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お ー ろ ら 通 信 （２２２） 2016年 8月号        

 

今月の記事 ・工場見学会 ・麻雀 ・ゴルフ  
      ・スポーツ健康愛好会 ・山行 ・カラオケ  
      ・おしらせ ・健康ニュース 

 〇 東京製作所工場見学会報告 

7 月 25 日(月)参加者は洋友会の幹事を含む 30 名。構内への立ち入りは久しぶりで懐かしさを感じる

ものでした。入門手続をして正門の保安室北側広場に集合。久しぶりの再会に話が弾む。案内者の誘

導でマイクロバスに乗り、パナソニック AP プロデックス㈱スーパーショーケース工場へ移動。この工場は

業界に先駆け 1985 年スーパーショーケースの一貫生産ラインとして稼動させて大きな話題になり、NHK

の朝のニュースでも紹介されました。多機種少量生産の幕開けで顧客の要望に対応した生産システムの

構築である（ハイブリット生産への挑戦：日刊工業新聞社刊）。その後 2006 年さらに進化した最新の板金

自動化ラインを開発して更新を行い現在も順調に稼動している。この製造力が長期にわたり、業界トップ

35％占有の原動力になっていると思われる｡初めて見た方は設備の大きさに圧倒された様で、板金工程

から発泡工程まで連結されておりショーケースの本体構造体が人力運搬なしで完成する。組立工場へ

は搬送コンベヤーで送り、構造体の結合をして組立コンベヤーに移動し各種部品を取り付けて完成。製

品長は 1.2ｍから 3.6ｍまで、製品重量は 150kｇ～800ｋｇ。今回案内者はこの設備を維持管理している生

産技術部の後輩でした。  

再度マイクロバスに乗り、アプライアンス社コールドチェーン事業部自販機工場へ移動。私の記憶では

この建物は元コンプレッサー第 1 工場の２階建て建物。１階の初工程はフープ材からの自販機の板金ラ

イン。本体の曲げ加工機、ロボットによるスポット溶接、多間接ロボットによるアーク溶接等自動化は整備

されている。塗装は粉体塗装ラインがありシルク印刷も自動化されている。2 階の組立ラインは特に特徴

は感じられなかったがスペースを有効活用して整備されたライン構成になっている。見学終了時に案内

者の発案で組立ラインをバックに写真撮影。パナソニック草津工場から150名の転勤、大泉採用300名と

のこと。 

案内はパナソニック草津工場の転勤者の方で草津工場より整備されて良くなったのではないかとの質問 

に対して、僅かであるがスペースが狭いと感じているとのこと。競争力ある製造ラインが構築できていると 

思われる。マイクロバスに乗り、保安室広場にもどり見学会は終了となりましたが、Ｐａｎａｓｏｎｉｃマークを 

バックに記念写真を撮り解散となりました。見学会ご協力ありがとうございました。  

担当幹事：福田 勝弘、栗原 小百合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第６４回麻雀大会開催のお知らせ 

今年度第２回目の麻雀大会を下記の通り開催する事になりましたのでお知らせ致します。多くの 

皆様のご参加をお待ちしております。洋友会会員の方で今回初めて参加を希望される方は下記の担 

当幹事までご連絡下さい。尚、これまでご参加頂いた会員の皆さんには９月５日（予定）付で各位 

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/ 
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宛メール又は葉書で直接ご案内申し上げます。 

― 記 ― 

・日  時 ：10月 6日（木） 12:30～16:30（集合 12:20） 

・場  所 ：プラザセンチュリー 

・住  所 ：太田市新島町 271-7 

・ＴＥＬ   ：0276-47-0700 

・会  費 ：2,000円（当日会場で徴収） 

・内  容 ：半チャン（時間制限 1時間）3回の合計得点で順位決定。優勝～4位、ブービー、飛び賞 

などがあり、賞品が当たらなかった方にも参加賞があります。 

・申込締切：9月 20日（火） 

担当幹事：小倉 一雄 TEL:0000-00-0000    E-mail：00000000@000.0000.00.00 

○ 秋のゴルフコンペ開催のご案内 

初秋の洋友会コンペを計画いたしました。 群馬地区会員であればどなたでも参加出来ます。参加者

全員に豪華商品を準備してお待ちしておりますので、担当幹事まで申込み頂きますようお願い申し上げ

ます。 

・日 時：平成 28年 10月 25日（火）  

・場 所：城山カントリー倶楽部 （☎0284-62-3131）  〒326-0141 栃木県足利市小俣町 4008 

・集合時間：8時 30分時間厳守 （スタート：9時 08分～） 

・参 加 費：2,000円（但しﾌﾟﾚｰ費、食事費は各自負担） 

・募集人員：10組（40名） OUT&IN 各 5組   ＊4名 1組での参加申込みも受付ます。 

・申込締切：10月 12日（水） 定員になり次第締切り 

・担当幹事：前田浩良 ＴＥＬ：0000-00-0000 E-mail：000000@00000.00.00 

   携帯:000-0000-0000 

：野口三男 ＴＥＬ：0000-00-0000 E-mail：000000i@0000000.00.00 

    ：岸 雄二 ＴＥＬ：0000-00-0000 E-mail：0000000@000.00.00 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

７月 19、26日（火曜日）13:30～15:30  参加者 14名 

19 日は真夏日。トレーニング室はエアコンが運転されているため室温 28℃、湿度 43％で快適な環境で

ある。トレーニングしても汗ばむほどではない状況。バドミントンコートにネットを張り、バドミントンの試合。

外部からの光線が眩しくカーテンを閉めて実施。バドミントンを時間まで継続。大型ファンを借用して休

憩時、清掃後ストレッチ運動時にも少しでも風にあたり熱中症対策。休憩時にはアイス、麦茶、キュウリな

どを栄養補給して散会。 

26日は曇りで23℃、残念ながら冷房運転されず。それでもトレーニングを1時間行いアリーナに移動。

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：0000-00-00000 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

9月 2日 （金）行き先：金山 コース（当日決定） 

9月 16日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 
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集合場所：大光院境内  集合時間：AM 10時  

＜報告＞ 

8月 11日、初の祝日「山の日」を祝う。連日夏日が

続く中、今日の予報は曇り。最高気温が 31～32℃と

前日より低めでホッとする。北部運動公園に 14 名

が集合。ストレッチの後、太田市の最高峰・唐沢山

を目指して登山開始。途中珍しい花「狐の剃刀」（ヒ

ガン花科）の群落を見る。沢や峠を三度越え 2時間

30分程で唐沢山に到着。山頂は「唐沢山 261ｍ」の標識と東屋がある。周囲に高い樹木が覆い涼

しく快適である。ここが太田の山かと錯覚を覚える。昼食後北金井キャンプ

場経由でアスファルトの輻射熱を受け汗だくだくで 14 時 30 分ごろ駐車場に

着く。 

次回の山行の確認をして無事解散した。 

担当幹事：内田 光男 

○ カラオケ愛好会例会報告 

 7月の例会 2は 12日(火)の 13時 30分よりカラオケ本舗“まねきねこ大泉店”にて通常通り開催。7月

10 日は参議院選挙があり“選挙関連で大分県警が隠しカメラを設置したが、その詳細な目的は明かさず”

との記事が有った。何十年も前の新聞を見ている様な気がしたが、これが右傾化傾向の一端とでも言うの

か？今回の選挙も与党の大幅な躍進で安倍政権はより強気になってくるのかとも予想される。この様な時

に“呑気にカラオケ”とかで良いのかと思うが、これも一つの趣味と考え直す。この日の曲披露は≪涙の

花舞台≫『酒ごよみ』『浮草の川』『出船』≪君津・木更津・君去らず≫＜夕日燦燦＞『雨に咲く花』≪

焔歌≫『お岩木山』『酒よ』＜越後水原＞『あき子慕情』と古めの曲がやや多めに披露されて進行した。

本日は参加者 15 名とやや多めであるが、リクエスト曲を依頼表に記入し“Ｉさん”に提出し“当日の進

行予定”に組み込まれ管理され順調に進められている様である。この様な方式で本日は 50 曲が歌い継が

れて１７時に終了。あとはこのリクエスト方式が皆の意見で改善され定着する事を期待したい。 

 8月の例会 1は 2日(火)に開催。東京都知事の選挙は投票時間終了と共に当選確実報道が出て、あっけ

ない幕切れであったが、これからの都政は如何に？さて、我々のカラオケクラブの小劇場は如何に？本日

の参加者は 12名と余り多くなく、その上に練習部屋の小部屋に籠る人も多く、何だか“ゆっくりモード”

的雰囲気で練習時の“採点モード”のまま本番の曲披露を継続し、結局最後まで“採点モード”のままで

進行した。低音が魅力で歌唱力の有る“Ｉさん”は“曲の理解がまだ不十分で 8x.x 点だな！”と評論家

を真似て得意顔で有ったが、付ける点数も機械の評価点と比べて遠からずの点数を付けて、良い処をいっ

ていた様であった。精密採点で機械が文章化して曲を評価してくれるのは良き指針でも有るようだ。この

様な和やかな雰囲気内に曲披露は≪幸福はぐれ鳥≫≪宇奈月の雨≫『すきま風』『島根恋旅』『高瀬川』

＜夕陽燦燦＞『涙の花舞台』≪生きる程に≫≪秋恋歌≫≪哀愁の酒≫と続く。暑気払いに向けて課題曲の

練習をしている人もいたようだ。結局２コーラスカットも無く和気藹々と３７曲を歌い継ぎ“次回は暑気

払い”と声を掛け合い１７時に解散。 

 暑気払いは 8 月 9 日（火）男性 19 人、女性 8 人参加

のもと 12 時集合で楽しく、賑やかに開催。詳細は来月

報告しますが、集合写真をご覧ください。 

 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） 

9 月以降は通常通り第 1第 2 火曜日に月例会を開催しま

す。 

唐沢山山頂にて撮影 
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初めて、ご夫婦、奥様だけの参加も大歓迎です。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：000-0000-0000 

E-mail：0000000000000000@00000.00.00 

       石関 正明 TEL：0000-00-0000 

○ 会員証の更新 

前月号でご案内の通り、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ました。 

入手しましたので群馬地区会員の皆様に配布いたします。ラグビー観戦時提示すると無料になります。 

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

更しています。（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） 

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

  ○ 金婚祝い 

小倉 一雄さん、上西 正久さん（10月）、川野 正文さん（10月）    おめでとうございます 

  ○ 訃 報 

若林 勝二さんが 8月 14日に亡くなられました   享年 72歳       ご冥福をお祈りいたします 

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

夏バテにならないために！（健康ニュース） 

暑い日が続いていますが、皆さん体調はいかがですか？ 連日 35℃以上となる猛暑日が続いており、夜も 25℃以

下に下がらない熱帯夜が続いています。食欲が落ちたとか、体がだるいとかいった症状を感じている方は、ひょっ

とすると夏バテ気味になっているかもしれません。そこで、今回は、『夏バテ』についてのお話です。 

◆夏バテの症状は？ 

高温・多湿の状況下では、人間の体は体温を一定に保つためにエネルギーを消費し、大きな負担がかかります。気

温が高くて負担が大きい場合や、そのような状況が長引いたりすると体に溜まった熱を外に出すことが出来なくな

り、様々な症状が現れるのが夏バテです。 

『熱中症』に似たところもありますが、具体的な症状としては、全身の倦怠感・思考力低下・食欲不振・下痢・便

秘などが挙げられます。時には、頭痛・発熱・めまいを伴うこともあります。 

◆夏バテの原因について 

外的要因の一つとしては、急激な温度変化による体温調整機能の低下が挙げられます。 

暑くなると、体温を保つために体は、汗をかいたり血管を広げたりして体温を逃がそうとしますが、そのコントロー

ルは、自律神経の働きによります。空調設備が普及した現代では、部屋を出入りする際の急激な気温・湿度の変化が、

自律神経のバランス崩壊を引き起こし、結果的に体温調整機能の低下に繋がります。 

一方で、体の中の原因としては、ビタミン・ミネラル不足が挙げられます。食欲が衰えると喉ごしの良いソーメン

のような食べ物に偏りがちで、どうしてもアンバランスな食生活になります。特に不足しやすいのがビタミンＢで

す。ビタミンＢは、体内でエネルギーを生成するにあたって重要な働きをするものです。また、汗を沢山かくこと

で、せっかく摂取したビタミン・ミネラルが体外に排出されることも不足の要因となっています。 

◆夏バテ対策について 

対策には、様々な方法がありますが、今回は食の面からの対策法をご紹介します。 

夏バテにはウナギ・・・これは日本人なら誰しも知る滋養強壮食ですが、贅沢品でもありますから簡単に摂り入れる

わけにはいきません。それに負けない、食材として低カロリー高タンパクな豚肉はどうでしょう。 

特に夏に不足しがちなビタミンが豊富で、牛肉の１０倍と言われています。しかも価格も手頃なので、これなら安心

して食卓にあげられますよね。また消化吸収にも優れているので、胃にも優しい食材と言えます。 

これを使ったメニューとして、すっかりおなじみなのがゴーヤチャンプルです。ゴーヤは、ビタミンＣが豊富と言わ

れていますので豚肉と調理することにより、ビタミン豊富な理想的夏バテ対策食になるといえます。 

また、忘れて欲しくないのは、夏野菜（キュウリ、ナス、トマト、ピーマン、オクラ、トウモロコシ、ニラ、カボチ

 3月 4月 5月 6月 7月 8月 

例会 1 10 9 13 13 13 12 

例会 2 20 16 14 10 15 27 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%9C%E3%83%81%E3%83%A3
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ャ、ズッキーニなどが代表例）です。旬のものを旬にたべるという、古くからの日本の食習慣は理にかなったもので

す。夏野菜は、ミネラルやビタミンはもちろん鉄分など、暑い夏を健やかに過ごすために、必要な栄養分が満載です。 

もちろん、体に良いとはいえ、これらだけを食べていれば良いというわけではありません。他の食べ物とのバランス

の良い組み合わせを考慮しながら上手に取り入れて、この夏を乗りきりましょう。             以上 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%9C%E3%83%81%E3%83%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BA%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%8B
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