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山田講師と打合せ

伊勢神宮祈願参拝

平成 20 年 8 月 2 日、山田修講師との打ち合わ
せ及び生涯学習セミナー成功祈願の為の伊勢神
宮参拝をしました。
先に 9 月のセミナー講師を御願いしている山
田修講師をご挨拶と打ち合わせの為に訪ねまし
た。岡川副実行委員長、冨士副実行委員長、米田
豊高講師担当、実行委員長の私、の 4 名で、7 時
30 分に御所事務所を車で出発し、10 時に名古屋
の山田講師の事務所に到着しました。
先生は会計事務所を経営されておられる税理

す」とのお言葉をいただきました。

士できれいに整理された事務所には、休みにもか

その後、伊勢の外宮（豊受大神宮）
、内宮（皇

かわらず先生と奥様が私たちの着くのを待って

大神宮）にお参りいたしました。垣内参拝、神楽

くださっていました。一通り計画の流れや予定を

殿での参拝をさせていただき第 12 回モラロジー

説明させていただき、先生から代表世話人様はじ

生涯学習セミナーの成功と会員皆様の弥栄（いや

め、事務所の皆様に宜しくとの言葉と共に、
「頑

さか）をお祈りいたしました。

張って会員様一同しっかりお世話を御願いしま

参拝が終わってから昼食と思っていましたら
昼ごはんは 3 時になっていました。
昼食を簡単に済ませて一路御所へ、
休み無く車を進めたおかげで 6 時過
ぎに事務所へ無事、着きました。
どうか、会員の皆様、今度のセミ
ナーは新しい参加者をたくさんお誘
いしていただきますように宜しく願
いいたします。
山下 幸則
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草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」をご存じの方も多

８月４日オープニングセミナー

いだろう。

８月４日（月曜日）御所モラロジー事務所にお

さて、今回のメンバーは総勢 11 名。乗用車３台に

いて第１２回生涯学習セミナー「オープニングセ

分乗して伊吹山山麓の三宮神社へ到着した。天気

ミナー」（事務所開き）が開催されました。

は薄曇り。前日までの暑さはなく、絶好の山日和
だ。ここをスタートしていきなり急坂を登るかと思い
きや、なんと全員ゴンドラに乗りこみ、標高 720m の
３合目に到着してしまった。三宮神社が標高 220m
だから、たったの８分で高度 500m を稼いだわけ
だ。しかもゴンドラから近江の町や水田を見下ろし
て、すでに爽快な気分まで味わってしまった。ゴン
ドラの威力・文明の力は偉大だ。
さあいよいよ登山開始。しかし、登山道脇には花・
花・花。花に目を奪われてなかなか進めない。ピン
クが愛らしいハクサンフウロ・ヒメフウロ・ふっくらとし

最初に全員で国歌を斉唱、続いて“誓い„を唱和

たヤマホタルブクロ・車輪を想像させるクルマバナ・

した後、吉田代表世話人の挨拶があり、実行委員

藤の花に似たクサフジ・大和撫子とよばれるカワラ

長の山下幸則さんより現在までの状況説明があ

ナデシコ・アカソ・マユミ・キリンソウ…。登山道のす

りました。

べてが花道だ。元工場長のＫさんは「本草学者」

本部からの重点課題としては、一人でも多くの

で、次から次へと草花の解説をしてくださる。

新しい人に来て頂く様にとの事でした。今回は衆

花は好きだが観察力と記憶力に乏しい私は出来の

議院議員の奥野信亮先生が来られて、現在の国会
の情勢を私達に分り易くお話をして頂きました。
講話として、葛城事務所の代表世話人の巽基悦さ
んよりお話を頂きました。
亀谷勇二

花の宝庫・伊吹山を行く
2008 年 7 月 27 日（日）、歩こう会は薬草の山・花の
山として有名な滋賀県の伊吹山(1377m)に登った。
この山は古

悪い学生だが、それでも花の講義は楽しくて浮き浮

来 、 歌枕 と し

きする。花を見ては立ち止まり、登っては花を見る

て も 知ら れ 、

ので普段の山行より随分スローペースだ。そんな

小倉百人一首

我々にはお構いなしで、ＭさんとＹさんはさっさと

51 番「かくとだ

高度を上げて先行している。その他のメンバーは５

に えやはい

合目まで同行し、５合目付近でＵさん夫妻とＨさん

ぶきの さしも

がゆっくりハイキングコース組となり、しばらく別行
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動となった。

っと下がり初秋のような涼感と眼前の澄み切った風

メンバーは６名となり頂上へ向かっていく。５合目

景に心が洗われて、何か神様からご褒美をもらった

を過ぎても様々な種類の野草が色とりどりに咲いて

ような満ち足りた気分になった。たった一日で晴れ

いた。舟を釣ったようなツリフネソウ・黄色い花のキ

と雨、盛夏と初秋の気候に会い、雨降る前の慌ただ

ンミズヒキは可憐だが、背の高いメタカラコウは堂々

しさと雨宿りの停滞と雨後の晴れやかさを味わっ

としていて随所で目立っていた。５合目から７合目

た。「人生捨てたものではないよ」と誰かが言ってい

へは傾斜がきつくなり、徐々に花を見る余裕がなく

る。

なったのか、スピードアップしてどんどん登る。７合

３合目で全員再会。そしてゴンドラ組と徒歩下山

目 1080ｍを越えてさらに歩を進め、やがて９合目到

組に分かれ、三宮神社まで下りた。なんたってゴン

着1300ｍ。ここまでくればこっちのものだ。頂上はも

ドラは早い。徒歩組が下りてくるまでずいぶん待っ

う目前。辺り一帯お花畑で、クサタチバナ・アザミ・

てもらったのに、みんなにこにこと迎えて下さる。再

ルリトラノオ…と目が忙しいくらいだ。中でもシモツ
ケソウのピンクが特に鮮やかに山を彩っていた。
その後一息で頂上に到着。頂上はドライブウエイ
を利用してきた人たちもいるので大賑わいだ。標高
1377m だから暑くも寒くもなく快適な気温だ。時刻
はちょうど昼時、早速ざるそばを食べた。ようやくＭ
さんとＹさんとも合流し、登山組がそろったところで
頂上に立つ日本武尊像の前で記念撮影をした。す
ぐそばにイブキジャコウソウが咲いている。小さなピ
下山・達成感のヨユウの笑顔

ンクの花で葉に触れると何ともいえない芳香が漂

び全員揃ったところで、一路奈良へと帰りを急い

う。この香りが私にはたまらなく魅力的で、数多くあ

だ。

る伊吹山の花の中でも、イブキジャコウソウが一番

久しぶりに登った伊吹山は色とりどりの花と様々な

気に入った。

表情を見せて我々を楽しませてくれた。こんなに色

いよいよ下山にかかり、来た道を戻る。空模様が

彩豊かな山は他にないのではと思うほどだ。山もよ

怪しくなり今にも雨が降りそうになってきた。お土産

かったし、相変わらず歩こう会の皆さんも楽しいし、

を見ていたＳさんと私は、先発したメンバーを追い

本当に幸せな一日だった。同行の皆様、有り難うご

かけ、登りとはうってかわってハイスピードで下り

ざいました。

た。どんどん下りて五合目の小屋手前でＹさんに追
いついたとき、いよいよ雨が強くなり始めた。いった

本田住子

伊吹山の植物について

ん雨宿りをしようと３人で小屋に入る。我々が小屋に

伊吹山は標高 1377m で特に高山ではありませ

入った途端、雨は急激に激しさを増した。先行の５

んが、琵琶湖の東、滋賀県と岐阜県の境にあり、

人は雨にあってないだろうか。

日本海側と太平洋側の両方の気候条件にあては

約 20 分後、雨はあがった。小屋を出ると不思議な

まり、石灰岩土質で、多数の植物が育ちます。イ

くらいに晴れている。後方の伊吹山は雨に洗われ、

ブキの名を冠した特異的植物も多く、夏のこの時

新緑のような鮮やかな色でそこにある。前方は琵琶

期は多くの植物の花が散見出来ます。

湖だ。青い湖面がまた清浄として美しい。気温がす

石灰岩でアルカリ性土壌の伊吹山で、酸性土壌
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を好むセンブリが見られ、皆で口にし苦味の体験
均とマサヨの独逸見聞録 その４

をしたこと、奈良県のレッドデータブックで希少

４月下旬から５月にかけてドイツではシュパー
ゲル（白アスパラガス）が多く出回る。
専用の屋台まであちこちに。私達もご馳走にな
る。なるべく太いのを選び厚めに皮をむき塩、バ
ター、砂糖で２０〜３０分煮て出来上がり。初め
ての食感！少し甘くて美味しい。
日本で６月に見つけた。早速真似をする、美味
しかった。
私はジャガイモが大好き、ドイツの主食はパン
とジャガイモ、色んなジャガイモ料理の中で生ク
リーム、バター、牛乳で作るグラタンが一番のお
気に入りになった。そしてやっぱり主婦です。ス
ーパーに行くのがとっても楽しい。ズッキーニの
様な太くて大きなキューリ、トマトは赤いぶどう
の様に房で売っている。いびつで丸い大根（甘い）
、
変な物もある、ウナギの干乾し！！時間はあっと
いう間に流れる。

種になっているユウスゲや、珍しいクサフジが大
量に見られたことには驚きでした。
また、織田信長が伊吹山に薬草園を開いた時に
帰化したキバナノ
レンリソウと由来
の明確なマメ科の
花も見られました。
その他にたくさ
ん見かけた植物を
上げると、オオバギボウシ、イブキトラノオ、シ
ュロソウ、キバナハタザオ（花は終り）
、キバナ
ノカワラマツバ、クサボタンなどあり、私の勉強
不足で名も不明な植物にもたくさん出会いまし
た。

久米 正直

・8 月 26 日（火）に御所市長、御所警察庁舎所長に挨拶
にいきます。
・講師の宿舎が未だ決まらず、再度心当たりを交渉し、
いよいよ受け入れがない場合はホテルを宿舎とする。
・市内小中学校を訪問してセミナーの案内を行います。
参加の場合は、招待者扱いとする。
・お楽しみタイムは、花のプレゼント（500 円程度の物
30 個）をします。
・司会者は井上義久さん、岡川美智恵さんに決定。
・今後の予定は、
9 月 1 日(月)責任者会議と資料づくり、
3 日(水)から受付開始、10 日(水)全体会議、17 日(水)
最終全体打ち合わせと準備をします。
2.トイレのリフォームについて
「代表世話人が村田良彦さんに設計を依頼し、見積も
りを取り、その後運営委員会に諮る」という先月の審
議で決定したとおり行なう。

◆8 月運営委員会報告

編集後記︒
十七日間開かれた北京オリン
ピックも終わりました︒開会中
は︑
応援で睡眠不足の方も・
・
・︒
昨今は朝夕はだいぶ涼しく︑寝
苦しかった夜も涼やかに︑早く
も近所の庭で︑秋の七草が︵葛︑
桔梗︑おみなえし︑萩︑ふじば
かま︑なでしこ︑おばな︵すす
き︶︶咲きだしました︒
△家庭の事情で歩こう会を４
ケ月休みました︑７・８月久し
ぶりに︑伊吹山︑錫杖ガ岳に登
って︑リフレッシュ︒またまた
山好きに火がつきそうです︒
よう

8 月の運営委員会は、8 月 22 日、11 人が出席して開
催されました。吉田代表世話人は「生涯学習セミナーま
で、あと 1 ヶ月足らず、参加者募集をよろしくお願いし
ます」と挨拶しました。
≪報告事項≫
1. ｢敬老の日｣記念品贈呈について（吉田代表世話人）
廣池理事長から米寿(88 歳)岡本俊子さん､古希(70 歳)
前田泰雄さんに記念品が贈られます。
９月４日の｢感謝
の集い｣時に代表世話人から手渡すか届ける。
2. ｢れいろう｣創刊 50 年記念 家庭教育シンポジウムＩ
Ｎ大阪について（吉田代表世話人）
日時 平成 20 年 10 月 18 日(土)13：30〜16：30
会場 メルパルク大阪 大阪市淀川区宮原 4 丁目 2-1
テーマ 「生きる力 家庭のきずなを考える」
協賛金(１口 10,000 円)の協力依頼あり。
３. ｢敬老キャンペーン｣ニューモラル誌配布について
（上田社会貢献委員長）
9 月 15 日(月、敬老の日)15：00 からライフ御所店前
に於いて、行ないます。ニューモラル誌は 500 部。皆
さんのご協力をよろしくお願いします。
４. 青年クラブ（米田青年クラブ長）
9 月 20 日(土)〜21 日(日)全国青年大会 in 北海道が開
催されます。事務所から１名参加で、20,000 円の助成
金拠出を承認。
≪審議事項≫
1..生涯学習セミナーについて（山下実行委員長）
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