
 

 
 

 

 

 





日 曜日 時間 名称 内容 場所

1月15日 土
16：00第1回世話人会

新年会

議題-年度方針、2021年度決算、ク

ラブ活動助成金

報告-年間スケジュール、春秋イベ

ント、クラブ活動について

淀屋橋山上合同弁護士事務所

3月26日 土
13：00

15：00

春新聞

第1回常任世話人

会

春新聞発送

春イベント進捗確認
淀屋橋山上合同弁護士事務所

5月13日 金 18:30 第2回世話人
春イベント検討・準備確認

その他事項審議
淀屋橋山上合同弁護士事務所

5月21日 土 春イベント 落語家と行く、なにわ探検クルーズ 湊町リバープレイス北側

8月26日 金 18:30 第3回幹事会
秋イベント検討・準備確認

その他
淀屋橋山上合同弁護士事務所

9月3日 土 秋イベント 箕面公園散策と温泉ツアー 箕面公園/箕面スパーランド

9月24日 土 ゴルフ大会 年度世話人と猷遊会 読売カントリークラブ

10月1日 土
13：00

15：00

秋新聞

第4回世話人会

秋新聞発送

ゴルフ会・総会進捗確認
淀屋橋山上合同弁護士事務所

10月28日 金 18:30 第5回世話人会

総会議案審議-活動ハイライト、昨

年度決算、本年度中間決算、本年

度通期予想、来年度予算、その他

事項審議

淀屋橋山上合同弁護士事務所

11月5日 土
16：00

19：00
第47回総会

総会

懇親会
ヴィアーレ大阪(仮）安土の間

12月9日 金 18:30
第6回世話人会

忘年会

審議-2023年年間スケジュール

讃猷会の慰労忘年会

朋猷会年度世話人との顔合わせ

淀屋橋山上合同弁護士事務所

忘年会場所未定

近畿修猷会年間スケジュール案（2022年度）



落語家と行く、なにわ探検クルーズ
落語家が水の都・大阪を楽しくご案内。いつもとは一味違う、
新しい大阪を再発見。

「落語家と行く なにわ探検クルーズ」は、落語家さんの軽妙な案内で、水の都・
大阪の街を川から探検する観光遊覧船です。パナマ運河のような水門や非常に低
い橋々など、最新鋭の旅客船といえどもまさしく波瀾万丈！道頓堀のあの看
板・・・大阪市中央公会堂といった、大阪ならではの観光名所がいっぱいです。

料金 参加費3,000円 程度

お弁当代1,800円 程度

所要時間 約1時間半

集合場所 湊町リバープレイス北側

フレーフレフレ修猷！
2022SHUYU

猿と行く？箕面公園散策と温泉ツアー

せせらぎを感じながら「箕面大滝（みのおおおたき）」へ・・

「日本の滝百選」に選定されている落差33mの大滝。その流れ落ちる滝の姿が、
農具の「箕」に似ていることから、箕面大滝と呼ばれるようになり、地名の由
来もここから来ていると言われています。駅前からのびる川沿いの「滝道」を
散策しながら、春夏秋冬 様々な顔を魅せる箕面大滝へ・・・

料金 温泉、昼食代 4,000円程度

所要時間 約３時間

集合場所 阪急箕面駅前

秋イベント

春イベント



★コロナのためレース中止の可能性があり詳細未定

番号 イベント名 実施予定日 実　施　計　画　概　要（１月〜１２月） 計画参加者数

1
オンライン

飲み会①
1/8 兼新年会 8

2
オンライン

飲み会②-⑫

毎月第2

土曜日

オンライン飲み会毎月実施して大会参加や

自主トレの

情報交換(1回あたり6名〜10名）

80

3 愛媛マラソン 1/30 2

4 大阪マラソン 2/27 2021/12時点では開催予定。3名当選 3

5 鹿児島マラソン 3/6 3

6
ユニセフ芦屋

さくらファンラン
4/10 合同イベント 10

7 リレーマラソン 秋口 盛夏過ぎて気温下がってきたら 10

8 適宜自主参加だがコロナ次第

9 ホノルル 12月 海外遠征2回目 6

10 宝塚ハーフ 12月 恒例のハーフ後忘年会予定 10

累計参加者数 132

ランニングサークル2022年度活動計画書



2022年活動計画
釣りクラブ

代表幹事 平原

2022年活動における新しい方針

• 例会＝開催実績があり、3名以上の参加が見込まれるもの
• 勉強会＝クラブメンバー2名での釣行

• 体験サポートシステム＝クラブメンバー以外で参加される場
合、￥5,000程度を目途に費用補助
（乗船代￥7,500なら￥5,000を補助/年間3名様まで）

• 例会参加者にはLineグループによるクラブメンバー間の情報
ネットワークに参加可
勉強会開催のアナウンスなど、臨機応変に活用

例会① 6/上 根魚ジギング＠小浜（21年参加実績4名：コロナが沈静化すれば小野尻庵合宿を検討）

昨年の小型チャーター便が好評のため
今年も同じ船での例会を企画いたします。
少人数の為、経験者を優先いたします。

3名：￥48,000 もしくは
4名：￥65,000のワリカン

小浜港現地集合解散（釣りのみの場合）

例会② 10/上～中 太刀魚＠泉佐野（海新丸：21年参加実績6名）

恒例の太刀魚便、同じ船で例会を企画いたします。
乗合船の為、どなたでも参加可能です。

1名あたり￥7,500 （餌/氷付き)
泉佐野市住吉町海新丸現地集合解散

釣況と天候を見ながら日程は微調整いたします。

勉強会 5/上～中 キス投げ釣り＠御坊産湯海岸

海水浴場でのキスの投げ釣り
去年下見を済ませました（右図）

（餌/氷はご持参ください)
御坊市産湯海岸現地集合解散

お子様連れの方、釣り無しでの参加もOK
釣況と天候を見ながら日程は微調整いたします。

勉強会 7/上～11/中（適宜開催） 明石海峡＠プレジャーボート

平原所有の超小型プレジャーボートにご招待
北淡インター集合/浅野港解散
季節と釣況に応じてアレンジ

釣りたい方、大歓迎

dadkhirahara gmail.com
代表幹事平原まで



令和４年１月１６日（日）12：30スタート 西京極陸上競技場 都道府県対抗女子駅伝 

２年ぶりの開催となったが、競技場スタジアムでの観戦は禁止、沿道での応援も極力控えるよう

要請されています。例年は福岡県知事も来阪されて大いに盛り上がったのですが、今年はテレビ

観戦だけとなりました。観戦のみとなります。 

 

令和４年２月２３日（水・天皇誕生日） 17：00開場、天満天神繁昌亭 上方落語「福岡県人隊」  

福岡にゆかりのある芸人さん多数が出演しますので、博多弁丸ダシとなります。マスク着用、手

指消毒のご協力をお願いします。座席は一つおきでお願いします。終了後の芸人さんを含めた懇

親会はありません。地下鉄・南森町駅下車、天神橋筋商店街を南に歩いて５分、前売 2,500円 

令和４年３月１３日（日）～２７日（日） なんば府立体育会館 大相撲三月場所 

今年はオミクロン株のまん延により、開催が危ぶまれており、１月２０日の先発隊事務所会議で詳

細が決定されるとのことです。当方としては、２０日または２１日を３０名で予約する予定です。 

観戦希望者の募集は、１月２０日以降となります。 

 

令和４年上～中旬頃 造幣局「桜の通り抜け」 

今年はインターネットによる先着順申込予約受付となります。詳細は３月中旬頃造幣局のホーム

ページに発表されます。 

 

令和４年３月１８日（金）～３月３０日（水） 阪神甲子園球場 春の選抜高校野球 

出場校決定：１月２８日（金）、組合せ抽選会：３月１１日（水） 

 

令和４年７月末～２日間 琵琶湖・松原水泳場・JR彦根駅から無料バス有 鳥人間コンテスト 

令和２年開催中止、令和３年無観客開催。人力プロペラ機部門でＤＧＭ森精機・伊賀氏は２０１７

年の４０㎞、２０１９年の６０㎞達成で２連覇中でしたが、昨年は新コースで７０㎞に挑戦して惜しくも

失敗。今年はどうなるか。                                                                                                                             

 

令和４年８月６日（土）～２２日（月） 阪神甲子園球場 夏の甲子園 抽選会：８月上旬 

 

詩吟クラブ 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

   

与華燈会では、この度「詩亀山吟クラブ」の立上を支援することになりました。

有名な漢詩（唐詩）を通じて、古の精神を学びます。

初心者向けに、当面はドレミで練習しますので、声の出し方の心配はいりません。

姿勢を正し、大きな声を出して、ストレスを発散しましょう。

練習は月１回程度、声が出せる会場を探しています。

発表の場は、「音楽を楽しむ会」等を考えています。

進級・昇段審査、競吟大会への出場は、所属している各流派の下でお願いします。

課題詩の例

偶成 朱熹、題不識庵撃機山図 頼山陽、etc.

★お問い合わせ：松村迄 ロ ロ－５６５８－０００７
pinevillage21c yahoo.co.jp



クラブ名 でじたるしっとう会
代表者名 遠座俊明

【2022年度活動計画】
番号 イベント名 実施予定日 実　施　計　画　概　要（１月〜１２月） 計画参加者数

1 スマホカフェ（個人向） 2/19 スマホの知りたいところを聞ける個人向け相談会 12

2 春のスマホ講座 5/28 初心者向けスマホコース初日 30

3 春のスマホ講座 6/4 初心者向けスマホコース2日目 30

4 春のスマホカフェ 6/11 スマホカフェ（個人・サークル向け相談会） 12

5 秋のスマホ講座 10/15 初心者向けスマホコース初日 30

6 秋のスマホ講座 10/22 初心者向けスマホコース2日目 30

7 秋のスマホカフェ 10/29 マホカフェ（個人・サークル向け相談会） 12

8

9

10

7 回 累計参加者数 156
※参加者人数には、講師・サポーターも含む

※初心者向けスマホコースにはシクミネット、Zoomの活用術等含む

※場所はグランフロント北館C棟713号都市魅力研究室

※年度幹事との連携は随時

クラブ活動計画書



クラブ名音楽を楽しむ会

代表者名 永野　洋

【2022年度活動計画】

番号 イベント名 実施予定日 実　施　概　要 計画参加者数

1 　第25回集い 　未定 　全員で懐かしい歌合唱　各自演奏発表 20

2 　第26回集い 　未定 　全員で懐かしい歌合唱　各自演奏発表 20

3 　第27回集い 　未定 　全員で懐かしい歌合唱　各自演奏発表 20

4 　第28回集い 　未定 　全員で懐かしい歌合唱　各自演奏発表 20

5 　施設訪問 　未定 　老人施設で懐かしい歌合唱等 8

6 　施設訪問 　未定 　老人施設で懐かしい歌合唱等 8

7

8

9

10

6 回 累計参加者数 96



爽筑会 2022 年度の活動予定 

■ 第１回 (奈良)大神神社、玄賓庵、檜原神社、崇神天皇陵／南・山辺の猷   

【開催日】 ４月３日(日)  

【コース： (奈良)お花見ハイキング】  〔約 10km〕 

桜満開の下、歴史に想いをはせ、神話と伝説に溢れる日本最古の道を巡ります。 

近鉄桜井駅(集合 10時) → 大神神社 → 玄賓庵 → 檜原神社→ 景行天皇陵 → 崇神天皇陵  

→ トレイル青垣 → JR柳本駅…(JR桜井線)… JR奈良駅(解散 15時半頃) 

■ 第２回 (兵庫)武庫川渓谷・武田尾温泉 ／武庫川の猷 

【開催日】 5月 15日(日)   

【コース： (兵庫)新緑ハイキング】  〔約 11km〕 

新緑香る武庫川渓谷を旧国鉄福知山線廃線跡に沿って武田尾温泉まで歩きます。 

ＪＲ西宮名塩駅(集合 10時) → 武庫川渓谷→ 親水広場 → もみじ道 → 隔水亭→ 桜の園  

→  武田尾温泉(仮解散 14時半頃) → ＪＲ武田尾温泉駅…(ＪＲ福知山線)… ＪＲ大阪駅(解散) 

■ 第３回 (大阪)四天王寺、安倍晴明神社、万代池、住吉大社／熊野街道の猷   

【開催日】 10月 15日(土) 

【コース： (大阪)秋風ハイキング】  〔約 11km〕 

爽やかな秋風の下、大阪南部の熊野街道沿いの古跡を巡る猷(みち)です。 

ＪR寺田町駅(集合 10時半)→ 四天王寺 → 茶臼山(天王寺公園)→ 聖天山公園 →安倍晴明神社  

→ 阿部王子神社→万代池(帝塚山) →住吉大社→ 南海電車・住吉大社駅(解散 15時半頃) 

■ 第４回 (京都)淀城跡、脊割堤、石清水八幡宮、松花堂庭園 ／三川合流の猷   

【開催日】 １１月 27日(日) 

【コース： (京都)紅葉狩りハイキング】  〔約 10km〕 

桂川、宇治川、木津川の三川合流の地を巡る紅葉狩りハイキングです。 

京阪・淀駅(集合 10時) → 淀城跡 →(京街道)→ さくらであい館展望台 → 背割堤  

→石清水八幡宮駅…(参道ケーブル)…男山展望台 → 石清水八幡宮→(東高野街道) 

→松花堂庭園 …(バス)…京阪・樟葉(くずは)駅(解散 15時半頃) 

以上 



クラブ名 猷遊会

代表者名 坂元　宏聡

【2022年度活動計画】
番号 イベント名 実施予定日 実　施　計　画　概　要（１月〜１２月） 計画参加者数

1 コンペ 4/**(土) 第４０回猷遊会コンペ 12

2 コンペ 7/**(金) 第３０回ウイークデーコンペ 12

3 近畿修猷会コンペ 9/**(日) 第２４回近畿修猷会コンペ 32

4 対抗戦 10/22(土) 第２３回どんたく会との対抗戦 12

4 回 累計計画参加者数 68



クラブ名 アートクラブ

代表者名

【2022年度活動計画】

番号 イベント名 実施予定日 実　施　計　画　概　要（１月〜１２月） 計画参加者数

1 春のアート展 4/24 ギャラリーイトウにて30日まで 12名

2 スケッチ会 10/6 万博公園にて実施予定 10名

3 総会アート展 11/5 会員による展示会 10名

4

5

6

7

8

9

10

3 回 累計参加者数 32名



クラブ名 教養講座

代表者名 久保浩史

【2022年度活動計画】

番号 イベント名 実施予定日 実　施　概　要 計画参加者数

1 第１回教養講座 ４月第１週 未定 30人～35人

2 第２回教養講座 ７月最終週 未定 30人～35人

3 第３回教養講座 11月最終週 未定 30人～35人

4

5

6

7

8

9

10

3 回 累計参加者数 90人～105人


