念になったと感謝しております。
　　ありがとう御座いました。
　　　　　　　　　　(中谷臣伯)
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　毎月第 4 火曜日の午後 6 時半から 9 時までの予定

で、パソコンに関する、新しい知識を勉強するための

研究会です。

昨年は、「ちょいテレ」といった、

ノートパソコンの USB 端子に

つなぐだけで、ワンセグ放送

を見ることの出来る機器の紹

介や、ポータブル GPS ナビ、

大人気の任天堂のゲーム機

「DSLite」、Apple の iPod 

nano といった、携帯デジタル

プレーヤーでありながら、ビ

デオも見る事が出来るアイテ

ムなど、具体的に操作方法を

学びながら、先端の機器を道

具として使いこなすためのノウ

ハウを紹介しています。

そのほかには、「You　Tube」と

いった、インターネットで、今

話題になっている、ビデオサ

イトの実際の使い方を知っても

らったり、迷惑メールの対策に

有効な、「Gmail」の便利な使

用法も勉強しました。

また、DVD は、音楽用の CD

のように、簡単にコピーをする

事が出来ないのですが、DVD ビデオから、1 枚の DVD-

R にきれいに保存するといった、裏技も情報交換により

実現しております。

皆様の日ごろ抱いておられる、疑問や、トラブルを当パソ

コン研究会では、参加者一同楽しく情報を集め、意見交

換しながら解決しております．

皆様方のご参加をお待ちしております

　　　　　　　　　　　　　　　　MS-IMEに単語登録していますか？

ウインドウズ XP で文章を入力する時スペースキー

を押してもうまく変換できなくてイライラしたことはあ

りませんか？効率よく変換するためには MS-IME

の辞書に良く使う変換できない単語（人名、固有

名詞、専門用語等）を単語登録しておけば変換出

来ることは、皆さんご存知だと思いますが実際にた

くさんの単語を登録している人は意外と少ないも

のです。

そこで役に立つのが「変換トレーニング ウィザード」

で今までに作成した文章の中から未登録の単語

を抽出して辞書に自動登録出来ます。

「IMEツールバー」から右枠内の手順で実行でき

ます。

ただし、読みや品詞が違っていたり、いらない単語

が登録されるので、同じ要領で「ツール」にある「辞

書ツール」を起動して修正してください。

パ　ソ　コ　ン　研　究　会
運営委員　武市　　進 ・ 内田　宏明

ツール

 例会日    　各月の第４火曜日

　　　　　　　　　　　　ＰＭ６：３０～ＰＭ９：００

  2007 

   11月 27日・12月なし

  2008

    1月 22日・2月26日・3月25日

    4月 22日・5月27日・6月24日

    7月 22日・8月26日・9月30日

   10月 28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  
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中　国　産　業　研　究　会

読　書　会
                                             運営委員   西尾光弘、西尾光平  

中国産業研究会は 　2005 年 2 月 19 日に発足し 

2005 年 9 月に上海へ視察研修会を実施しました。 

中国の状況や話題、最新情報を林さんより、お聞き

し話し合って進めています。　　 

最近は「やさしい中国語会話」のテキストを使い中

国語に少しでも親しみ、会話が少しでも出来るよ う

にと勉強会が中心です、林先生に教えて頂いてい

ます。

 次回の中国産業視察には会話が出来れば・！？

 １） 目　的 　　　　

　　　中国市場の動向及び中国企業、産業の現状

　　　と技術情報を見聞する 

２） 活　動 　

　　　中国企業の産業技術のマーケティングについ

　　　て意見交換 林さんによる中国語勉強会と最

　　　新情報を聞き知識をたかめる 

　　 会　　員

　　　浅田、内田、神崎、酒谷、竹原、中川、

　　　西尾(恵）、増田、山田、山本、芳野、 

2007 年度　課題本名と、著者名、選抜者名

例会 　毎月 1 回　　第２土曜日

　　　18:30～21:30　（１月、12 月は休み）
 　　　（　2/9　3/8　4/12　5/10　6/14　7/12　
　　　　　　　　　　　　　8/9　9/13　10/11　11/8　） 

　　　　神崎ビル　2 階　「研友会本部」 

年会費　　　3,000 円 

運営委員　（連絡先） 　　　

浅田千明　　　℡　0729-96-3431（自宅）

　　　　　　Ｅ- mail : chuck45402@yahoo.co.jp 

林　松生　 　　℡　0729-99-3330 

　　　　　　　　　携帯　090-3678-6862 

神崎純一　　　℡　06-6468-3555 

　　　　　　　　　携帯　090-8938-6866 

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  nishito2410＠cup.ocn.ne.Jp

　　　　　　　担当　西尾　恵太郎（㈱ニシト発條製作所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　まで連絡ください

2008 年度例会予定日      （ 第 3 水曜日）

　　2/20　 ,　 3/19　 ,　 4/16　 ,　 5/21　、. 　6/18　

 ,　 7/16　 , 　9/17 　, 　10/15

2008 年度　第 1 回　例会案内

課題本　　『松籟傳誦』 大井 

川草著

選定者　　　大塚　正人氏

例会日　　2008 年２月 20 日

                       　(水)　19:00

場　 所     ㈱ニシト発條製作所

                              　２階

日付 課題本 著者 選定者

『介護セラピー』 飯田　ユミ 和田　憲一　氏

『心に残るとっておきの話』第１２集 潮文社編集部編 西尾恵太郎  氏

『異邦人』 カミュ　 大塚　正人　氏

『不動心』 松井　秀樹　 酒谷　卓良　氏

『鏡の法則』 野口　嘉則　 島田　浩司　氏

『裁判官の爆笑お言葉集』 長嶺　超輝　 裏野　由晴　氏

『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』 武田　邦彦 奥谷　悟　氏

『めぐり愛つむいで』 川谷　清一　    西尾　光平　氏

2月21日

3月22日

4月18日

5月16日

6月20日

7月18日

9月19日

10月17日
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詩吟同好会が発足して 17 年目になります。

芳野先生のご指導で月 1 回、年間 10 回程度です、飲食をしながらの世間話と雑談(6:30～7:30)、７時 30 分頃

から発生練習、吟詠、詩吟の解説、作者略伝とその時代背景等、ご指導を頂き練成に励みます。

10 名ほどの会員ですが 3～5 段で雅号をも頂いています。

今年（7/22）師範代に 3 名が合格しました。（師範代の受験者は 109 名）

芳野先生の指導教室は、あゆみ分会で月 3 回です、竹内さん、今井さんは同好会を離れそちらで真剣に取り

組んでいますので、師範代を早く取得され次の師範を目指しています。

指導教室を掛け持ちで練習に励んでいます増田、浅田さんもメキメキと上達しています。

第２回孔摂支部練成大会が 11/18

岸部市民センターで開催され研友

会は、あゆみ吹田分会で読吟にて

参加しました。

各分会は創作で「風林火山」を吟

詠と舞踊などで華やかで素晴しい

創作劇を披露され、来賓の先生方

の御範吟の素晴しさに圧倒されま

した。

2 部の懇親会は山本さんの名司会

で楽しくご歓談でき盛り上がり交友

                                                     を温め合うことができた。

　 恒例になった新年賀吟懇親会が尼湯温泉で研友会詩吟

同好会、あゆみ吹田、あゆみ分会の皆さんと関西吟詩文化

協会摂友会各支部の役員、先生方と一緒に吟の門出を祝い

今年度の活躍を誓い合いました。

28 名のご参加を頂き福引抽選で 1 等を当てた方は読吟をし

ないと景品を頂けない！！

2 等お酒一升とおつまみ付、空くじナシ！カラオケと盛り上が

り時間が足りません！！

温泉につかり 2 次会は残りの焼酎で乾杯・・・・時の過ぎ行く

まま・・・・三々五々家路へ！

詩吟同好会は楽しみながら詩吟を学んでいます！？

興味があれば参加してみませんか、いつでも気軽に来て下さい   お待ちしています・・

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）関西吟詩文化協会総師範

　　　　　　　　　　　　　芳野歩孝　先生

例  会  日　：　毎月　第一土曜日　

　ＰＭ　7:00～9:30　（開演 6:30）　　

練成会場　：　㈱山一製作所

会       費　：　年会費　10,000円

連  絡  先　：　山本携帯（090-3288-8815）

――　師範代に合格者のコメント　――
　山本師範代　

    ・・師範代（詩吟）になり皆様に指導

        できれば？？       マダマダです！

　増田師範代　

    ・・詩吟では芳野先生に恵まれ、厳しく

       教えられ、又関吟の先生に励まされて

       師範代の免許を頂き 15 年間続けて

       よかった！

　中川師範代　

     ・・継続は力なりを実感しています。

        芳野先生のご指導は基より皆さんと

        続けられたことが全ての結果だと

        感謝しています。
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ジ ョ ギ ン グ 同 好 会

2007 年度は運営委員の竹内が、7 月の誕生日までに 70 回目のフルマラソン完走を目指す年でした。1 月は 66

回目指宿菜の花マラソン、2 月は 67 回目木津川マラソン、5 月は 68 回目バンクーバーマラソン、6 月は 69 回目

京都宝ヶ池チャリティラン、そして 7 月はゴールドコーストで 5 時間 6 分台で完走することができました。

　

同好会としては、雪彦マラソン、

芦屋国際ファンラン、麒麟獅子マラソン、こんぴら石段マラソンなどに参加

し、観光や親睦を楽しんでいます。　今後は、71 回目のホノルルマラソンに 

はじまり、77 歳の喜寿あたりを目標に 100 回目の完走を目指します。

　同好会も参加者は限られていますが、年 5～6 回の大会に参加していますので、参加希望の方は上記までご

連絡ください。

還暦の記念に　二つの海外マラソン　に挑んできました                                   竹原 順治

北京マラソン　１０月２１日　全程馬拉松　成功完成成績　３小時３１分４１秒

オリンピック前年の北京。『天安門広場をスタート、オリンピックセンターでゴール』が売りの大会でしたが、全国

人民代表会議（日本の国会）と重なるということで天安門広場は使えず、急遽コース変更。『こんなの初めからわ

かっていたのでは・・・？』と言いたいところですが、これもお国柄、郷に入れば郷に従えと自分に言い聞かせて

とにかく納得。しかし、５０００人を超えるという参加者でラッシュアワー並みのスタート前３０分でした。

最初の５ km はキロ５分をわずかに切るペース。沿道の絶え間のない声援に後押しされて２０ km まではなんとか

ペースを維持するも、ハーフを過ぎるあたりから腿の筋肉が悲鳴をあげだす。落ち込むペースをキロ５分台後半

で持ちこたえてなんとかゴール。北京の町は、食事もおいしく活気にあふれていましたよ。
　　　　　　　　　（一夜漬中国語：『全程馬拉松　成功完成成績』とは『フルマラソン　完走記録』、感じでわかりますね。）

ホノルルマラソン　１２月９日　４時間１４分４９秒　（自己計測ネット値）　

信じられないことですが、早朝のスコールで記録計測システムがダウンして私

のタイム、順位の公式記録はありません。このような境遇のひとは数千人にお

よんでいる模様です。

さて、レースは自己ワースト記録更新というほろ苦い結果に終わりました。 

スコールにも拘らず派手な花火に見送られてお祭り気分で「夜明けのクリスマ

スイルミネーション」の街路を走り抜け、ダイアモンドヘッドを超えて山腹に点

在する高級住宅街の明かりの美しさに感動しながら順調にほぼ５分ペースで

ルンルン気分の前半でした。ところが、こんな時に限って落とし穴があるので

すね。１０マイル過ぎで腹痛が発生。雨で濡れて冷えたことが原因か？トイレ

休止５分で筋肉が完全硬直状態。少し走れば歩いてしまうという苦しい状態。

また降りだした雨で体が本当に冷えてしまう。本当に長い長い残りの 20 ｋｍで

したが「完走できればすべて良し」。それまでの苦しさをみんな忘れて本当に

うれしいゴールでした。家内も５時間５０分で無事完走できました。

ホノルルは車も人も多いのですが、太陽も町行く人々も明るく陽気でおおらかです。完走Ｔシャツを着て痛い足

を引きずって歩いていると、道行く人が「コングラチュレーション！」と声をかけてくれます。スーパーやコンビニ

には日本食がいっぱいです。竹内さんご夫妻とのハップニングいっぱいの夕食も本当に楽しい思い出になりま

した。ここは、「また来たいなあ」と思わせるところです。（写真は完走 Tシャツでワイキキ海岸でのツーショットです）

ジ ョ ギ ン グ 同 好 会

2008 年度活動予定
2007.11.04 大阪・淀川市民マラソン
2007.11.11 雪彦マラソン（姫路）
2007.12.09　ホノルルマラソン
2008.02.10　神戸バレンタイン・ラブラン
2008.03.16　千里国際チャリティラン
2008.04.13　芦屋国際ファンラン
2008.05.25　麒麟獅子マラソン
2008.06.01　京都宝ヶ池チャリティラン
2008.08.02　富士登山
2008.10.05　こんぴら石段マラソン

2007/07/01 ゴールドコーストマラソン
    竹内　英也　氏
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2007 年度活動報告
2006.11.05 大阪・淀川市民マラソン
2006.11.12 雪彦マラソン（姫路）
2006.12.03 赤穂義士マラソン
2007.01.14　いぶすき菜の花マラソン
2007.02.04　京都木津川マラソン
2007.04.08　芦屋国際ファンラン
2007.05.06　バンクーバーマラソン
2007.05.27　麒麟獅子マラソン
2007.06.03　京都宝ヶ池チャリティラン
2007.07.01　ゴールドコーストマラソン
2007.08.04　富士登山（1泊）
2007.10.08　こんぴら石段マラソン

ジョギング同好会運営委員

 竹内　英也 Tel:072-635-3638

E-mail take-hi@dance.plala.or.jp



　　　　　　　　　　　　　　　　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。

  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　
　（本号は OpenOffice.org 2.2 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

社団法人「関西ニュービジネス協議会（NBK）」主催の第 7回「NBKフェスタ２１」において

　「近畿経済産業局長賞」受賞

　㈱大林環境技術研究所が世界初のドーム急勾配大屋根緑
化エコ技術開発に対して「近畿経済産業局長賞」を受賞され
ました。
　兵庫県三木市に１１月にオープンした屋内テニス場
「ビーンズドーム」の急勾配の屋根に、同社が開発された杉の
皮を砕いて製造した（重さが通常の土の５分の１）土壌を用い
て緑化することにより、ドーム内の夏場の気温を外気より３度
程度低く抑え、空調設備を省くことに成功された。
空調機器を備えた場合（年間維持費１億～２億円）に比
べ、大変安上がり（年間の維持費５５０万円）だそうです。
　　

今年の 8月には研友会でこのドームを見学し緑化の効

果がどの様なものか体験したいと考えております。
詳しい日程等は後日改めて案内いたします。

訃　報
　元大阪工業会職員の大野元祥さんがお亡くなりになられ、 

6月 10日に告別式がとり行われました。

　工業会では大阪高等技術研修所の担当で色々お世話にな
りました。研修所が幕を下ろした後も研友会の仲間として活動
に参加されておられました。

　　　　　　　　 ご冥福をお祈りいたします

　　ヤッター！！ワールドビジネスサテライト出演だ～

　野田金型（有）の社長　堀口氏が参加している航空機産業への

参入集団「ＯＷＯ」のフォーラムがあり、この模様をテレビ東京の

「ワールドビジネスサテライト」が取材、１２月７日 24：00 に

【ニッポンのものづくり、航空機産業を目指す】で放映されました

　　　　　堀口氏ももチョコッと出演されていました。

武市さんが下記に動画を保存されています（150MB あります）
　　　（　http://www.takeichi.com/data/071207noda.wmv　）

大林　夫妻
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