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グルメ・サｰｶｽ　in　三木

1 （日）元旦 初詣　神戸湊川神社
2 （月） 初詣　三木市伽耶院

拓・美紅も　やぎの里
3 （火） 　 青山中央公園（野球）
9 （月・祝） 初詣　宝塚市清荒神

10 （水） ぶどう栽培　説明会
15 （日） とんど焼き　三木市伽耶院

ｸﾞﾙﾒ･ｻｰｶｽ　in　三木
17 （火） 関西大震災　17年
21 （土） 神鋼同期３人　ランチ会
22 （日） 三木市出身歌手　

衣川　亮輔ショー
（特別ｹﾞｽﾄ　松崎しげる）

2012年1月



2012.02 

三木市吉川町稲田

黒滝 

2012.02.05 



2012.02.05 
ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ



冬のグリーピア三木

2012.02.05 

加東市大畑

レストラン　Wildduck

雛人形展

2/01 （水） 大分工業同窓会(S37)連絡あり
2/02 （木） 北日本　記録的豪雪 囲碁
2/03 （金） 談話室 囲碁
2/04 （土） 同好会 囲碁
2/05 （日） 吉川町、東条町　黒滝
2/06 （月） 談話室 囲碁
2/8（水）～2/10（金） 学級閉鎖　美紅　三木に
2/09 （木） ｼﾙﾊﾞｰC　将棋大会優勝　３連覇
2/11 （土） 同好会 囲碁
2/14 （火） 談話室 囲碁
2/16 （木） 談話室 囲碁
2/17 （金） 談話室 囲碁
2/18 （土） 同好会 囲碁
2/19 （日） 淡河町、吉川町、図書館
2/20 （月） 確定申告 談話室 囲碁
2/21 （火） 元神鋼　上司・同僚と昼食会
2/22（水）～2/24（金） 学級閉鎖　拓　三木に
2/25 （土） 同好会 囲碁
2/20 （月） 談話室 囲碁
2/14 （火） 談話室 囲碁

２月囲碁　25勝31敗
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志染町公民館文化祭 
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コロンブス

西インド諸島

サンタマリア号





3/01 （木） 談話室 囲碁
3/02 （金） 鉄輪ものがたり　編集UP
3/03 （土） 同好会 囲碁
3/04 （日） 志染町公民館　文化祭
3/06 （火） 談話室 囲碁

さんふらわートラベル予約・申込
3/07 （水） 談話室 囲碁
3/08 （木） シルバー人材C　囲碁大会準優勝
3/10 （金） 談話室 囲碁
3/11 （日） 東日本大震災から１年 囲碁
3/12 （月） 談話室 囲碁
3/13 （火） 談話室 囲碁
3/14 （水） 志染町公民館　コマ回し（老人会）
3/15 （木） 談話室 囲碁
3/16 （金） 名刺編集作成
3/17 （土） 青山公民館　ｻｰｸﾙ代表者会議

同好会 囲碁
3/18 （日） 同好会　後期成績集計
3/19 （月） 神戸へ出る
3/20 （火） お彼岸墓参り、明石梅園

神戸に来て　５０年
3/24 （土） 青山公民館　囲碁同好会後期大会

大阪から孫　来（洋翔、小桃、小夢）

3/27 （火） ぶどうﾋﾞﾆｰﾙ張（洋翔活躍）
3/28 （水）～3/31（土）

洋翔、拓、美紅と　野球、山歩き、将棋など

３月囲碁　27勝19敗
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オドリコソウ：２０年間待ち望んでいた。やっと見つけた



杵築・城 
 



オドリコソウ 別所町 

小中 ミニ同窓会 

4/01 （日） 公民館当番、孫と遊ぶ（洋翔・こもも）
4/02 （月） シルバー人材C
4/03 （火） 暴風雨、高校野球決勝延期、談話室囲碁
4/04 （水） 孫と遊ぶ（拓・美紅）
4/05 （木） 42回目結婚記念日、帰省（ｻﾝﾌﾗﾜｰ）
4/06 （金） 高校　同窓会
4/07 （土） 小中　同窓会
4/08 （土） 大分農業文化公園・杵築城散策
4/09 （日） 神戸港着
4/10 （月） ぶどう作業
4/12 （木） シルバー人材C 囲碁
4/13 （金） 談話室 囲碁
4/14 （土） 青山公民館 囲碁
4/15 （日） ぶどう作業・北谷川花見散策
4/16 （月） 談話室 囲碁
4/19 （木） オドリコソウ発見（別所町）
4/21 （土） 青山公民館 囲碁
4/24 （火） 一人で山歩き・わらび採り
4/25 （水） 談話室 囲碁
4/26 （木） シルバー人材C 囲碁
4/28 （土） 青山公民館 囲碁
4/30 （月） 元神鋼同僚３人　山歩き・山菜取り

４月囲碁　20勝17敗



２０年間ずっと探し求めていた植物。そ
れは「おどりこそう」昔子供のころは道
端や河原にいっぱいあったポピュラー
な花である。三木市別所町在田寺付
近の川堤防で発見した。感激！！

元神鋼同僚３人。在職時代から毎年春健康維持を主に
山菜（わらび、タラノメ、タケノコ・・・）とりの里山散策。
しばらく４～５年ほどご無沙汰していたが、2012年4月
末ひさしぶりに出かけた。三木総合防災公園　Eディ
フェンス（日本一の地震振動実験施設）付近で昼食

東条川
桜づつみ 毎春必ず訪れる


