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お ー ろ ら 通 信 （２２４） 2016年 10月号        

 

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

○ 「秋の一泊旅行１１月８～９日」日程案内 

おーろら通信の９月号でご案内しました秋の一泊旅行。日程の詳細をお知らせします。 

今回は、川端康成の小説「伊豆の踊子」で一躍人気となった伊豆の旅。この小説は、20 歳の一高生と旅芸

人の踊子かおるの淡い恋の足跡を記したあまりにも有名となった物語ですが、参加者の皆様も若かりし頃

を思い起こしながら旅を楽しんでいただきたいもの。また、明治日本の産業革命遺産で世界遺産にもなっ

ている韮山反射炉の見学、西洋への玄関となった下田のペリーロード散策も。そして宿泊は、堂ヶ島唯一

の自家源泉掛流宿。お部屋は全てオーシャンビューです。堂ヶ島の夕日は、日本一の夕日百選にも選ば

れた美しい夕焼けの名所。名画のような一瞬が期待されます。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。 

二日目は、だるま山高原から富士山や駿河湾を眺望したり、三嶋大社を訪れます。そして沼津で海鮮料 

理の昼食をいただいた後は、二日目の目玉となる朝霞の陸上自衛隊広報センター、愛称「りっくんランド」 

を見学します。そこは、陸上自衛隊を見て、触れて、体感できる国内唯一の展示・体験施設。展示してある 

実物の戦車やヘリコプターに触れられる他、飛行シミュレーションの操作体験、射撃シミュレーションなど疑 

似体験が出来るコーナーも。隊員の服装や装備の装着体験、再現された地下指揮所、装備車両の展示、 

自衛隊の歴史を紹介するコーナーなど、見どころ満載です。 

行程の見直しなども行ない、参加料金も 1人 2千円安くなりました。 

詳細は下記のとおりです。楽しみにお待ち頂きたく思います。 

                       記 

日 時：平成 28年 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（車の方は No8駐車場使用） 

会 費：23,000円 

宿 泊：堂ヶ島温泉ホテル 〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 2960 ☎0558-52-0275 

コース： 

8日 大泉町発(7：00)～東松山ＩＣ～≪関越道・圏央道・東名道≫～ 

沼津ＩＣ、世界遺産・韮山反射炉の見学(10：40～11：10)～浄蓮の滝 

(昼食と滝やわさび田の見学、11：50～13：15)～天城峠(トンネル)～ 

下田(ペリーコード散策、14：10～15：00)～堂ヶ島温泉ホテル着(16：00) 

9日 ホテル発～だるま山高原(9：45～10：00)～三嶋大社(11：00～11：30)～ 

沼津(自由昼食)～沼津ＩＣ～≪東名道≫～東京ＩＣ～朝霞陸上自衛隊広報センター(15：00～16：00)  

～所沢ＩＣ～≪関越道≫～東松山ＩＣ～大泉着(18：00) 

(注) 参加される方への追加資料は当日までございません。この資料を大切に保管願います。 

担当幹事：斎藤 正子   TEL：0000-00-0000 

連絡先  ：洋友会事務所 TEL：0000-00-0000（毎水曜日のみ） 

○ 2016年度第 2回ミニ講演会開催案内 

加齢と共に認知症は 3人に 1人がなるもの。原因も対策もない、誰がなるかも分からない不治の病と諦 

めていませんか？認知症になると本人も家族も不幸です。出来ればなりたくないものです。しかし安心して 

下さい。認知症の 60％を占めるアルツハイマー型認知症は“MCI”と呼ばれる早期段階で気が付けば、認

知症の進行を遅らせたり、改善させたりすることができるのです。 

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 

 

 

http://yoyugunma.sakura.ne.jp/
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今回、下記の通り認知症の専門家である群馬医療福祉大学の清水久二雄先生がアルツハイマー型認

知症の原因、“MCI”であることに早く気付く方法、そして”MCI”状態から改善するための方法等を講演し

て下さいます。参加希望される方は準備の都合上 11 月 26 日迄担当幹事に連絡してください。“MCI”に

早く気が付くためには伴侶のご協力も重要です。ご夫婦での参加、奥様だけでの参加も大歓迎です。 

 テーマ:認知症は早期発見で治癒可能  

講 師：群馬県医療福祉大学社会福祉学部 清水 久二雄先生 

日 時：12月 2日（金）13時 30分～15時             

場 所：洋友会群馬地区会議室 

講師紹介：清水先生の主な経歴 

・老人保健施設 介護職員（5年弱）  ・特別養護老人ホーム  介護長兼ケアマネージャー（19年）   

・山梨県立大学 非常勤講師  

所属学会：日本自立支援介護学会、日本介護学会 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL: 000-0000- E-mail：0000@0000  

斎藤 正子 TEL: 0000-00-0000 

○ 第 103 回山行「三ツ峠」ハイキングご案内 

富士の眺望に恵まれ均整のとれた優美な富士が見られるビュースポット「三つ峠」は別名開運山と呼ば

れ人気の山となっております。御坂トンネル近くの三ツ峠登山口より登り三ツ峠山頂に 2 時間ほどで着きま

す。暫し富士の眺望を楽しみ三ツ峠駅へと下ります。このコースは幾つものパワースポットがあります。下山

ルートに沿って神鈴権現社、経文を小石に書写した一字一石塔、修行登山の安全祈願をした親不知の碑

等々が点在。今も信仰の史跡の残る道を、時折のぞく富士を見ながら下ります。ハイキングの後は三ツ峠

グリーンセンターで開運の湯に浸かり、来年の運を引き寄せましょう。皆様の参加をお待ちしています。 

日時：12月 11(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 

温泉：三ツ峠グリーンセンター 

費用：割り勘（3,500円程度） 

申込：ＴＥＬ：0000-00-0000or 00000000@0000 内田まで 

（期限：11月 10日(木) 24名満員になり次第締め切ります） 

※手袋・雨具・防寒具・軽アイゼン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⇒＜国 139号・137号 

⇒三つ峠登山口駐車場 8：00着 

コース：（所要時間 5時間）8：30発→＜55分＞→第一ベンチ→＜35分＞→三ツ峠山荘→＜15分＞→ 

三ツ峠山（開運山）→＜25分＞→神鈴権現社→＜10分＞→親不知の碑→＜25分＞→馬返し 

→＜35分＞→達磨石→＜35分＞→グリーンセンター 

ルート：グリーセンター16：00発⇒都留 IC⇒＜中央道・圏央道・関越道＞⇒東松山 IC⇒大泉着 19：30 

担当幹事：内田光男 

〇 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：11月 18日（金） 

場   所：洋友会会議室 

結果報告：今期第 3回の囲碁大会は、9月 23日（金）に実施しました。 

参加者 12名。12時 20分より開始。各人三局の対局をし、16時 30分に終了 

致しました。結果は次の通りです。 

 

 

 

― 記 ― 
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優勝（全勝） 南部 光、川合道朗、二勝賞 小内邦彦、城田隆之、山崎邦明 

参加者同士の親睦を旨としていますので、今後も多くの人に参加していただき 

ますよう願っています。 

次回も楽しく、囲碁での交流をしていきたいと思っています。 

担当：川合 道朗 

○ グラウンドゴルフ大会のお知らせ 

日  時：11月 25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：11月 16日（水） 

担当幹事：小林 一夫 TEL:0000-00-0000(000-0000-0000) 

         岸  雄二  TEL:0000-00-0000(000-0000-0000) 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

9月 20日、27日（火曜日）13:30～15:30  参加者 13名 

20 日は台風の襲来前で雨模様。お彼岸で不参加の連絡があり少人数での活動。肌寒いほどの気温でト

レーニングには好都合。久しぶりに体組成計で基礎代謝量、ＢＭＩ，肥満度の測定。ランニングマシン等で

1時間のトレーニング実施。アリーナの北面は中学生体操競技用器具が設置されておりバドミントンは南面

にネットを張り試合。清掃後のストレッチ運動はメンバー揃わず休止で散会。 

27 日は晴天で残暑厳しく 30℃。トレーニング室はエアコンで快適。ウォーミングアップ、筋力トレーニン

グの実施。アリーナでのバドミントンの試合は 30 分で休憩また試合。脚のもつれもあり怪我の無い様に注

意が必要。清掃後のストレッチ運動はマットを用意する方も出てきて本格的になってきた感がある。終了後

は椅子に座り女性陣が持参した果物を食べながら、ヨネックス・オープンで高松ペアの敗戦、山口、奥原に

初勝利等談笑して散会。 

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：0000-00-0000 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

11月 4日（金）行き先：大坊山 コース（足利長林寺～大坊山） 

11月 18日（金）行き先：大小山 コース（大小山～妙義山） 

集合場所：11月 4日（金）長林寺 P ＴＥＬ:0284-41-7488 

集合場所：11月 18日（金）大山祇(ﾂﾐ)神社 P 

集合時間：AM 10時  

＜報告＞ 

10月 7日秋晴れのさわやかな陽気の中、 

大光院境内に過去最高の 18人集合、今回は 

過去最長のコース大光院境内より見晴尾根 

に出て金山浅間神社へ下りこどもの国へ。 

ここからじゃぶじゃぶ池の西にある東屋 

から尾根に登り北山コースで新田神社へ。 

南曲輪休憩所で遅い昼食をとる。 

帰途ガイダンスに立ち寄り徳川家歴代将軍の「印模刻展」を見学。大光院に戻り解散しました。 

ヒンヤリした風で汗も出ず歩きやすく、ハードでしたが楽しくハイキングができました。 

 
 

 
 

山川の信号 

福猿橋 

大山祇神社 P 

ローソン 

左折地点 

旭幼稚園看板が目印 

駐車場案内
図 

県 67 号 

（旧 50

号） 

 

長林寺看板

ｔｙ 

 
 

担当幹事：内田 光男 

 

tel:0000-00-0000(000-0000-0000)
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○ カラオケ愛好会例会報告 

 9 月度の月例会は 6 日と 13 日に開催。参加人数合計は 24 人ですが、これまでの傾向として第 1 週が

少ない。第 1週は女性の参加人数が少ない影響かなと思うが、たっぷりと歌いこみたい人には第 1 週の方

が適しています。今月から女性の“Ｏさん”が参加してくれることになり、波及効果も含めて参加人数が増え

ることに期待します。最近の傾向として開始時刻には幹事を含め 5～6 人だけで、その後 2 時頃までに

三々五々に集まるという状況が続いています。先行した人は静かな環境で歌いこんだり、情報交換したりし

ています。披露曲はその時の参加者や雰囲気によって決まっているようですが、往年のヒット曲、隠れた名

曲や最近の話題曲と多岐に渡っています。ＣＤ発売後 1 年以内の新曲とそれ以外の曲の比率は従来 20

～30％だったのですが、最近は 50％を超えることもあります。例えば、9 月 13 日は 40 曲中新曲が 13 曲

で約 30％でしたが、9 月 6 日は 42 曲中 25 曲ですから約 60％になりました。その時の気分で歌いたい歌

を楽しんでいる結果ではないでしょうか。13時 30分から 17時まで飽きることなく歌い継いでいます。 

今月歌われた馴染みの主な曲 

・ラブユー東京 ・愛のくらし・雨の酒場町 ・歩 ・釜山湖へ帰れ ・大阪しぐれ ・ふり向けば日本海 

今月歌われた主な新曲 

・紀ノ川旅情（千葉一夫）・祈念坂（小田純平）・山-美しき（北島三郎）・別れの桟橋 

（野中彩央里）・哀愁の酒（キム・ヨンジャ）・丹後雨情（坂本冬美）･･･以上初披露 

・九頭竜川（五木ひろし）・風の望郷（川崎修二）・海の防人（鳥羽一郎） 

・涙の花舞台（北島三郎） 

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 12 10 14     

例会 2 20 16 14 10 15 27 14      

11月第 1（1日）と第 5火曜日（29日）に月例会を開催し、第 2火曜日は休会にしますのでお間違

えの無いようにお願いします。12月 13日（火）忘年会の予定です。初めての方、ご夫婦で参加の

方も是非遊びに来てください。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：000-0000-0000 

 E-mail：0000@0000  

     石関 正明  TEL：0000-00-0000 

 

 

○ 第６４回麻雀大会結果報告 

 今年度 2 回目（通算 64 回）となる麻雀大会を、心配していた台風 18 号が逸れて秋晴となった

10月 6日(木)に、太田市のプラザセンチュリーにて 28名の参加のもとに開催致しました。 

競技はいつも通り半チャン 3 回の合計得点で競った結果、田井卓也さんが優勝を飾りました。田井

さんは毎回上位に位置していた実力者です。誠におめでとうございます。準優勝は河辺義郎さん、

3位は 2年ぶりに参加された岡田吉弘さん、4位は財田徳七さんでした。 

 次回は平成 29年 2月 9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 

初心者でも女性の方でも安心してご参加できます。 

勝っても負けても笑顔でいられる健康麻雀に奮って 

参加して下さい。 

宜しくお願い致します。 

担当幹事 ：小倉 一雄  TEL：0000‐00‐0000 
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○ 「ボランティア活動」からの連絡 

＜報告＞ 

ボランティア活動として、「プルタブを集めて車椅子を贈ろう」運動や「使用済切手等で地球環境を守ろう」

運動に取り組んでおります。皆さんのご協力に感謝申し上げます。 

9 月末プルタブ＆アルミ缶をお金に換えてきました。今年度は皆さんの協力で昨年度一年分の量を半

期で集めることが出来ました。引き続き宜しくお願いいたします。 

※今年度中間実績（9月末現在・・使用済切手等は今回未集計） 

プルタブ＆アルミ缶：19.5Kg×70円/Kg×1.08（消費税）＝1,474円 

＜お願い＞ 

「ハートフル BOX」運動は「使用済み切手等で地球環境を守ろう」に名称を変え使用済み切手、外国コイ

ン、書き損じはがき等の回収を行っておりますので、ご協力を宜しくお願いいたします。 

（プルタブ等は洋友会群馬支部事務所まで届けて下さい） 

 ○ 洋友群馬の 『ぱそこん困った相談』 を開設しました 

「相談内容」 

・最近パソコンの調子がどうもおかしい。 

・新しく買ったパソコンの使いかたがちょっと判らない。 

・エクセルやワードなどアプリソフトの使い方を教わりたい。 

・年賀状を作りたいのだが・・。 便利なソフトを紹介してもらいたい。 

・メールを使ってみたい、使えない、使い方を教わりたい。 

・インターネット通販を利用してみたいが・・。 

・デジカメの写真の取り込みや、動画の処理の仕方を教わりたい。 

・パソコンで確定申告をやってみたいが・・・ 

・その他、なんでも・・・ 

などなど、困った時は、洋友群馬の「ぱそこん困った相談」をご利用ください。  

パソコンの症状を見て軽微なものは直し、どうしても直らない場合は、修理方法などをアドバイス致します。 

洋友会員は無料相談です。会員以外の方でも会員の紹介があれば無料で相談に乗ります。  

ぜひお気軽にご利用ください。 

「ぱそこん困った相談」 

開催場所：洋友群馬 事務所にて （TEL: 0276-62-6782) 

開催日時：毎週水曜日 12:30～14:30 の 2時間開設しております。 

※ 暦（こよみ）の祭日や、パナソニックの休日、及び、年末年始は休み。 

洋友会事務所まで電話をして頂き、確認してからご来訪ください。 

担当幹事：臼倉 敏和 

○ 会報誌「洋友」新春号原稿募集 

1．表紙・・新春にふさわしい華やかな絵柄をテーマに写真を募集します。 

過去に撮影された正月らしい絵柄、例えば、初日の出、門松、初参り風景等 

横組みのカラー写真。できるだけ高解像度で、鮮明な写真をお願いします。 

2．特集・・「今年喜寿・米寿を迎えるに当たって」「年男（女）としての抱負」をテーマに、 

1千字以内、適当なカラー写真を説明文つきで。 

3．文化面・・「写真・絵画等の誌上展覧会」を掲載します。 

4．投稿締切・・10月末日です。奮ってご投稿ください。 

5．送り先・・地区編集委員宛 
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○ 三洋電機洋友会ハンドブック（改訂版）配布について 

10月の配布物として上記ハンドブック・改訂版を会員の皆様にお届けいたします。 

洋友会の特典、制度、暮らしの情報等が記載されており、会員ご本人だけではなく、 

ご家族にも関係する内容もありますので、是非ご一緒にご覧いただき情報を共有 

頂きたいと思います。 

 

 

○ ブランドの底力！（以下朝日新聞記事より） 

 

 パナソニックが今夏、三洋ブランドのテレビ販売を、インドで約 8年ぶり 

に復活させていたことがわかった。同社は 2009年の三洋電機の買収後、 

国内外でパナソニックへのブランドの統一を進めており、消費者向け 

製品での「ＳＡＮＹＯ」の復活は初めて。インドのテレビ販売でパナソニック 

は苦戦し、認知度が高い三洋ブランドの助けを借りることにした。  

8月上旬から、インターネット通販アマゾンのインド版のサイトで、三洋の液晶テレビ 4機種を売り出した。

生産は外部に委託している。家電量販店で売るパナソニックブランドのテレビ 

より 1割程度安くした。 

 三洋は、インドの家電大手との合弁会社などを通じて 05～08年、テレビ 

や冷蔵庫、洗濯機などを販売した。今も「三洋ブランドの認知度は高い」 

（パナソニック広報）という。 一方、英調査会社ユーロモニターによると、 

インドでのパナソニックのテレビ販売台数シェア（2015年）は 4.7％で 7位 

にとどまる。1位のサムスン電子（22.8％）や 2位のＬＧ電子（19.6％）など、 

韓国勢に大きく水をあけられている。  

このため、ネットでは三洋、量販店ではパナソニックとブランドを使い分け、 

販売増を狙うことにした。 

○ 人間ドック検査費用の割引 

洋友会と医療法人本島総合病院との契約により人間ドック検査費用の割引が適用されます。 

概略の内容は以下のようになっていますが、詳細は病院に直接お問い合わせください。 

日帰りドック料金（税込） 男性 33,000 円、女性 32,000円、婦人科検診 

（子宮細胸診）等のオプション料金は別途になります。 

本島総合病院：TＥＬ 0276-22-4617（直通）、ＦＡＸ 0276-22-4682 

 

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

  ○ 金婚祝い 

中野 正義さん、森 光雄さん、藤木 靖夫さん、石井 万汎さん     おめでとうございます 

  ○ 訃報 

野村 勝一さんが 10月 6日に亡くなられました  72歳        ご冥福をお祈り致します  

南部 光 さんが 10月 14日に亡くなられました 82歳     ご冥福をお祈り致します 

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

＊訃報発生時は 奥山泰彦（洋友会群馬会長）に連絡ください。ＴＥＬ：000-0000-0000 

 

（ＳＡＮＹＯのブランドロゴ＝パナソニック提供） 

ＳＡＮＹＯ、インドで復活  パナ、ＴＶ販売苦戦で奥の手 （2016 年 9 月 29 日 5 時 2 分） 
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夏の疲れの癒し方（健康ニュース・・洋友会本部提供） 

暑い夏をなんとか乗り越え、秋が来てもなんだか身体がだるい・・・なんて方もいるのではないでしょうか。 

今回は、夏の疲れの癒し方についてご紹介します。 

◆夏の疲れを回復する「体内リセット法」 

① 疲労物質を退治するお酢の力 

 米酢､もろみ酢､果実酢など､お酢に含まれている酢酸には､疲労物質である乳酸の分解促進や発生抑制の効果

があります。ジュースで割って飲むのも良し、お料理で活用するのも良し。効果的にお酢を使って疲労回復に

努めて下さい。また､お酢の殺菌効果によって食中毒の予防も期待できます｡じつは､意外にも秋には食中毒が

多いので効果的です。 

② 生姜で体を温める 

 体を温め、発汗を促す生姜は､夏の疲れを追い出すのに適した食材です。健胃作用に効果のある食材は他に､肝

臓をサポートする力を持つターメリック(ウコン)や､胃液の分泌を促す唐辛子､コショウなどがあります｡こう

したスパイスなどの調味料をうまく料理に生かしましょう。 

③ ぬるめのお湯で半身浴 

 ぬるめのお湯で､ゆったりと半身浴を。半身浴をすると副交感神経が働き､からだはリラックスして眠る準備に

入ります｡上半身が汗ばむ程度まで、ゆっくりと時間をかけてください。読書の秋ですから､半身浴をしながら

本を読んでみるのもお勧めです｡上半身が肌寒いならタオルをかけましょう。         以 上 

 

◆自宅で簡単にできる「運動法」 

特に気候が穏やかで、過ごしやすい 

秋は、運動を楽しむのにも最適な時 

期です。だから涼しい今こそしっか 

り運動をして体を動かしましょう！ 

そこで、自宅でも簡単に、出来る運 

動を右の図にご紹介します。 

簡単ではありますが、ご参考にして 

いただき、より本格的な運動へのき 

っかけ作りとしていただければと思 

います。 

日中過ごしやすくなるこの時期は、昼夜の気温差が激しく体調を崩しやすい時期でもあります。健康管理に気

を配りながら、厳しい冬の寒さに耐えられるよう今から夏の疲れを癒し、身体を鍛えておきましょう。 

以上 
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