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   秋の空 

理事 太田克海 
 
 最近夕方六時過ぎれば風呂に入り、7 時に

なれば寝具に入り、窓を開け放ち、夕暮の空

を眺めている。 

「夕殿に蛍飛んで思い悄然たり、秋の灯かか 

げ未だ眠る事あたわず（白氏の長恨歌の一

節）」。 

 

 
 

このごろ毎日頭をよぎる、目を閉じて遥かな

る若い昔を思い出す。 

 

「今こんと言いしばかりの長月の有明の月を

待ちいずるかな（素性）」。 

 

 昔を偲んでいるうちにいつか眠りに落ちる、

3 時頃ふと目を覚ますと東の空に浮かんでい

た月は早西の空に。いつか若やいだ暁が来る

と望みながら一眠り。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

かまびすしき雀の声に驚きながら時計を見れ

ば朝の 7 時、毎日この繰り返しである。 

 

早く起きなければ、急いで朝食、直ぐに会社へ、

このような朝を迎えることはもう無いであろう

か。とはかない夢を追いながら朝食である。 

 

 日ごと、この繰り返しはなんとなくさみしい。

ぶつぶつと言いながら朝食を終わり、ふと年を取

ったのだと思いながらこしかたを思い返す。鳥の

声は、いつもとかわらずニギヤカであるが、それ

を聞きながらすることもなくタバコをふかして

いる。 

 
 むかしの人は、このわびしさをどの様に過ごし

たのであろうかを思い悩む。雨の日はこの思いは

強い。ふと庭を見るとダンゴ虫が一生懸命土を掘

っている。なにも考えず、毎日を過ごせたらと虫

の作業を見守っている。 

 

春先には又家族をひきつれて、にぎやかに家を

作っているのであろうか。 

  

虫の生活をうらやんでいる年の暮れである。 
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令和 2 年は新型ウイルスのコロナ…コロナで

世界中が翻弄され、生命と経済の危機に見舞わ

れました。新しい年になっても感染拡大続き終

息の見通しがはっきりしません。しかし救いの

一つコロナワクチンの開発が進められ、わが国

でも早ければ 2 月頃には接種が始まりそうです。 

一方我々個人もコロナに感染しないよう 

マスク 検温 アルコール消毒 丌要丌急の外

出の自粛などで対策を取るしか方法が無いよう

に思われます。コロナ感染の一番の原因は飛沫

感染といわれており。長時間向かい合っての会

食、大声での会話と 3 密をしないことと言われ

ています。 

それでも目に見えないコロナウイルスはどこに

でもいると思わざるを得ません。 

もう一つの対策は免疫力の強化です。 

私たちの身体にもともと備わっている生体防御

システムの 1 つです。ウイルスや細菌などの体

内に侵入したとき、体内で感染を広げるのを防

ぐ役割を担っています。免疫機能を高めるには

1）適度な有酸素運動をする 

２）運動や入浴などで体温が上がる状況をつく

ると血流やリンパの流れが良くなり免疫細胞が

動きやすく侵入してきたウイルスを捕まえやす

くなります 入浴は 40 度 10 分程度が良いと

されています。 

3）ストレスに注意する。過剰なストレスは免

疫細胞の機能を低下させます。日常生活で楽し

いこと 好きなことを定常的に生活習慣として

取り入れることが大切です。コロナを恐れ、家

に閉じこもり何もしないことはかえってストレ

スが溜まり、体力筋肉の低下でコロナの餌食に

なると思います。密を避けた散歩 買い物 バ

ランスの取れた食事 規則正しい生活をしてく

ださい。 

さて当シニアしごと創造塾もコロナの影響で

活動に制約がありますが、コロナ対策を取りな

がら遊楽寺子屋では毎月 1 回 書道教室 陶芸

教室 スマホ教室を開催しています。2 時間程

度の講座ですが、終了後の満足感でストレスも

退散します。ご興味のある方は一度見学をされ

てはいかがでしょうか。 

あいな里山公園でも当方主催の学プログラム

を実施していますが 12 月 11 日は家族で米

つくりシリーズの「餅つきを」を開催しました。

コロナ インフルエンザノロウイルスの対策が 

 

必要で関係部門との調整,対策案の提出、保健

所許可申請等事前準備を行い実施にこぎつけま

した。 

餅つきプログラムは人気があり募集人員 50

名に対し 3 倍もの申し込みがあり、抽選で参加

者を決めました。受付時には参加者の検温、ア

ルコール消毒、手洗いを行い食べ物はすべて加

熱殺菌食器類もワンウエイのものを使用その他

の安全対策を行いました。餅つきは大人用と子

供用の臼杵を用意し順調に搗き上げ、きな粉・

いも餡のからみ餅 白みそ仕立てのお雑煮、ぜ

んざいで搗きたての餅を愉しみました。特に子

供用の臼と杵は子供たちが親の手を借りずに一

人で搗けることが喜ばれました。無事事故もな

く管廊出来ホットしています。これらの対策は

今後も安全・安心の面で良い経験になりました。 

参加者の検温 

  

 3 歳児の餅つき 

 

斎藤記 

 



 
10 月 21 日神戸探訪 12 回目  

理事 吉川仁 
 快晴に恵まれ、二葉ふれあいのまちづく

り協議会の１7名の方々をご案内しました。 

コースは市バス大橋 5 丁目⇒同天神下⇒綱

敷天満宮⇒須磨寺 真言宗須磨寺派大本山

⇒市バス天神下⇒同大橋 5丁目 です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     （綱敷天満宮にて） 

須磨寺句碑歌碑文学碑全 24基を廻りました。 

有名どころは、良寛の句碑「すまでらの む

かしを問えば 山桜」、陳舜臣の漢詩碑 

「須磨寺有感」、山本周五郎の文学碑、正

岡子規の句碑「暁や 白帆過ぎゆく 蚊帳

の外」、与謝蕪村の句碑「笛の音に 波も

よりくる 須磨の秋」、尾崎放哉の句碑「 

こんな良い月をひとりで見て寝る」、白崎

弘晧の歌碑「公達の 血のりを秘めて 七

百年 水静かなり 須磨の池」、松尾芭蕉

の句碑「須磨寺や 吹かぬ笛聞く 木下闇」  
（ 下の写真） 

皆さん口々に「須磨寺には何度も参ってい

るが、こんなに句碑や歌碑が有るのは知ら

なかった」と言われました。 
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11月 25日第 23 回社会見学会  

理事 吉川仁 
 コロナ感染を避けるためか、参加者は 6

名でしたが、天候に恵まれて楽しい八宮巡

りをしてきました。 

コースは道なりに JR三ノ宮駅⇒二宮市場⇒

二宮神社⇒一宮神社⇒生田神社⇒三宮神社 
八宮とは： 

 正式には「生田裔神八社」(いくた えいしん は

ちしゃ)と云います。 神戸市の生田神社を囲むよ

うに点在している裔神八社のこと。 

 

 
 

 
 

 

 
 
生田の神さんは松がお嫌いって知ってますか？ 

門松を立てずに杉飾りし、生田の森に一本も松は

ないそうです。 

 

一宮神社 

御祭神：田心姫命(たごりひめの

みこと) 

別名 奥津島比売命（おきつしま

ひめ） 

  宗像神社沖津宮の祭神で宗

像神社から勧進された。大国主

の命の妃 

ご利益： 厄除け、縁結びの守護

神、交通安全 

ニ宮神社 

御祭神：正勝吾勝速日天忍穂

耳尊 (まさかつあかつはやひ

あめのしほみみ) 

ご利益：勝運・金運、家門繁栄、 

病気平癒、諸難抜徐・厄除 

三宮神社 

御祭神：濡津姫命(たきつひめ) 

別名 多岐都比売命、宗像の

辺津宮に座す。水の神 古くか

ら境内に清水が湧き出る井戸

ある 

ご利益：交通安全、商売繁盛、 

知恵授けの神 

生田神社 

御祭神：稚日女尊（わかひるめ

のみこと） 

ご利益：縁結び・恋愛成就健康 

長寿安産祈願・子宝 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%9A%E6%97%A5%E5%A5%B3%E5%B0%8A


皆さま 新年明けましておめでとうございます。 

昨年は大変なコロナの蔓延で散々な年でした。 

今も増え続ける感染者、重症化でなくなる方々 

今年はワクチン接種が全国民にできるのでしょう

か。はなはだ不安です。果たしてオリンピックはど

うでしょうか。この冬も巣ごもり？辛いですね。 

 今回も「本」について少し書かせていただきまし

た。以前にも書きましたが、私の場合数ある本の

中から自分の読みたい本を選ぶのですが、自分

だけの「法則」があります。それは本の広告など

の「書評欄」を眺めます。実に読者の心を惹きつ

ける名文で誘い込んできますよね。でもその「書

評」を読み、興味が湧いたら手帳に「本の題名・

著者・出版社・金額」を専用の「本手帳」なるもの

に書き貯めておきます。実際に本屋さんに行った

時に本を手に取り買うか買わないかを判断します。

そのとき本の「帯」の広告内容に目を通してさらに

検討するようにしています。 

 

結構この「本手帳」は重宝しています。記載する

のは新刊書ばかりではありません。 

例えば趣味の古書めぐりでは（特に購入するの

は東野圭吾さんの本に昨年ははまりました。 

彼の本は９０冊を超えていますが大半は古書店

で買い求めました）威力を発揮してくれます。 

まず購入する本のターゲットが定まる。消し込む

ことで同じ本を買うというムダ、口惜しさを軽減で

きる。それと達成感を味わえます。 

 

 もっと本を読む時間が欲しい、探す時間が欲し

い。なぜなら自分の求める「本」探しの旅でなか

なか見つかりません。 

世に年間７万冊が出版されるわけですが、砂漠

の中からその目当ての本を探すのは大変です。 

昨年４月のこの機関紙で「人生で大切なことはす

べて『書店』で買える 千田琢哉 著 日本実業

出版社のご紹介をさせていただきましたが⑨オス

スメの本は自分にしか見つけることができない。

運命の本を他人に求めるほどもったいないことは

ない。・・・私の考えとは異なりますが。 

たしかに運命の本は自分が感動してはじめて運

命の本に成り代わるわけで他人が決めることでは

ありません。少なくとも選択の範囲がせばまり見

つけやすくなるとは思います。次にこんなことも述

べていますよ。本の帯はマーケティングのエッセ

ンス。帯を買うために本を買うくらいで丁度いい。

言い切っておられます。それほど帯には重要な

「情報」が記載されているのでしょうかね。 

「どん底状態こそ真の読書の好機。幸せの絶頂

期に運命の本にであう人はいない」そうです。 

コロナ禍で外出がままならない昨今読書というま

たとない宝探しのチャンスをつかもうではありませ

んか。 

 

私は東野圭吾の買い貯めた文庫本を読み終える

のが今年の読書目標（1週間に1冊で１年は大丈

夫） 

そんなことをしていたら他の本は読めないじゃな

いか？ご心配は無用。立ち読みで「帯」・「まえが

き」と新聞、雑誌、書評に目を通して読んだ気に

なれる特技があります・ 

 

最近はパソコンの画面はいくら長時間見ていても

疲れないのですが、本の字面を見ているとすぐに

眠気が襲います。歳のせいかもしれません。 

だから 1 冊の文庫本も結構読むのに時間がかか

り長持ちします。 

 

最後に読んできた本の中には「名言」が含まれて

おり、琴線に触れたワードでも見つかればパソコ

ンにデータを収集し楽しむことができ一石二鳥の

お得感が味わえます。 

皆さまもどうぞお試しあれ。 

 

今年一年が皆さまにとって実りの多き年になりま

すよう祈念いたしております。 

 

そして早くコロナが終息しますように。 

東京オリンピック開催ができますように。 

今年はお願い事が多い年になりそうです。 

             記：廣岡敏正 

 
   

 


