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お ー ろ ら 通 信 （２２１） 2016年 7月号        

 

今月の記事 ・囲碁 ・ボウリング ・スポーツ健康愛好会 
      ・山行 ・カラオケ ・お知らせ 
       

 〇 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：9月 16日（金） 

場   所：洋友会事務所会議室 

 

結果報告：今期第 2回の大会は 7月 15日（金）に 10名の参加で行われました。 

各人 3局の対局を行い 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） 

くしくも第 1回大会と同じ結果となりました。 

勝ち負けを競うことも楽しいですが、親睦の輪が広がっていくことも会の目的の一つですので、今後多

くの人に参加して頂くよう願っています。 

次回も囲碁を通じての交流を盛んにしていきましょう。 

担 当：川合 道朗 TEL：0000-00-0000 

○ ボウリング大会のお知らせ 

暑さまっさかりですが、頑張りましょう。ボウリング場は涼しいですよ。 

日  時：8月 23日（火）16：00～17：30（15分前集合を厳守）  

場  所：太田パークレーン（TEL：0276-45-3421） 

競技方式：3～5人 1チームの団体戦（一人 2Gを基本とし平均点比較） 

費  用：1,500円（ゲーム代、貸し靴･･･ﾏｲｼｭｰｽﾞの方 300円ﾊﾞｯｸ） 

ハンディ：70歳以上・・15点／1ゲーム、75歳以上＆女子・・20点／1ゲーム 

80歳以上・・25点／1ゲーム 

賞  品：優勝、準優勝、3位、他 

締め切り日：8月 10日（水） 

申し込み先：栗原 小百合 TEL：0000-00-0000 

        岸  雄二   TEL：0000-00-0000 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

6月 21、28日（火曜日）13:30～15:30  参加者 16名 

21 日は曇りのち晴れ。トレーニング室に待望のエアコンが設置され活用がしやすくなるので喜ばしい。今

日は熱中症の熱中指標表示（注意・警戒・厳重警戒・危険）の「注意」でエアコンは運転されず残念。い

つもの様にトレーニングすれば汗ばむ状況。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

ンコートにネットを張り試合、清掃後ストレッチ運動。休憩所で談笑しながらスポーツ後の栄養補給を行

い散会。 

28日は曇りで23℃。残念ながらエアコンは運転されず。それでもトレーニングを一時間行いアリーナに移

動。今日のアリーナは輪投げの練習、女性の健康体操でにぎやか。バドミントンはダブルス試合で交代

しながら実施。清掃後本日もストレッチ運動を行い、汗をふきながら休憩所に集まる。 

水分補給しながら、親睦会などの話題で談笑後散会。 

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 

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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○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

8月 5日（金）行き先：金山コース（当日決定） 

8月 11日（木）山の日特別企画八王子丘陵ハイキングコース「唐沢山」 

8月 19日(金)行き先：金山コース（当日決定） 

集合場所：【8月 5日、8月 19日大光院境内】【8月 11日北部運動公園中央駐車場】 

集合時間：AM 10時  

※現在北部運動公園は八王子山公園という愛称も使用しています。 

＜報告＞ 

7月 1日(金)梅雨空の続く中、珍しく夏日となり暑い 

一日となりました。大光院から西山ハイキングコース 

でモータプールに。冒険砦で二回目のローラースライ 

ダーを体験。花木園でヤマアジサイやガクアジサイを 

観察するが違いが分からず。展望台より新田神社へ、 

休憩所で昼食をとり涼しい尾根道を歩き大光院へ戻っ 

てきました。 

○ カラオケ愛好会例会報告及び暑気払いの案内 

 6 月の例会 2 は 14 日（火）に予定通りに開始。今年の天候はエルニーニョに因るのかラニーニャに起

因するのか解からないがかなり不穏な感じである。でも、この夏は、6年ぶりに政府による 7～9月の「節電

要請」のない夏になるとのこと。東京電力福島第一原発事故後、企業と家庭の節電の取り組みが着々と

進んだことが大きく、猛暑になっても電力需給は十分な余裕がある見込みとのことである。今年はエアコ

ンの利いた部屋に籠っても、それ程に気に病まなくても良い様だ！そんな訳であるが相変わらずはっきり

しない天候の基、本日も 10 名で 2 部屋とかなり少なめな参加者で曲の披露を開始して＜越前つばき＞

『奥飛騨慕情』『島根恋旅』≪寿 祝い節≫＜春はもうすぐ＞『さざんかの宿』≪女のあかり≫≪風の望郷

≫『窓』＜海の防人＞と歌い始められたが、途中で「常連会員のＨさんご逝去」の知らせが入った。先週

も個室で新しい歌の練習に専念していた様子を直ぐに思い出した。大変几帳面な方で、覚えた曲名やこ

れから練習する曲名等をメモして、記録したメモを頼りに積極的に新曲に挑戦していた姿が会員の多く

の方の脳裏に残っており、翌 15 日の洋友会の日帰り旅行にもエントリーされていました。大変貴重な仲

間を失い残念ですが、ご冥福をお祈り申し上げます。以上であるが本日は流れ解散的に 40 曲を歌い例

会は終了。なお同日、会からも弔電を打ちました。  

7月の例会 1は 5日（火）13名参加で通常通り開催。本日はまねきねこの特別割引券（50％オフ）があ

るので、ピンチ状態にある会計も一息つけそうである。10 日は参議院選挙があるので話題豊富かなと思

いきやその話は全然なくカラオケ発表がスタート。前回に続いて披露希望曲 3 曲を記載する方式である

が、まだどのような曲が披露されるか分からない状態で 3曲分提出するのは抵抗ありそうである。取り敢え

ず 1 曲提出して様子見でも良いのだが、皆さん几帳面（？）な性格のためか 3 曲分提出しようと面食らっ

ていた。回を重ねるうちに慣れてくるのかなと思っている。一曲目は＜九頭竜川＞『風の子守唄』『花冷

え』と無難にスタート。そして 2曲目は＜おとこの酒よ＞≪越後水原≫『あき子の慕情』と続き、3曲目は 2

コーラス歌唱に設定し『雨の旅人』『夜空の星』『奥飛騨慕情』と往年の名曲が多く披露された。 

4時前に 3曲披露が終わり自由エントリーへと局面は進む。雰囲気が柔らかくなり 

≪母を想えば≫＜寿祝い節＞≪生きる程に≫等のまだ練習中の曲も含め歌われ 

た。3曲目から 2 コーラスにしたため回転が速くなり、皆さん疲れた様子で 50曲を 

歌い繋ぎ 5時前に岐路に着きました。 

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。 

 

金山城大手虎口にて撮影 
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例会の参加者推移（単位：人） 

 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 

例会 1 10 9 13 13 13        

例会 2 20 16 14 10         

8月以降も通常通り第 1第 2火曜日に開催します。但し、8月 9日は下記内容で暑気払いを開催します。 

日時：8月 9日 12時開場、12時半開演   ご夫婦での参加も大歓迎です。 

場所、会費：まねきねこ大泉店、1500円。軽食飲み物準備。ゲーム実施。 

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。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：0000-00-0000 

E-mail：000000000000@00000000 

       石関 正明 TEL：0000-00-0000 

  ○ 洋友会本部事務所移転に伴うメール及びホームページアドレスの変更 

三洋電機洋友会本部（大阪・京滋地区含む）の事務所を守口市から大東市へ移転いたしましたが、これ

に伴いメール及びホームページが変更となっておりますのでご連絡いたします。 

１．新旧アドレスについて 

     新       旧 

メールアドレス honbu@yoyukai.jp yoyu-honbu@sky.sannet.ne.jp 

ＨＰアドレス http://www.yoyukai.jp http://www.sky.sannet.ne.jp 

２．変更時期（サンネット契約解除時期）について 

平成２８年９月末（それまでは新旧併用可）。 

３．ご参考 

      新       旧 

住 所 〒５７４－８５３４ 

大東市三洋町１－１  

６０１号棟３Ｆ 

〒５７０－００８７ 

守口市梅町１番１３号 

ＴＥＬ ０７２－８７１－７８６０ ０６－６９９４－７２１０ 

ＦＡＸ ０７２－８７１－７８７０ ０６－６９９４－４０２９ 

 

○ 会員証の更新 

本部事務所を守口から大東に移転したのに伴い会員証が更新されるそうです。入手しましたら群馬地区

会員の皆様に配布いたします。 

裏面住所、電話番号等の変更にともなう処置で、デザインは同じですが材質はソフトなものに変

更しているそうです。（お手元に届きましたら旧会員証はハサミを入れて廃棄処分してください） 

○ 参議院議員選挙協力に対する御礼 

 今回の参議院議員選挙におきまして、労働組合が支援する候補者が無事に 

当選いたしました。 

会員の皆様にはご協力を頂きありがとうございました。 

労働組合からも御礼文が届いております。 

○ 熊本地震義援金協力へのお礼 

 皆様の積立金の一部から拠出（一般会計から一人あたり約 100円）していただく形で、ご協力頂いた義

援金に対しまして、九州地区・松岡会長からお礼の文書が届いております。以下に抜粋引用いたしま
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す。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

― 

この度の平成 28 年度熊本地震に対しまして全国の地区会長並びに会員の皆様より多大のご支援

を頂き誠にありがとうございます。この心遣いには九州地区会員一同心より感謝し御礼申し上げ

ます。熊本地震発生から 70 日が過ぎようとしています。幸い会員の皆さんには死者、負傷者は

ありませんが、一時車中泊や避難所生活を強いられたものの、現在は一部を除いて自宅に戻られ

復興の努力をされています。しかし、会員の大半は家屋の全壊は免れたとはいえ、一部損壊では

国や県からの補助金も出ないので、補修するにしても大きな負担となっており、これからの生活

に支障と不安を感じておられるのが実情です。地震発生から今日まで震度 1 以上が 1700 回を超

えており、震度 3 以上でも 270 回を超えております。つい先日も震度 5 弱の地震がありました。

今回の地震はいつ終わるのか予測が出来ず不安な生活をされている事です。 

この様な状況下にある中で全国の会員の皆様より心温まるご支援をいただいた事は今後の復

旧・復興の励みになります。全国の会員の皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございま

す。 

○ 会報誌「洋友秋号」への投稿依頼 

 本部からの連絡が遅く、日程的に厳しいためメールで送付できる方には、案内文 

を送信させていただいておりますが、投稿可能な写真をお持ちの方、原稿作成が 

可能でしたら 8月 2日（火）までにお送りください。 

原稿募集の詳細は洋友夏号 23ページをご覧ください。 

下記事項が特に群馬地区に関係深いので積極的にご応募下さい 

＊メールでの依頼文では締め切りを 7月 26日（火）とさせて頂いておりますが、以下 

のメール宛てに直接の場合は 8月 2日（月）までに頂ければ本部に送付いたします。 

担当幹事：岸 雄二  TEL：0000-00-0000 

E-mail：0000000@0000000 

①表紙用写真  

「もみじ」「菊」の風景写真など横組のカラー写真 

②文化面が充実されます 

 従来の「俳壇、川柳、ナンプレ」に加えて、「写真・絵画等の誌上展覧会」が掲載されます。 

③新春号の原稿募集予告 

 新春号の特集テーマ「今年喜寿・米寿を迎えるにあたって」「歳男としての抱負」 

奮ってご投稿下さい  

○ おーろら通信への投稿のお願い 

 6 月号の紙面で中田様の「プルタブ収集活動促進」のご意見を掲載させて頂きましたが、今後もおーろ

ら通信を会員相互の意見交換または会員の情報発信の場としてご活用頂きたいと思います。 

すでに会員同志（会員以外の仲間とのものも含め）で行っている活動（輪投げ、 

吹き矢、ダンスなどの運動や文化的活動、ボランティア活動等々）がありました 

ら、投稿をお願いいたします。 

写真もありましたら、添えて頂ければ一緒に掲載したいと思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

― 

  ○ 金婚祝い 

藤田 光男さん       おめでとうございます 

 熊倉功尚さん撮影 
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  ○ 訃 報 

柴 英雄さんが 7月 12日に亡くなられました（大阪のご家族のもとで療養中でした）   享年 84歳 

ご冥福をお祈りいたします
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