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お ー ろ ら 通 信 （２２５） 2016年 11月号        

 

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

○ ボウリング大会のお知らせ 

本年度最後の大会です。 

日  時：12月 20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人 1チームの団体戦（1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、ＢＢ賞、参加賞 

締め切り日：12月 7日（水） 

申し込み先：担当幹事 栗原 小百合 0000-00-0000 

           岸  雄二  0000-00-0000 

○ グラウンドゴルフ大会の実施報告（10月 21日） 

 秋晴れの最高のコンディションの中、2年ぶりの大会を開くことができました。 

ホールインワンも 2人が達成、3 ラウンドはあっという間でした。 

次回からは 4 ラウンドで競ったらという提案も… 

結果はというと、やはり実力者が栄冠に輝きました。 

優勝：中 良雄さん(60)()内はスコアを表示 

どなたでも、すぐに習得できて充分に楽しめる競技 

です。更に多くの方の参加を頂きたいと思います。 

場  所：スバル運動公園 

参加人数：12名（うちプレーヤー10名） 

担当幹事：小林 一夫、岸  雄二 

○ スポーツ健康愛好会例会報告 

10月 18日、25日（火曜日）13：30～15：30 参加者 13名 

18日は参加者の出だし好調。恒例として血圧の測定、正常を確認｡ 

ストレッチシートとトレーニング機器での 1 時間のトレーニング活動実施。アリーナは他の利用グループは

なく貸切状況。バドミントンは 5番コートにネットを張り試合。清掃後のストレッチ運動はいつもながら汗が出

る。終了後は団子などを味わいながら雑談散会。 

25 日は雨模様で肌寒い天気で長袖のシャツの着用。ウォーミングアップで身体を暖めるランニングマシ

ンが最適。次に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休憩なしで継続試合。清掃後

のストレッチ運動は身体のかたさを感じながら重要性を認識。終了後はお菓子を食べながら、旅行などを

話題にして散会。  

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 

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 

 

 

 

 

 

優勝：中さん 
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○ カラオケ愛好会例会報告 

 10月度の月例会は 4日と 11日に開催。参加人数合計は 24人でした。9月は毎週のように台風が上陸

し、その影響もあって毎日のように雨が降るという天候でしたが、10 月になり台風シーズンも終ったようで晴

れの日が多くなってきました。しかし朝夕の冷え込みは厳しいので風邪をひかないでカラオケを楽しんで

欲しいと思います。10 月はいつもの傾向に反して 1 週目（4 日）が 14 人と多かったけれども、いつものよう

に 2 部屋確保して楽しみました。カラオケ店の景気もまだら模様で、シダックスは全国で縮小傾向です。群

馬県でも 3 店閉店しましたが、居抜き方式でカラオケバンバンが新規開店し、目玉戦略として全ての採点

機を最新機種の精密採点 DX スタジアムにしました。この機種は音響効果が以前よりかなり良くなっている

ことと、採点機能が更に充実したことが特徴です。この機種は堺正章が TV で司会をしているカラオケバト

ル等で使用されているものと同等のものです。一度使用するとヤミツキになるようですが、まねきねこ大泉

店は満室状態なのでこの新機種に切り替える必要がないようで、導入されるまでにはまだまだ時間が掛か

りそうです。今月のトピックスとしては群馬のご当地ソングが 2 曲歌われたことです。1 つは馴染みの「前橋

ブルース」で、もう一つは初披露の「帰ってきました前橋に」です。この曲は女性が東京で失恋して身も心も

ボロボロになって前橋に帰ってくるという悲しい歌です。1 本の歯も無い歌手が腹から発声して歌っている

曲ですので、腹式呼吸を練習する良い教材にもなるのではないかと思います。今月は合計で 90曲歌われ

ました。 

今月歌われた馴染みの主な曲 

 ・東京の人・歩・与作・ベサメムーチョ・前橋ブルース・奥飛騨慕情・千曲川・契り・暖簾 

今月歌われた主な新曲 

 ・北の出世船（福田こうへい）・回転扉（小田純平）・八尾しぐれ（瀬口侑希）・・以上初披露 

 ・母を想えば（三山ひろし）・春はもうすぐ（小金沢昇二）・愁恋歌（香西かおり）・焔歌（西方裕之） 

・哀愁酒場（田川寿美）・大和路の恋（水森かおり）・宇奈月の雨（鏡五郎） 

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 15    

例会 2 20 16 14 10 15 27 14 10     

12月 6日は通常通り開催します。12月 13日（火）は次のように忘年会を開催します。1月は 10日と 17日

に開催しますので、お間違えの無いようにお願いします。 

忘年会・・・日時：12月 13日（火）12時開場 （～17時） 於）まねきねこ大泉店 

       会費：1,500円予定  軽食、飲み物、ゲーム等開催予定 

参加できる人は 12月 6日迄に担当幹事に連絡してください（発表予定曲添えて）。 

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：000000000000000-0000000000@yahoo.co.jp 

     石関 正明  TEL：0000-00-0000 

 ○ 山遊会総会のご案内 

今期山遊会の計画も残すところ２回のみとなりました。つきましては下記の通り総会を行いますのでお集 

まりください。 

日 時：2017年 1月 23日（月）午前 11時 30分～14時 30分 

場 所：海山亭いっちょう飯塚店（＊座席予約のため参加者は事前申し込みをしてください） 

費 用：1,500円程度（個人負担） 

内 容：役員改選・２９年度山行計画・その他＝行きたい山名を考えてきてください。 

申込みは 0000‐00‐0000 or  0000000@0000000000.ne.jp 内田まで（期限：12 月 20日） 
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○ 第 102 回山行「富士山 5合目より下り」ハイキング報告 

10月 16日（日）パナソニック正門前駐車場を 5時丁度に出発。久しぶりに好天が約束されていた。東松

山 IC から高速道＜関越道・圏央道＞を走り狭山 PA で休憩。八王子 JCT から中央道に入る。早朝でも車

が多い。秋の行楽シーズン、久しぶりの好天で皆出かけたのか？。大月 JCT を越えると富士山が姿を現し

た。初雪の便りは聞いたが、まだ雪化粧はしていなかった。河口湖 IC で下り、スバルラインで富士山 5 合

目に 8時到着、大分早かった。 

登山支度を済ませ展望台に集合。展望図を見ながらこの夏登った南ｱﾙﾌﾟｽの山々を眺めた。 

集合写真を撮り Y さんの指導でストレッチをしていると外人観光客も一緒にストレッチ。小御岳神社にお参

り後 8 時 40 分佐藤小屋に向けてスタート。富士山頂や以前登った黒岳、釈迦ケ岳等を確認、眼下の河口

湖や山中湖を眺めながら歩いた。来た道を振り返ると 5合目付近は薄く色づいていた。 

9時 20分佐藤小屋に到着。女主人が何かと世話を焼いてくれて、全員にポストカードのサービス。10分

後スタート。ここより樹林帯で景色は期待できない。昔浅間講が盛んだった頃の史跡を見ながら歩く。道は

広く歩き易い。10 時、4 合 5 勺御座石で休憩。往時の面影を残す建物がある。4 合目大黒天 3 合目三軒

茶屋と下る。11 時 30 分途中で昼食。5 合目まで登るという多くの登山者とすれ違い驚かされた。馬返しに

12時 25分到着。予定ではバスが迎えに来る訳だったが「道が狭くこのバスでは無理だ」と茶屋で忠告され

「中の茶屋」まで 1時間ほど歩くことになった。車道と山道がある。足に優しい山道を約 50分歩き富士林道

交差点に到着。トップが早く歩き過ぎるのでブーイングが起こり休憩。道標に「中の茶屋」まであと 15分と記

されていた。一人筋肉疲労で遅れ、ここまでバスを呼んだ。14 時 10 分皆の待つ「中の茶屋」に到着、全員

揃う。風呂の準備をしてバスに乗る。森に囲まれた境内に足を踏み入れると何か厳かな気分となる。社殿

前に太郎杉や夫婦檜の巨木が立つ北口本宮富士浅間神社にお参り、神楽殿の前で記念写真を撮り移動。 

紅富士の湯に 15時 5分到着、内湯や露天風呂に浸かり今日の疲れを癒す。予報通り雲が多くなり富士

山は見えず残念。当初 16時出発予定を 30分ほど延ばし湯上りのビールを味わった。 

山中湖 IC より高速に乗り谷村 PAで休憩。交通情報を見ると八王子 IC まで 2 時間以上と出ていた。大

月 JCT から中央道に出ると早くも渋滞。談合坂 SA をやっとの思いで通過。運転手はいやな顔一つせず

運転。小仏トンネルまで3時間近く掛かってしまった。八王子 JCT通過後はスムーズに流れ狭山PA到着、

ホッとしてトイレに駆け込む。 

21時 10分無事に大泉に着き解散した。担当幹事：内田 光男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

12月 02日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

12月 16日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

集合場所：ＡＭ10時・大光院境内 

 

 

 
五合目展望台 北口本宮富士浅間神社・神楽殿前 
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＜報告＞ 

11 月 4 日、好天に恵まれ長林寺に集合。久しぶりに金山を離れての山行。集合場所が分るか心

配されたが定刻には 15 人程が集合、今回地元で毎朝 5 時に大坊山へ登っている S さんが参加して

くれ心強かった。10時長林寺の山門をくぐりお参り、ハイキングの安全を祈願した。 

鴨や鯉がいる池を右に見て醍醐旅館の前を通り過ぎると道標がある。まず浅間山に登り足利の街

を一望。あいにく霞で富士やスカイツリーは見られなかった。一度自衛隊道路に下る。案内板を見

て林道をしばらく進むと大坊山登山口に着いて休憩。急登は 15 分ほどで終わり見晴らしの良い稜

線にでた。いくつかピークを越えて越床峠との分岐（12時 20分）から大坊山はすぐそこ、休憩も

しないで歩く。12時 30分山頂に到着。展望がよく足利の街や金山・茶臼山や足利の山々を確認し

た。富士山やスカイツリーは霞で見ることはできず。神社跡の山頂広く穏やかな陽ざしのもと遅い

昼食をとり自然の良さと健康の大切さを実感した。帰途は大山祗神社へ下り次回の集合場所を確認

して毛野の住宅街を歩き長林寺の駐車場に戻り解散した。担当幹事：内田 光男 

○ 第 51回ゴルフ大会結果報告 

第 51 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 10 月 25 日（火）に開催されました。

競技はスタート直後からあいにく小雨の降る天気となり、また参加者も 24名と少なく少々寂しい大

会となりました。 

成績は、優勝：中村 三千夫さん、準優勝：二宮 健治さん、三位小川 正昭さん。 

ベスグロ賞は二宮 健治さんがグロス 83（OUT43、IN40）で皆さん初めての上位入賞者でした。 

次回は日程を早く決めてほしいとの参加者の要望に応えて、今後は原則として 

6月と 11月の第 1金曜日開催といたします、来年６月は 2日（金）城山カントリー倶楽部 

9時 01分スタート、11月は祭日の関係で 11月 2日（木）9時 01分スタートで予約いたし 

ます。開催要領は来年 4月号及び 9月号のおーろら通信でお知らせしますが、今から 

予定に入れていただきますようお願い致します。 

担当幹事：前田 浩良、野口 三男、岸 雄二 

○ 「ボランティア活動」からの連絡 

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」運動に取り組んでおります。 

事務所入り口にノートを備え付けましたので、アルミ缶、プルタブを持参して頂いた方は 

お名前を記帳頂ければおーろら通信に掲載したいと思います。 

従来通り匿名でのご協力ももちろん結構です。 

担当幹事：内田 光男            

○ 洋友会事務所使用料支払いについて 

三洋電機本社総務部より各地区事務所に対する今後の扱いにつき洋友会本部に以下の申し出が

あったそうです。 

「今後、部屋使用料として 500 円／2Ｈ、1,000 円／半日を徴収する。パナソニックの収益重視の

経営の中で何とか協力をいただきたい」 

本部としてもやむを得ないと考え上記申し出を受諾するそうです。 

群馬地区の運用につきましては、決定次第紙面でお知らせ致します。 

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

  ○ 訃報 

対比地 一夫さんが 11月 8日に亡くなられました  88歳        ご冥福をお祈り致します  

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