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お ー ろ ら 通 信 （２２０） 2016年 6月号        

 

今月の記事 ・新会長挨拶 ・囲碁 ・工場見学 ・ミニ講演会 
      ・ボウリング ・ゴルフ ・スポーツ健康愛好会 
      ・麻雀 ・カラオケ ・山行 ・旅行 ・お知らせ 

 〇 地区会長就任挨拶 

第 27回地区総会にて前田会長の後任として今後群馬地区を担当する  

ことになりました。甚だ若輩者では御座いますが、皆様のご協力とご支援 

により更に楽しい洋友会を目指して頑張っていきますので宜しくお願い致 

します。 

 前田会長には 6年間の長きにわたり地区会長として洋友会発展にご尽 

力頂き誠に有難うございました。洋友会も発足後 28年目を迎え、諸般の 

厳しい状況の中にあります。主なものとして①会員の高齢化による各種行 

事への参加者の減少 ②諸事情による新加入者の減少です。①の対策と 

して今後は高齢者にも参加し易い行事を増やしていきたいと考えています。

例えば、昨年度から始めた「金山でも歩こうかい」ですが、山遊びは体力的にちょっと厳しいけど気安く野

山を歩きたいという方むけの企画です。仲間と会話を楽しみながら歩けるので家族とも一緒に参加できま

す。また、今まであまり行事に参加したことがない会員でも参加できるような行事（小集団活動）を検討して

いきますので、皆様のご協力とご支援をお願い致します。更に、高齢者の負担を減らすために、基本的な

年会費 4,800円ですが、80歳を超えると慶弔引当金の免除により 3,600円とし、米寿（88歳）を超えると年

会費全てを免除しています。 ②の対策としては洋友会の規約改定により、パナソニック株式会社へ転籍

して定年退職（定年退職扱いを含む）した方や三洋電機株式会社の事業譲渡により転籍し定年退職（定

年退職扱いを含む）した方も入会できるようになりました。また、昨年度はパナホームさん或いはパナソニッ

ク保険さんとの協業等により 6 名の新加入がありました。今後は各種行事の PR は勿論ですが、洋友会会

員がパナホームさん或いはパナソニック保険さんと取引することによって得られるメリットもＰＲして１人でも

多くの方が入会していただけるように頑張っていきます。会員の皆様も後輩への PRをお願いします。 

 最後になりましたが、これからもおーろら通信や群馬地区ホームページを通じて、各種行事の開催案内・

結果報告や会員状況の報告を行い、地区会員の相互親睦と交流の場を提供する意義のある会にしてい

きたいと思います。これからも会員各位のご協力と各種行事への積極的参加をお願い致します。また新企

画の提案等を洋友会事務所或いは幹事にご提案して下さるようにお願い致します。  

 洋友会群馬地区会長 奥山 泰彦 

○ 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：7月 15日（金） 

場   所：洋友会事務所会議室 

 

結果報告：今期第１回の大会は 5月 20日（金）に 12名の参加で行われました。 

各人 3局の対局をし 16時 30分に終了しました。結果は次の通りです。 

優勝  小内 邦彦（全勝）  二勝賞  林 肇、佐藤 仁、川合 道朗（敬称略） 

なお洋友会員以外の方で囲碁愛好者の方にも参加頂いておりますが、おーろら通信での氏名記載は省

略しております。親睦の輪がさらに広がるよう、これからも進めていきたいと思っております。囲碁を通じて

の交流を盛んにしていきましょう。対局で頭を絞ったり、本などで勉強したりして若返りを図るのもいいので

はないでしょうか？ 

担 当：川合 道朗 

群馬県邑楽郡大泉町仙石二丁目 26番１号 

仙石第一ビル 1 階（1975-00 棟） 

TEL＆FAX 0276-62-6782 

電話は毎週水曜日 9 時半～11 時 

Mail:yoyugunma@juno.ocn.ne.jp 
http://yoyugunma.Sakura.ne.jp/ 

三洋電機洋友会群馬地区お知らせニュース 
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○ 東京製作所の工場見学会募集のお知らせ   

東京製作所内も大きな機構変革が実施され、工場への立ち入りも難しくなっています。この度、

パソナ・パナソニック ビジネスサービス㈱へ工場見学会を打診いたしましたところ了解を頂きま

した。下記の日程、見学工場が決定しましたので参加者の募集を致します。 

――  記  ―― 

日 時 ：7月 25日(月) 10:00～11:40 

見学先 ：ＣＣショーケース工場・自販機工場 

人 員 ：先着 25 名（定員オーバーの場合秋頃再度計画予定） 

募集締切：7月 11日(月) 

集合場所：Ｃ地区駐車場北出入口付近 

集合時間：9時 45分厳守 遅れると入門不可 

担当幹事：福田 勝弘 TEL：0000-00-0000  

栗原小百合 TEL：0000-00-0000 

○ 2016年度 第一回・ミニ講演会開催のご案内 

 日本人の死因トップはがん。年間 35万人以上が命を落としています。“不治の病”というイメー

ジの強い病気ですが、昨今では症状が現れる前に早期発見できれば、早期治療によってがんは治る

時代を迎えつつあります。 

今、がん医療の最前線では、どのような診断と治療が行われているのでしょうか。切らずに治す

究極のがん治療と言われる“重粒子線治療”とは？ 県では、H22年に「群馬県がん対策推進条例」

を県議会議員の発議により制定し、がん対策に積極的に取組んでいます。また群馬大学では、県や

市町村と共同で、重粒子線施設を設置し、がん治療で多くの成果を挙げています。この機会に重粒

子線治療のこと、最新の医療治療について勉強してみませんか？ お気軽にご参加ください。 

記 

テーマ：高度先進医療（重粒子線治療）と最新の医療治療について 

日 時：7月 28日（木） 10:00～11:30 

場 所：洋友会 会議室 

講 師：アメリカンファミリー生命保険株式会社 群馬支社 前田良一様 

窓 口：パナソニック保険サービス（小林様） 

申 込：7月 19日（火）までに担当幹事に連絡して下さい 

担当幹事：斎藤 正子 E-mail：000000000@000.00000.00.00 

奥山 泰彦 TEL：000-0000-0000  E-mail：0000000000000@00000.00.00 

○ ボウリング大会（5月 31日）の実施報告 

 前田顧問の始球式で始まり、皆さん久しぶりのボウリングに楽しいひとときを過ごしました。ピンの飛ぶ音

よりも歓声の方が場内に響きわたっていました。この日絶好調の K女史のチームが圧勝しました。 

優  勝：福田 勝弘、柿沼 義男、栗原 小百合チーム 

準優勝：石田 敏、久保田 勇、斎藤 正子チーム  

三  位：前田 浩良、中村 三千夫、石原 朝江チーム 

四  位：青木 広志、栗原 茂文、石関 正明チーム 

参加人数：12名（女性 3名） 

担当幹事：栗原小百合  

       岸  雄二   
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○ 第 50回ゴルフ大会結果報告 

第 50回洋友会ゴルフコンペが城山カントリー倶楽部（足利市）で 6月 6日（月）に開催されました。 

大会は梅雨入りの影響が心配されての開催でしたが、暑すぎず風も無く、ゴルフ日和に恵まれました。 

しかしながら、参加者 25名と減少傾向に歯止めがかからない、やや寂しい開催となりました。 

成績は、優勝：茂木義市さん、準優勝：沼尻平五郎さん、三位：中山清さんでした。 

準優勝の沼尻さんは昨年秋の柏清さんに続いて OUT35、IN39、グロス 74の成績でゴルファーの夢である

エージシュートを達成されました。洋友会会員のゴルフに対する熱心な取り組みの成果と思います。 

会員相互の交流と親睦を目的に開催しておりますゴルフ大会、体力の維持向上と健康管理のためにもより

多くの会員の参加をお待ちしております。 

次回秋の大会は 10 月 24 日（月）を予定しております。詳細は 8 月号でお知らせしますので、今から予定

に入れて頂き、より多くの会員の参加をお待ちしております。（担当幹事：前田浩良、野口三男、岸雄二） 

 

 

 

 

 

 

 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

5月 24、31日（火）13:30～15:30  参加者 17名 

24日はカラオケ愛好会の都合でおーろら通信に告知して第 4週からの実施でしたが、恒例の第 3週に体

育館に行った方も・・。昨日に続き真夏日、館林は 33.8℃、今年は異常な暑さで夏は今までにない最高の

気温になるのではないかと TV放送等で予想されている。トレーニング室は 5名参加。バドミントンは他に 4

名参加。身体を動かすとすぐに汗ばむ程の陽気。トレーニングしてからバドミントンの試合。清掃後ストレッ

チ運動を念入りに実施。散会。 

 31日はボウリング大会の都合で早めにトレーニングを開始。所定のトレーニングを 1時間行いアリーナに

移動。バドミントンの参加者が多くなったのでダブルス試合を交代しながら休みが取れる様になった。休み

ながら女性が用意した健康に良いと言われている桑茶を初めて飲んでみたが、クセがなく飲みやすく感じ

た。清掃後本日もストレッチ運動を 10分程行ったが今までの自然散会より、良くなったと感じている。ボウリ

ング参加者は着替えて太田のボウリング場に向かう。 

開催日：毎月第 3・4週（火） 13:30～15:30 於：大泉町民体育館 

担当幹事：福田 勝弘 TEL：0000-00-0000 

○ 第 63回麻雀大会結果報告 

今年度 1 回目の大会を梅雨入りしたばかりの 6月 9 日(木)に、太田市のプラザセンチュリーで開

催致しました。競技は半チャン 3 回の合計得点で競い、河合泰一郎さんが優勝を飾りました。河合

さんは前々回にも準優勝している実力者です。誠におめでとうございます。準優勝は青木広志さん、

3位は中村三千夫さん。紅一点の鈴木幸子さんは 24人中 6位で当月賞 

を受賞する等、大健闘致しました。今後も多くの女性の方がご参加い 

ただきます様、お待ちしております。 

次回は 10月 6 日(木)を予定しています。点数を数えられない人でも 

誰かが教えてくれますので初心者でも女性でも安心して参加できます。 

勝っても負けても笑顔でいられる健康麻雀に奮ってご参加下さい。 

  

 
 

優勝 茂木 義市さん 準優勝＆ｴｰｼﾞｼｭｰﾄ 沼尻平五郎さん 

担当幹事：小倉 一雄 TEL:0000-00-0000  
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○ カラオケ愛好会例会報告 

 5 月の例会は 3 日がＧＷ連休中にあたる為に休会で第二と第三週が開催となり、本日 17 日は例会Ⅱと

して集合。変則な開催の為に、例会である事を忘れている方が多いのではないかと思ったが、参加者は如

何に？ 17 日のニュースで“平均貯蓄額、過去最高の 1805 万円”との事。“アベノミクス効果？”と内容を

調べたが“全世帯の 2/3 は平均以下で、一部の富裕層が平均を押し上げている”との事である。今更焦っ

ても如何にもならずカラオケを楽しんで居る筆者でありますが、皆さんの生活は違いますね？ 最終的に本

日もまあまあの参加者で 14 名が集合し、曲披露が何時もの様に開始された。通常の様に 2 部屋で歌うに

は、待ち時間や会計的なことを考慮しても適当な人数だと思う。本日の曲の披露は＜四万十川＞＜男の

コップ酒＞＜俺の昭和が遠くなる＞『お岩木山』『北国街道・日本海』≪北のほたる酒≫『ふたり酒』＜港の

リリー＞『ノラ』＜冬の月＞『高瀬川』と、やや新曲が多めに歌い出された。曲披露の合間に、部外での曲披

露活動や地元でのカラオケ活動に積極的な “低音が魅力なＳさん”を囲んでの和やかなスナップ写真撮

影等も行われた。そして本日は 47曲を歌い継ぎ 17時半頃終了となった。 

 6 月の例会Ⅰは 7 日（火）に通常通りに開催。今期より新役員に加わった I さんに会の運営方法等の説

明を行い、菓子・果物・等の購入方法についてや、カラオケ料金が割引率 20％から 10％にダウンしたので、

会費を値上げするか他の方法で賄うか等の意見交換をした。当面値上げせずに月例会の終了時間を繰り

上げ（17 時までに閉会）、月例会毎の残金の様子を見つつ今後の会の運営の改善等、次回以降に多くの

検討事項と改革案の課題を残して打ち合わせが終了。定刻より少し遅れて 13 名参加での曲披露に移っ

た。本日は終了時間繰り上げと開始時間遅れにより 2 コーラスまでの時間設定で歌い出した。『笑顔』『港

やど』≪出船桟橋≫『矢切の渡し』『歩』≪愛しき我が人生≫『君こそ我が人生』≪男の酒よ≫≪九頭竜川

≫と歌い出した。２コーラスで回転が速いので 48曲を歌い継ぎ 17時前に終了し帰宅。 

文中＜＞はＣＤ発売後 1年以内の新曲、≪≫ 

はその内初披露曲、『』は前記以外です。 

例会の参加者推移（単位：人） 

 3月 4月 5月 6月 

例会 1 10 9 13 13 

例会 2 20 16 14  

7月以降は通常通り第 1第 2火曜日に開催します。 

なお、8月 9日は暑気払いを開催しますので参加希望 

者は担当幹事に 7月末迄にエントリー曲（1曲）を添え 

て申し込み下さい。ご夫婦での参加も大歓迎です。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：000-0000-0000 

E-mail：000000000@00000.00.00 

       石関 正明 TEL：0000-00-0000   

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

7月 1日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

7月 15日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

集合場所：金山・大光院境内 

集合時間：AM 10時  

＜報告＞6月 3日（金）好天に恵まれ、爽やかな風を受け、 

大光院から西山ハイキングコースでモータープールに。 

ここからこどもの国へ下り冒険砦でローラースライダーを体験。 

新田神社を参拝、休憩所で昼食をとり一周して戻ってきました。 

 

 

こどもの国冒険砦にて 

mailto:000000000@00000.00.
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○ 第 101 回山行「木曽駒ケ岳ハイキング」ご案内 

中央アルプスの最高峰、木曽駒ｹ岳（2,956ｍ）は日本百名山に選ばれています。木曽谷、伊那谷の里

人にとって山岳信仰の対象としてあがめられ、古くから登山道が拓かれてきました。菅の台からバスでしら

び平駅（1,662ｍ）に、ここからロープウェイで千畳敷駅（2,612ｍ）まで一気に上がります。天上の花篭、千

畳敷カールを散策気分で歩き、急な八丁坂を登り乗越浄土へ出ると 3,000m 級の稜線歩きとなります。木

曽駒山頂を経て頂上木曽小屋へ。今日の宿はここです。天気が良ければ山頂から御嶽山や白山。そして

南北アルプスや八ヶ岳等が展望でき、夕日や日の出を拝むことができます。木曽駒はロープウェイで上が

れるため気軽に高山植物や 3,000ｍ級の山頂を楽しむことができます。カールに咲いた高山植物と温泉が

皆様を待っています。 

日 時：8月 21(日)・22日（月）1泊 2日 

集 合：パナソニック NO8駐車場 午前５時 ※集合場所に注意 

募集人員 24名 

温 泉：早太郎温泉「こまくさの湯」 入浴食事付 

費 用：22,000円/人 

担当幹事：内田 TEL:0000-00-0000 0000000＠00.0000.00.00 

申込期限：7月 10日・24名満員になり次第締め切ります 

※ヘッドランプ・手袋・雨具・防寒具等は必ず持参してください。 

ルート：大泉 P 5 時発⇒伊勢崎 IC⇒＜北関東道・上信越道・長

野道・中央道＞⇒駒ヶ根 IC⇒菅の台バスセンター 9：30着⇒伊那バス 10：00発⇒しらび平駅 10：40⇒＜

ロープウェイ＞⇒千畳敷駅 10：50 

コース：1日目（所要時間 2時間 30分）千畳敷駅 11時発→＜60分＞→宝剣山荘→＜30分＞→中岳→ 

＜30分＞→木曽駒ｹ岳山頂→＜10分＞→頂上木曽小屋泊 

コース：２日目（所要時間 3時間 30分）頂上木曽小屋 7時発→＜15分＞→木曽駒山頂→＜30分＞→ 

中岳→＜20分＞→宝剣山荘→＜50分＞→千畳敷駅 11：00発 

ルート：菅の台バスセンター12時発⇒早太郎温泉「こまくさの湯」14時発⇒駒ヶ根 IC⇒＜中央道・長野道・ 

上信道・北関東道＞⇒伊勢崎 IC⇒大泉着 19時着予定 

○ 100回記念山行「荒山・鍋割山ハイキング」報告 

6 月 5 日（日）パナソニック正門駐車場を定刻 5 時出発。国道 354 号から上武国道に乗る。天気はどん

より曇っていたが赤城山はよく見えた。バスは県道 4 号を経由、赤城の大鳥居をくぐりローラすべりのある

姫百合駐車場に 6 時前に到着。登山支度を済ませストレッチで体をほぐし 6 時 30 分出発。登山口より一

気に長い階段を登ると絨毯の上を歩くような道となった。休憩後しばらく歩くと岩のごろごろした道に変わっ

た。風穴を超えると稜線が明るく見えた。荒山高原に 7時 15分到着。山ツツジは咲いていたが盛りはすで

に過ぎ、レンゲツツジへと変わろうとしていた。荒山へ 7 時 30 分出発、樹林帯の中を抜け笹原に出たとこ

ろで休憩、ここからは眺望がよく山ツツジやレンゲツツジを見て快適に登る。山頂が近くなると急な岩場が

現れる。ザイルを頼りに慎重に登り山頂に 8 時 25 分到着。道標と古い大きな石祠があり往事がしのばれ

た。レンゲツツジが色鮮やかに咲き、赤ドウダンが 1 本だけきれいな花を沢山つけていた。8 時 40 分下山

開始、15 分でビューポイント「ひさし岩」に着いた。長七郎やアンテナのある地蔵岳を確認、黒檜は地蔵の

右肩に少し見えるだけだった。例年ならツツジのトンネルの中を歩くはずが今年は暖冬で早く咲いてしまっ

た。9 時 5 分東屋に到着し休憩。ここから関東ふれあい道を歩く。所どころ咲くツツジを見ながら緩やかな

道を下る。沢を越え少し登ると棚上十字路に 30 分ほどで着いた。芝の広場で休憩後荒山高原に再び到

着し昼食。荒山高原は大勢の人で賑わっていた。天気に恵まれ、花に囲まれての昼食は最高！ 

10 時 30 分鍋割山へ出発。100ｍほど登ると緩やかなアップダウンが続く。稜線は歩き易く眺望がよい。

花を見ながら歩くと 35 分ほどで山頂に着いた。多くの人が居り、人気のある山だ。雲で眺望はきかず関東

とりせん 

NO8 駐車場 
パナソニック 

tel:0000-00-0000
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平野は見渡せないがふもとの大胡の町はよく見下ろせた。11 時 20 分下山開始。石ころだらけの道を、足

場を選び慎重に下る。途中階段を避け、緩やかな道で林道に出た。12 時 45 分無事駐車場に到着。まだ

早いので新坂平のレンゲツツジを見てから富士見の湯に行くことに決定。新坂平は沢山の車、バイク、人

で賑わっていた。牧場はレンゲツツジが満開だ。牧場の中を歩きたいが入れない。店のテラスからか、柵越

に見るだけだ。バスに戻る途中、見晴台近くのレンゲツツジは牧場より見事だった。駐車場が離れていた

ため思わぬところで二重の喜びを味わうことができた。14時 

30分富士見の湯に到着。ここもハイカーや団体客で賑い脱衣 

室のロッカーを 3人一組で使うはめに。 

風呂も満杯でごったがえしていた。しかし、入浴後の１杯は 

いつものように盛り上がりあっという間に帰宅時間となってしま 

った。富士見の湯を 16時に出発、途中「太田道の駅」に立ち 

寄りお土産を物色。大泉に 5時 20分無事到着し解散した。 

担当幹事：内田 光男 

○ 「保和苑のあじさい」と「メロンかぶりつき」の旅（6月 15日） 

 梅雨真っただ中の企画となった春の旅、今回は、「保和苑のあじさい祭り」をメインにした日帰り旅行でし

た。天候が気になる幹事は、一週間前から天気予報にくぎ付け。前日の予報で「曇り」情報をチェックし胸

をなでおろしていましたが、一夜明けてみると霧雨模様…。そんな中でも、７時 45分に大泉町役場に集合

した 45名は、元気に茨城県の水戸方面を目指しました。 

 最初に訪れたのは、水戸の保和苑で開催されていた「あじさい祭り」会場。保和苑は、今から 300年以上

前の元禄時代、水戸黄門で知られる徳川光圀公が大悲山保和院桂岸寺の庭を愛し、保和園と名付けた

のが始まりと言われており、昭和初期、地元有志の手により拡張整備され、池に築山を配した純日本庭園

になり、名前も「保和苑」と改められたのだそうです。苑内の入口には、テレビでおなじみの助さん、格さん

を従えた黄門さまの銅像があり、私達一行をにこやかに出迎えてくれました。早速、桂岸寺をバックに集合

写真を撮影。その後は、自由散策となり、グループに分かれて苑内へ。苑内のあじさいは、霧雨模様のせ

いか、しっとりと水分をたたえ風情もバッチリで、咲き始まりから満開までのあじさい 6000株が、色とりどりの

様を披露。参加者の皆さんは、あじさいをバックに記念撮影をしたり、あじさいの色や品種を語り合いなが

ら、日本庭園にマッチした風情を心から満喫していたようでした。バスに戻ると、隣接の墓地で格さんのモ

デルとなった「格之進の墓を見て来た」という人もおり、嬉しそうに周りの人に報告をしていました。 

次は、お楽しみの昼食会場へ。お料理は海辺のネタが嬉しい海鮮釜飯。バスの中で 食前酒を楽しん

だ人達には、ほろ酔い気分のお腹に新鮮なネタがバッチリだったようで、和気あいあいの昼食会場でし

た。満腹になった後は、那珂湊の魚市場でお買い物です。近隣のマーケットより新鮮で安い海産物が豊

富にあったため、店内をぐるぐる回りながら品定め。ほとんどの方が、発砲スチロールに氷づけにしてもら

い、納得の買い物を楽しんで来ました。次はめんたいパーク。ここでは、明太子の出来るまでを見学した

り、魚の学習、試食を楽しみました。最後の観光は、メロン最大産地の鉾田で、高級メロンのがぶり試食。

茨城県のメロン収穫量は全国トップ。その中の中心にあるのが鉾田で、メロンの一大産地になっています。

係員の案内でテーブルに通された一行は、用意されたメロン半玉を「甘いね！」と周りの人達と相槌をうち

ながらぺろり…美味しいおやつになったようでした。そしてバスに乗る時は、お土産用のメロン２個をゲット。

「お土産が増えた！」と、嬉しそうでした。 また帰路のバスでは、お楽しみのビンゴとクイズで大盛り上が

り。究極クイズに正解する人も出て、拍手喝采を浴びていました。 

楽しい時間はあっというまで、気が付けば大泉へ到着。6 時過ぎに、お土産を沢山抱え和やかな中、散

会しました。 

担当幹事：斎藤 正子 
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○ 熊本地震義援金協力のお願い 

 当初人的、物的に大きな被害がないとのことでしたが、続く余震の影響で被害が広がっている状況が確

認され、洋友会として義援金を贈ることになりました。（本部通達）全国合計 50万円、群馬地区分担は 4万

円です。会員一人あたり 100円弱ですが、趣旨に賛同して一般会計の積立から拠出したいと思います。 

会員皆様のご理解を頂きますようお願い致します。併せて本年度以降の支部からの行事補助金を含め 

支出の節約に努めたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

○ 参議院候補者支援のお願い 

６月 22日に公開された参議院選挙は日本の将来を決定するという観点で非常に重要です。棄権するこ

となく投票お願いします。なお、労働組合から電話が入る可能性がありますので、対応をお願い致します。 

○ プルタブ収集のお願い 

洋友会事務所入り口にプルタブ回収箱を置いてありますので、都合の良いときに（休祭日を除く）入れて

いって下さい  

担当幹事 内田 光男、高崎 久志 

 

○ プルタブを集めて早し 車いす  

我が群馬地区ではこの 2 月、大泉町社会福祉協議会様に初めて車椅子を寄贈しました。そして、これ

からはもっと積極的にプルタブを集めていこうとの方針が 4 月の総会で示されました。私としても低調な現

状に鑑み、総会の当日、このプルタブを詰め込んだペットボトルを 2本持参して、飛び入りで舞台から皆様

に呼びかけましたので会員の方々の中には“ヨシ！これから本気で集めていこう！”との思いを強くされた

方も居られることとお察しします。しかしその後、実際にペットボトルに入れていっても、貯まってきたなあ～

とはなかなか感じられていない心境ではともお察しします。つまり、自分一人で毎日 1 ヶずつ入れて、満杯

（約 500 ヶ）になるまでには一年半ほどかかります。これでは埓があきません。それでは早く集めるにはどう

するか？私は、家族、友人、知人の他、地域内での寄り合いの場などで協力をよびかけたり、空き缶を見

ては取り集めたりして、昨年 10月からこの 4月までの半年間でペットボトル 2本分を集めました。 

洋友会の地区別で一番素晴らしい活動をされているのは北海道地区です。この 3 年間、北海道単独で

毎年、車椅子を一台ずつ福祉事務所に寄贈されています。缶本体を支部で収集しているとのこと。 

実は我々の仲間のひとりが、この 4 ヶ月前から車椅子に毎日、お世話になっています。その気になれば

すぐ成果を挙げられます。先ずは今年度の上半期。つまり、9 月にはドラム缶一杯分を集めまくろうではあ

りませんか！ 

＊会員 400人がひとり、1本ずつ持ち寄ればＯＫ。＜備考＞ドラム缶：200ℓ（ペットボトル約 400本分） 

 

  
○ 訃 報  

半田 文男さんが 6月 14日に亡くなられました     享年７４歳 

ご冥福をお祈り致します。 

 

＊会員の中田様からプルタブ収集活動促進の文章が寄稿されましたので紹介致します。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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食中毒は一年中発生していますが、梅雨の時期から夏にかけては、特に注意が必要な季節です。 

そこで今回は『食中毒』に関するお話です。 

◆食中毒の発生状況について 

食中毒は多くの場合、原因となる細菌やウイルスの付着した物を飲食することで発生します。 

食中毒を起こすと、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢などの胃腸障害や、しびれ、麻痺などの神経障害が起こり、悪化すると死に

至るケースもあるため要注意です。 

厚生労働省「平成 27年食中毒発生状況」によると、食中毒の発生数は 1,202件、患者数は 22,718名、死亡者数は 6名

でした。死者数は、平成 25年から 3年連続して増加しており、命に関わるという意味でも軽視するわけにはいきません。 

また、食中毒と聞くと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、厚生労働省に報告のあった食中毒では、家庭の食

事が原因の場合が、全体の 20％近くを占めています。 

◆食中毒の原因 

毒キノコやフグなどの「自然毒」や「化学物質」が原因の場合もありますが、ほとんどは「細菌」や「ウイルス」が原

因です。ノロウイルスなどウイルスによる食中毒は、冬季に発生しやすいですが、細菌による食中毒は、暖かく

湿気が多いと、細菌の増殖が活発になるため、梅雨から夏にかけて発生しやすくなります。食中毒の原因の内

訳は以下の通りとなっています。厚生労働省「平成 27年食中毒発生状況」による発生件数及び患者数の内訳 

■細菌の発生数 431件、6,029名 

・カンピロバクター 318件、2,089名 

・サルモネラ属菌 24件、1,918名 

・ブドウ球菌 33件、619名 

・腸管出血性大腸菌 17件、156名 

・ウェルシュ菌 21件、551名 

・腸炎ビブリオ 3件、224名 

・セレウス菌 6件、5名 

・その他の病原大腸菌 6件、362名  等 

■ウイルスの発生数 485件、15,127名 

 ・ノロウイルス 481件、14,876名  ・その他のウイルス 4件、251名 

■寄生虫発生数 144件、302名 

■化学物質の発生数 14件、410名 

■自然毒の発生数 92件、247名 

■その他、不明の発生数 32件、603名  等 

◆食中毒を防ごう！ 

 予防の三原則は、菌を「付けない、増やさない、やっつける」です。当たり前でもありますが、以下の点などにあらためて

注意して下さい。 

・消費期限を確認、生鮮食料品は新鮮な物を選ぶ 

・寄り道しないでまっすぐ帰り、帰ったらすぐ冷蔵（冷凍）庫へ 

・冷蔵（冷凍）庫の詰めすぎ注意、７割が目安 

・台所は清潔にし、ゴミはこまめに捨てる 

・肉、魚は容器やラップなどに包んで保存 

・調理前、調理中、食事前などこまめな手洗い（肉、魚、卵を取り扱う前後にも手洗いを） 

・調理器具、食器、タオルなど清潔な物を使用（使用後すぐに洗剤と流水でよく洗い、漂白剤や熱湯などで消毒） 

・食材はよく洗う 

・冷凍食品の室温解凍は NG 

・使う分だけ解凍し、解凍後はすぐ調理 

・加熱は十分に行う（目安は中心部の温度が、７５℃で１分間以上加熱） 

・調理前後の食品を長時間室温に放置しない。（調理の中断時は冷蔵庫へ、後で食べる人の分は密閉して冷蔵庫へ） 

・残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分け保存 

◆最後に 

同じ物を食べても、大人は大丈夫なのに、子どもや高齢者だけが、食中毒を起こすこともあります。子どもや高齢者の場

合、少量の菌でも重症化する傾向もあるため、特に注意が必要です。食中毒が疑われる場合には、胃腸薬や下痢止めな

どを服用せず、ただちに医療機関を受診しましょう。また、嘔吐や下痢などで脱水症状になりやすいため、何度かにわけ

て、水分補給をして下さい。                                                     以上 

気をつけて！食中毒（健康ニュース） 


