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お ー ろ ら 通 信 （２２３） 2016年 9月号        

 

今月の記事 ・山行 ・一泊旅行 ・ゴルフ   
      ・グラウンドゴルフ ・ミニ講演会 
・スポーツ健康愛好会 ・カラオケ・ボウリング ・おしらせ  

○ 第 102 回山行「富士山 5合目より下り」のハイキングご案内 

富士山は信仰登山として登られ富士講が盛んな江戸時代には、全国各地から多くの信者が登拝をしま

した。世界文化遺産となった今、富士登山の人気が高まっております。一般登山口は御殿場口・富士宮

口・須走口・吉田口と 4 本あります。標高差では御殿場口が 2,336ｍと最も長く富士宮口が 1,376ｍと一番

短い。須走口は利用者が少なく、富士スバルラインのある吉田口は利便性がよく利用者が最も多い。昔か

ら登られていた吉田口を今回スバルラインで富士山 5合目までバスで行き、そこから北口本宮富士浅間神

社手前の馬返しまで、下りのハイキングを企画してみました。 

ハイキングの後は紅富士の湯につかり、雄大な富士山を眺め心身をリフレッシュしましょう。 

日   時：2016年 10月 16日(日) 

集   合：パナソニック正門前駐車場 午前 5時 

募集人員：24名 

申込期限：10月 5日(水)・24名満員になり次第締め切ります 

温   泉：紅富士の湯 

費   用：割り勘（概略 3,500円程度） 

担当幹事：内田 光男 TEL:000000000000 E-mail:0000000000000000 

※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 5：00発⇒東松山 IC⇒＜関越道・圏央道・中央道＞⇒河口湖 IC⇒＜スバルライン＞⇒ 

富士 5合目駐車場 8：00着 

コース：（所要時間 3時間）8：30発→＜30分＞→佐藤小屋→＜1時間 35分＞→2合目→＜50分＞→ 

馬返し駐車場 

ルート：馬返し駐車場発 13：00⇒北口本宮富士浅間神社（拝観）14：00⇒紅富士の湯発 16：00⇒山中湖 IC 

⇒＜帰路＝往路＞⇒大泉着 19：00 

○ 「秋の一泊旅行１１月８～９日」募集のご案内 

毎年、恒例となりました秋の一泊旅行。今年は 11月 8日（火）～9日（水）にわたり、川端康成の「伊豆の

踊子」で一躍人気となった伊豆を訪れます。大正末期の小説設定とは異なりますが、20歳の一高生と旅芸

人の踊子かおるの淡い恋の足跡を感じたいもの。また昭和天皇の別荘だった沼津御用邸記念公園、明治

日本の産業革命遺産で世界遺産にもなっている韮山反射炉、だるま山高原からの駿河湾の眺望観光や

遊覧船による天窓洞めぐり、加山雄三ミュージアム、伊豆最南端の石廊崎を訪れるなど、行程は盛りだくさ

んです。 

宿泊は、太平洋を望む堂ヶ島温泉。ゆっくりと湯船につかり汗を流した後は楽しい「宴」に興じましょう。 

秋の夜長、みんなで宴を囲む時間はたっぷりありそうです。募集要項は、以下のとおりです。ご夫婦での 

参加も大歓迎、大勢様の参加を心よりお待ちしています。 

日    時：11月 8日(火)～9日(水)、6 時 45分大泉町役場駐車場集合 7時出発 

駐車場  ：パナソニック№８駐車場 

会    費：23,000円～25,000円 

募集締切：10月 16日(日)、コース詳細は、おーろら通信 10月号でお知らせします。 

担当幹事：斎藤 正子   TEL：000000000000 

連絡先  ：洋友会事務所 TEL：0276-62-6782（毎水曜日のみ） 

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 

E-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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○ 秋の洋友会ゴルフコンペ参加者募集中（締切日迫る） 

秋の洋友会ゴルフコンペただ今申し込み受付中です、締切日が迫って 

おりますので参加希望の会員は、早急に申込み頂きますようお願い致します。 

・開 催 日：平成 28年 10月 25日（火）  

・場 所：城山カントリー倶楽部 （☎0284-62-3131） 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） 

・申込締切：平成２8 年 10月 12日（水） 

・担当幹事：前田浩良 TEL：000000000000 (0000000000000) E-mail： 

：野口三男 ＴＥＬ：00000000000         E-mail：  

○ グラウンドゴルフ大会のお知らせ 

日  時：10月 21日（金）9:00～11:00 

場  所：スバル運動公園（大泉町） 

参加費：500円 

締切日：10月 12日（水） 

担当幹事：小林 一夫 TEL:000000000000 

         岸  雄二  TEL:000000000000 

〇 第 101 回山行「木曽駒ヶ岳」ハイキング報告 

8 月 21（日）パナソニック№8 駐車場を 5 時出発。台風の影響で雨が心配される山行となった。伊勢崎

IC から高速道＜北関東道・上信越道・長野道・中央道＞を走り駒ヶ根 IC で降りた。途中浅間山に黒雲が

大きく広がり中央に丸い真っ白い雲が見えた。最近火山活動が激しくなり雲でなく噴煙だと知る。梓川 SA

で休憩。菅の台バスセンターに 8 時 50 分到着、予定より 1 時間ほど早かった。団体駐車場で登山準備を

する。雲が垂れ込め山頂は見えない。路線バスとロープウェイを乗り継ぎ千畳敷駅に 10時到着。登山届を

提出後 10 時 10 分駒ヶ岳神社にお参り。乗越浄土に向け遊歩道を歩く。左右にお花畑が広がり空は晴れ

ていた。剣が池の分岐を過ぎ八丁坂の急坂を登り始める。30 分歩いたところで最初の休憩をとる。途中ｳﾒ

ﾊﾞﾁｿｳやﾄｳﾔｸﾘﾝﾄﾞｳが咲くが、夏の盛りはもう過ぎたようだ。急登を終え乗越浄土に 11 時 10 分到着、周囲

の絶景を見ながら昼食休憩。宝剣山荘・天狗荘と並んで立っている。天狗岩を見ながら山荘裏を通り中岳

（2,925ｍ）を登ると駒ヶ岳山頂は目の前だ。頂上山荘を右に見ながら一気に登る。駒ヶ岳山頂（2,956ｍ）に

12 時 35 分到着。台風の影響で御嶽・乗鞍・甲斐駒・仙丈等の山々は雲で見えないが近くの山はよく見え

た。14 時木曽小屋入る。期待した生ビールは無く缶ビールで乾杯。「早い酒盛りだ」。夕食後カメラを片手

に小屋前に。もくもくと湧き上り、刻々と変化する雲の姿に魅了され写真に収める。 

翌朝、日の出を見るため暗い内に起きる。日の出は 5 時 15 分の予定。山頂に大勢集まってきた。空に

は星が輝き、遠く御嶽や乗鞍、さらにその右に笠や槍穂が見えた。次第に東の空が薄明るくなり、予定時

刻丁度に雲を赤く染め輝くお日様が姿を現した。朝食時「台風の影響で次第に天候が悪くなるから早く下

山したほうがよい、場合によっては風の影響でロープウェイが止まるかも知れない」と小屋の主人にアドバ

イスを受ける。6時 5分小屋を出発。山頂の巻道で中岳 

のコルに 5分ほどで出た。中岳の方を見ると何やら動く 

ものが「ライチョウかも？」次第にハッキリと見えるように 

なる「サルの群れ」と分かる。次から次へ山頂方面に向 

かっている。「100匹はいるかも？」あれだけいると怖く 

なる。出くわさないことを願い中岳を登り乗越浄土で休 

憩をした。剣が池コースはお花畑が広がっていた。 
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ﾐﾔﾏｱｷﾉｷﾘﾝｿｳやｳﾒﾊﾞﾁｿｳ、ﾄｳﾔｸﾘﾝﾄﾞｳが咲いていたが 

種類は少なかった。また、剣が池から千畳敷カールが 

一望できた。白く輝く岩肌と高山植物の緑のコントラスト 

が素晴らしかった。8時 30分発のゴンドラに乗り 9時 

10分菅の台バスセンターに到着。古刹光前寺を参拝 

後 10時こまくさの湯に入館。入浴後缶ビールで乾杯。 

ソースカツ弁当で昼食を済ませ 12時 10 分帰途に就いた。途中諏訪大社下社に立ち寄り塩羊羹を買う。 

佐久 IC から高速に乗り横川 SA で休憩。車外は台風の影響で風雨が強くトイレに行くのにびしょ濡れにな

ってしまった。5時 15分大泉到着。風雨が強くバスを降りる際ザックが濡れないようバスを役場玄関前に横

付け。「許可をお願い」したら玄関ホールも使用させてくれた。感謝・感謝で無事に解散することができた。 

今回の山行はトリプル台風に翻弄されたが、私たちはラッキーなことに好天に恵まれ素晴らしい景色が見

られ最高の山行ができた。 

担当幹事：内田 光男  

○ 「先進医療」をテーマに、ミニ講演会開催 

年に３回企画している「ミニ講演会」。今回は「先進医療」をテーマに、アメリカンファミリー生命保険㈱群 

馬支社の前田良一様を講師にお迎えし、７月 28日、洋友会群馬の会議室で開催しました。 

先進医療とは、厚生労働省が認めた高度な医療技術であり、公的医療保険の対象となるものと対象外の

ものとがあります。先進医療の一つの重粒子線治療は現在保険対象外で高額な医療費が必要となります

が、①身体に負担が少ない、②予後がいい、③痛みを伴わない、④高齢者にも適用できる、⑤社会復帰ま

での期間が短い、などのメリットから注目を集めています。 

講演会では、重粒子線によるがん治療をメインに説明。重粒子線治療とは、重粒子(炭素イオン)線を使

った放射線治療のこと。従来の放射線は、体内の奥に入っていくほど影響力(細胞致死効果)が下がって

いくのに対し、重粒子線は体内に入ってもエネルギーを保持しつつ進みがん病巣の位置で殆どのエネル

ギーを放射できるため、がん病巣のみを死滅させられるのが大きな特長です。そうしたことから、切らずに、

通院治療も可能という、体にやさしい治療を実現しています。しかしこの治療が行える施設はまだまだ少な

く、国内では群馬大学を含む５箇所とのこと。前田講師は、重粒子線の概要や 

有効な部位、登録患者数、治療の適応条件を説明した後、頭頸部、肺がん、 

肝臓がん、子宮がん、仙骨骨肉種などの治療事例結果について画像を使い 

ながら解りやすく説明していました。会場に参集した 24名の皆さんは、新しい 

医療治療を熱心に聞き入るとともに、治療費や保険対応のこと、群馬大学重粒 

子線医学研究センターの状況などについて質問。パナソニック保険サービス㈱ 

様の支援を受け、情報満載の盛況な講演会となりました。 

担当幹事：奥山 泰彦、斎藤 正子 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

8月 23日（火曜日）13：00～15：00  参加者 8名 

第 3 週 16 日は夏休みとしました。23 日は台風が通過後のフェーン現象で蒸し暑い。いつもより早くトレー

ニングを開始。部屋はエアコンが運転されているため快適。バドミントンでの怪我防止のトレーニングとして

の意識が強い。他グループ女性の健康体操中の後方に通常より 30 分早くバドミントンコートにネットを張り、

試合開始。バドミントンを 3時まで継続。清掃後ストレッチ運動時に 

大型ファンを借用して風にあたり熱中症対策。休憩時には果物など 

で栄養補給。散会後着替えてボウリング大会への参加。 

大泉町民体育館 開催日は第 3・4週（火曜日）13：30～15：30 

担当幹事：福田 勝弘 TEL：000000000000 

 

 

 

  

  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKw5nyr5XjwwAzkGU3uV7/SIG=12jhrcf15/EXP=1472207847/**http:/www.illust-box.jp/db_img/sozai/00001/16391/watermark.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL6oLyr5Xay4A3AaU3uV7/SIG=130so0ugh/EXP=1472207755/**http:/image.space.rakuten.co.jp/lg01/38/0000590038/60/imgce5c7610zik1zj.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCA.TjlL1XCk0AJCKU3uV7/SIG=12nob0h09/EXP=1472128611/**http:/www.hoken-buffet.jp/news/wp-content/uploads/sensiniryou1.jpg


4 

 

○ カラオケ愛好会例会報告 

 本年度の暑気払いは参加者 27名、8月 9日まねきねこ大泉店に 12時集合して開催。 

いつものように買い込んだ軽食、飲み物、果物、菓子等を食べながら懇談を開始。腹も落ち着いた

12 時 40 分トップバッターの福田会長から順番に曲披露を開始。男性 19 名、女性 8 名の参加者な

ので、男性 2名披露して女性 1名が披露するという感じで進める。披露曲は昔からの名曲あり、こ

こ数年のヒット曲あり、最新曲ありと多岐に渡っていた。何のトラブルもなく順調に曲披露は進み、

2時過ぎにデュエット曲の披露へと場面は進む。ペアの組み合わせは男性が歌いたい曲名をエント

リーし、女性がピックアップする方法で決めた。ペアの相手が誰になるかは曲順発表時点で判明す

る意外性があり、思いがけない相手とデュエットを楽しむことができ皆さん若返っていました。 

得意の節回しを付けたり、やった～というポーズをとったりして十分に楽しみました。 

 3時半過ぎ無事デュエット曲の披露も終わり、集合写真を撮影。続いて、ビンゴゲームへと進む。

外れなしのゲームだが、最初にビンゴした人から好みの景品をゲットできるので、皆さん真剣な顔

をしている。やはり目玉景品のウイスキーとかワインのアルコールは人気があっていち早く売り切

れたが、その後は各自の好みでバラバラと景品がなくなっていった。今回は景品の人気がなるべく

集中しないように気を付けた積りであるが次回以降もこの努力は継続したい。4時過ぎにゲームも

終わり中締めをして自由発表へと場面は移る。半分以上の人は残って歌い続け、5時半過ぎに散会

した。歌いこんだ曲数は 60曲前後になった。 

例会の参加者推移（単位：人） 

 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 

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。 

初めての方、ご夫婦で参加の方も大歓迎です。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：000000000000  

E-mail：  

     石関 正明  TEL：000000000000 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

10月 07日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

10月 21日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

集合場所：大光院境内    集合時間：AM 10時  

＜報告＞ 

9月 2日ブーメラン台風 10号の影響で 1週間ほどぐず 

ついたが久々の晴れ間を迎え、呑龍様境内に 15人集合。 

Yさんのストレッチで体をほぐし出発。 

今日は金龍寺経由万葉の歌碑のある東屋コース。小・中・大八王子山を登り御城橋から直登、最 

後の石段を登ると新田神社に到着。境内は現在社務所を新築中「瓦が上がり外部の造作中」。神社 

にお参り後南曲輪休憩所に移動する。大欅の下の芝生でヒンヤリした 

風を受けながら 1時間ほど昼食休憩した。帰りは涼しい樹林帯の続く 

尾根道でモータプール側の展望台を経由して大光院へ。強い日差しを 

さけ樹下で次回の山行の確認をして無事解散をした。 

担当幹事：内田 光男 

 

南曲輪休憩所境内で 
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○ ボウリング大会（8月 23日）の実施報告 

奥山会長の始球式で始まり、夏休みで、いつになくお客で賑わう 

場内の雰囲気を楽しみながら、屋外の夕立もピンのはじけ飛ぶ音 

で気づかず熱中して過ごしました。この日絶好調の S女史がチーム 

を引っ張りました（ハイゲーム 190）が追い上げ届かず以下の結果と 

なりました。 

優勝：石田 敏、栗原 小百合、石関 正明、柿沼 義男チーム 

二位：福田 勝弘、久保田 勇、斎藤 正子、中村 三千夫、財田 徳七チーム 

＊今年の大会は 2回とも女性の大活躍が目を見張ります。 

次回はどうでしょうか？ 

12月に開催予定です。 

参加人数：13名（女性 2名） 

担当幹事；栗原 小百合 

       岸   雄二  

○ メールアドレス帳訂正のお願い 

 8月に配布しましたＥ_mailアドレス帳以下のように訂正致します。 

・4ページ＜連絡事項＞事務局   yoyugunma@juno.ocn.jp → yoyugunma@juno.ocn.ne.jp 

・3ページ  №102財田徳七さん   

       №114佐藤堅治さん  

№115佐藤隆司さん 

○ 「ボランティア活動」からの連絡 

●各種カードの回収は 9月末で終了とし今後行わない 

●切手、外国コイン、書き損じ葉書回収は今後も継続実施 

群馬地区として、「プルタブを集めて車椅子を贈ろう」運動や「ハートフル 

BOX」運動に取り組んでおります。プルタブはまだ集計をしておりませんが 

現在のところ昨年の倍以上集まっております。 

会員皆様のご協力に感謝致します。 

またハートフル BOX 運動として「使用済みテレホンカード・その他のプリペイドカード」「ディズ

ニーランド入場券」の回収をおこなってまいりましたが平成 28 年 9 月末をもって終了との連絡が

ありました。なお、「使用済み切手」「外国コイン」「書き損じハガキ」「未使用切手」は、引き続き

回収を行いますのでよろしくお願い致します。  

＜洋友会本部からの連絡内容 ＞ 

日頃は洋友会活動にご尽力賜り深謝申し上げます。さて、従来三洋電機で取り組まれていた「ハー

トフル BOX 」運動を洋友会でも取り組みを進めておりましたが、三洋電機が運動を取りやめたこ

とから昨年度より、洋友会が会員となり継続した活動を進めてまいりました。 

この運動の総元締めである、緑の地球防衛基金から 9月末をもって使用済みカードの回収を終了す

るとの連絡がありました。従いまして使用済みカードが手元にお持ちの地区がありましたら枚数の

大小にかかわらず早急に本部あて送付お願いします。また、今後使用済みカードは回収対象からは

ずれますが使用済み切手、外国コイン、書き損じはがきは継続しますので地区会員の皆様にもご連

絡頂きますよう宜しくお願い致します。 運動の名称についても以下変更します。  

「使用済み切手等で地球環境を守ろう」  

 

 

 

優勝チーム 

 

 

mailto:yoyugunma@juno.ocn.jp
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ○ 金婚祝い 

鈴木 国広さん、斎藤 勝夫さん、冨 孝雄さん                 おめでとうございます 

  ○ 訃報 

中村 和富さん（元ＡＣ）が 9月 11日に亡くなられました   64歳   ご冥福をお祈り致します 

波部 義人さんが 9月 13日に亡くなられました           80歳   ご冥福をお祈り致します 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

快適な睡眠で活き活き健康生活！（健康ニュース・・洋友会本部提供） 

暑くて寝苦しい夜が続いていますが、充分な睡眠は取れていますか？ 

睡眠は、生活習慣の一部であるとともに、神経系、免疫系、内分泌系等の機能と深く関わり、健 

康の保持及び増進にとって欠かせないものです。睡眠不足や睡眠障害等の睡眠の問題は、疲労感 

をもたらし、情緒を不安定にし、適切な判断力を鈍らせるなど、生活の質に大きく影響します。 

今回は、「睡眠」を取り上げたいと思います。 

◆快適な睡眠の効果について 

睡眠には、疲労を回復し、ストレスを解消する働きがあります。また、睡眠不足や睡眠障害等の 

睡眠の問題が事故につながることもあることから、快適な睡眠を確保することは、活き活きとし 

た健康な生活や事故の防止につながるものと考えられます。 

近年、特に無呼吸を伴う睡眠の問題は、高血圧等により心臓病や脳卒中につながるとともに、血 

液中の糖の濃度を適切に維持する能力が低くなる（耐糖能の低下）ことが報告されています。睡 

眠の問題を早期に発見し、適切に対処するとともに、これらを予防することができれば、多くの 

生活習慣病の予防につながることが期待されます。特に定期的な運動習慣は熟睡を促進します。 

ただし、眠ろうとして急に強い運動をするとかえって寝付けなくなることもあるため、日常生活 

の中で体を動かすように心掛けたり、定期的な運動習慣をもつことが重要です。高齢者の方々に 

は、夕方の軽い散歩なども効果的です。 

・快適な睡眠で、疲労回復・ストレス解消・事故防止 

・睡眠に問題があると、高血圧、心臓病、脳卒中など生活習慣病のリスクが上昇 

・快適な睡眠をもたらす生活習慣 

  ⇒定期的な運動習慣は熟睡をもたらす 

  ⇒朝食は心と体のめざめに重要、夜食はごく軽く 

◆ 睡眠は人それぞれ、日中“元気はつらつ”が快適な睡眠のバロメーター 

快適な睡眠を確保するための、睡眠時間、睡眠パターン等は人それぞれで個人差があります。 

特に年齢の影響は大きく、10歳代では、8から 10時間、成人以降 50歳代までは、6.5から 7.5 

時間、60歳代以上で平均 6時間弱と、高齢になるほど、概して必要な睡眠時間が短くなることが

報告されています。無理に長時間眠ろうとすることで、かえって睡眠の質を低下させる可能性も

ありますので注意が必要です。また、寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減るため、快適に睡眠

を確保できているかを評価する方法の一つとして、日中しっかり目覚めて過ごせているかを目安

にすることが重要です。 

・自分にあった睡眠時間があり、8時間にこだわらない 

・寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減る 

・年齢を重ねると睡眠時間は短くなるのが普通 

充分な睡眠をとって、活き活きした健康生活を過ごしましょう！ 

                           以 上
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