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○ 第 65回麻雀大会開催のお知らせ 

今期 3 回目（通算 65 回）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 1月 6日（予定）付で各位宛メール又は葉書で直接ご

案内申し上げます。 

                記 

日 時 ：平成 29年 2月 9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：1月 24日（火） 

担当幹事 小倉 一雄 0000－00－0000(E-mail：00000000@000.00000.00.00) 

○ 第 104 回山行「日立アルプス」ハイキングご案内 

日立アルプスは宮城県南部より福島県東部を経て茨城県北部に至る阿武隈山地の南端に位置し日立

西部に連なる山々で最高峰に高鈴山（623.3ｍ）、神峰山（598ｍ）、羽黒山（490.8ｍ）等の山がある。田中

澄江は花の百名山にセンブリの山として紹介している。眺望は高鈴山から男体山など奥久慈の山々や日

光連山、那須連山、そして神峰山からは大煙突や日立の市街地、雄大に広がる太平洋が見渡せる。 

ハイキングの後は湯楽の里で太平洋を望む絶景露天風呂や壺湯に浸かれば至福のひとときが味わえま

す。皆様の参加をお待ちしています。 

日時：2017年 2月 12(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：湯楽の里日立店 ＴＥＬ：0294-25-4126 

費用：割り勘 

申込み：0276-51-6861or wa35472@tc4.so-net.ne.jp 内田まで 

（期限：1月 10日(火) 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⇒太田桐生 IC⇒＜北関東道・東北道・北関東道・常磐道＞⇒日立中央 IC⇒ 

＜県 36号＞⇒赤沢山荘登山口 8：00着 

コース：（所要時間 4時間）8：30発→＜30分＞→もとやま自然の村跡→＜30分＞→かみすわ分岐→ 

＜20分＞→高鈴山→＜30分＞→御岩山→＜25分＞→きららの里分岐→＜20分＞→神峰山→ 

＜50分＞→登山口→＜30分＞→13：00日鉱記念館見学（1ｈ）14：00⇒＜30分＞⇒14：30湯楽の里 

ルート：湯楽の里 16：00発⇒日立南太田ＩＣ⇒＜往路＝復路＞⇒太田桐生 IC⇒大泉着 19：30 

担当幹事：内田光男 
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〇 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：平成 29年 1月 20日（金） 

場   所：洋友会会議室 

結果報告：今期第 4回の囲碁大会は、11月 18日（金）に 10名の参加者で、 

12時 20分より開始致しました。会場は、洋友会事務所隣の会議室。 

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。 

優勝（全勝） 藤田 保（囲碁クラブ）、二勝賞 佐藤 仁、小内邦彦、 

城田隆之、山口恒雄（敬称略） 

次回も楽しく、囲碁を通じての交流をしていきたいと思っています。 

担当：川合 道朗 

○ スポーツ健康愛好会例会報告 

11月 15日、22日（火曜日）13：30～15：30 参加者 14名 

15 日は小春日和でスポーツ最適日。体育館は放送設備のテスト中、バドミントンコートの予約に問題が出

てスタッフに調整を打診。解決し予約する。トレーニング室の記述には「筋力トレーニングの基本は大筋群

をバランス良く鍛えること」①胸の筋力（大胸筋）②背中の筋力（広背筋）③腹の筋力（腹直筋）④太もも前

側筋力（大腿四頭筋）⑤太ももの裏側筋力（ハムストリング）とある。設置されている 20種類の器具でこの筋

力アップのために努力している。今日は数種類の器具で各自 1時間トレーニングを行う。アリーナ 5番コー

トにネットを張り照明の点灯を待ち試合。清掃後落語の後援会チケットの話等で散会。22日は晴天で 23℃。

先週日程の勘違いで皆勤の方が不参加の話題。気温が高くなったこともあり身体は動きが軽快である。所

定のトレーニングの実施。女性の健康体操グループがサブアリーナに変更になりコートはいつもの 5 番に

設置。試合は参加者が多かったこともあり、休憩時はパソコンのＤＶＤ映像確認等いつになく賑やかであっ

た。清掃後のストレッチ運動はいつもの手順で終了。椅子席でお菓子を食べながら、カラオケ忘年会の話

題等で談笑後散会。 

1月の例会は 24日、31日となります。 

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 

○ カラオケ愛好会例会報告 

 11月の例会は 1日と 29日に開催し参加者合計は 27人でした。29日は 8日が旅行に充てられたのでその

代替日として実施された。今年は秋を実感できず夏から急に冬になった感じで、秋に相当する時期の日照時

間が記録的に少なかった。これはシベリア付近の冷たい高気圧と日本の南東海上の暖かい太平洋高気圧が

共に強く、日本付近はこの 2 つの高気圧の間に挟まれ、低気圧や前線などの活動が活発だった為とのこと

で、秋らしさが感じられなかったからだと思います。この結果、天候不順により秋野菜の高値が続いていま

すが、野菜の高値とカラオケ料金には何の関係もないと思うのですが、店の料金が徐々に値上がりしていて

切実な問題になりつつあります。参加者の数は増減を繰り返し現在 10 プラス数名で例会は運営されていま

すが、新曲を覚える人、古い曲の中から名曲を探し出し披露する人、自分の歌い込んだ曲により磨きをかけ

る人、採点に拘って丁寧に歌い込んでいる人等、会員の皆さんそれぞれの特徴を持って曲の練習を行ってお

り、披露曲は一回の例会で 40～50 曲位になっています。29 日には 12 月の忘年会の歌の話題も出て盛り上

がっていました。今月 2回の例会で披露された曲は以下の通りです。 

＊初披露：秋燕（青木美保）、北海夫婦唄（鳥羽）、霧笛の酒場（北山）、あいたい（林部智史）、 

みそか酒（多岐川）、 

＊新曲 ：九頭竜川（五木）、北の出世船（福田）、越後水原（水森）、別れの桟橋（野中彩央里）他 

＊馴染みの曲；リンゴ村から（五木）、木曽路の女（原田）、硝子のジョニー（アイ・ジョージ）、天城越

え（石川さゆり）、雨の函館（角川）、さざんかの宿、夜霧よ今夜も有難う、ベサメムーチョ（桂銀淑）他 
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1日が 44曲、29日が 41曲を歌い継ぎ、時間は 13時 30分～17時まで開催。 

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 26   

例会 2 20 16 14 10 15 27 14 10 12    

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。 

2月 3月はいずれも 7日と 14日に開催し、3月 14日はカラオケ総会実施予定です。 

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：00000000000000000000@0000.00.00 

     石関 正明  TEL：0000-00-0000 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

1月 6日（金）行き先：金山 コース（七福神めぐりの寺） 

1月 20日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

集合場所：大光院境内 

＜報告＞ 

12月 2日、好天に恵まれ 13人参加。山は錦秋に染まっていたがすでに盛りは過ぎていた。大光

院から金龍寺へ、石段のもみじはすでに散りかけていた。水道山に登り休憩。広場の入口に紫の小

さな花を鈴なりに付けたエリカが咲いていた。園芸種として親しまれているそうだが、私にとって

初めての花である。八王子山から御城橋を通り登りだすと途中 

展望の良い場所に出る。今日は好天でガスもなく遠く筑波山や 

三毳山がよく見えた。石段を登り鳥居をくぐると幹回り 6.8ｍ 

の大欅が聳えている。辺りにまだ紅葉したもみじが残っていた。 

新田神社への階段を登ると多くの登山客で賑わっていた。境内 

のきれいなもみじを写真に収め石段で集合写真を撮る。南曲輪 

休憩所で昼食にした。南側のベンチに座り日向ぼっこをしなが 

ら皆と食べる昼食はとてもおいしかった。午後 1時過ぎ尾根伝 

いに大光院境内に下りて無事解散した。 

担当幹事：内田 光男 

○ 第 103 回山行「三ツ峠」ハイキング報告 

12月 11（日）パナソニック正門前駐車場を 5時 15分前に出発。真っ暗にもかかわらず集まりが早い。東

松山 IC から高速道＜関越道・圏央道＞を走り狭山 PA で休憩。辺りは薄明るくなってきた。中央道に入り

相模湖ＩＣを越えると時々真白な富士山が姿を現した。大月 JCTを過ぎ都留ＩＣに来ると右側に電波塔のあ

る三つ峠が見えてきた。三つ峠御坂口登山口に 7時 45分到着。既に 10数台の車がありバスが方向転換

をするのが大変であった。登山支度を済ませＹさんのストレッチで体をほぐし 8 時 5 分スタート。林道の両

脇は霜柱で土が 10ｃｍほど浮き上がり氷柱がきらめいていた。「冷え込みが厳しく気温は氷点下？」。 

手袋をした手がしばれる。20分ほど歩くが冷たい。防寒のため早めに休憩。厚手の手袋に替えた。 

山荘のキャタビラ車が通る急な林道を進む。第一ベンチの休憩ポイントに来たころには少し汗ばんでき

た。このコースからは富士山は見えない。時々右後方の樹間から真っ白い南アルプスが見えた。9時 25分

山頂の展望台に到着。冬晴れの空に神々しい富士を見た。何度見ても富士は素晴らしく身が引き締まる。

富士をバックに集合写真を撮る。次に木無山展望台で純白の南アルプスの山々を眺める。八ヶ岳・甲斐駒

仙丈と続く、北岳と間ノ岳・農鳥岳には少し雲がかかる。少し離れこの秋登った塩見岳、そして夏登った荒

川岳・赤石岳・聖岳と連なり懐かしかった。 
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三つ峠山（開運山）はきれいに整備された階段を登る。土は固く凍り歩き易い。ＮＨＫの電波塔を過ぎ急

な階段を登り山頂に 10 時到着した。山頂は多くの人で賑わっていた。360°の展望、美しく均整のとれた

富士。「最高の絶景ポイントだ！」。山頂は冷たく寒い、集合写真を撮り 10 分ほどで頂上を後にした。小屋

前の休憩所は有料と知り、急な階段を下り屏風岩に移動、安全な場所を選び 10 時 40 分昼食とした。「陽

だまりで富士を見ながら食べたおにぎりがとても美味しかった」。 

11 時下山開始。屏風岩前を慎重にわたり、八十八大師にて 11 時 30 分休憩。全員そろうのを待つ。赤

い襟巻をした八十八の石仏が往事を偲ばせる。富士に雲がかかりだした。 

最後のビューポイント股覗きに到着、12時 40分休憩。木や自分の股から富士を覗き楽しんだ。 

樹林帯の急な下りを過ぎると石垣が出てきた。ようやく達磨石に到着、13時 35分。大きな石碑が達磨に

似ていた。目鼻は梵字で書かれ達磨の雰囲気を醸しだしていた。 

ここより舗装された林道を沢伝いに下り三つ峠グリーンセンターに１４時１５分到着。バスから着替えをと

り入館。開運の湯に浸かり体の疲れを癒す。来年も良い年になるよう願う。入浴後は生ビールで乾杯。湯

上りのビールは特にうまかった。出発時間の 16時がすぐにきた。 

都留ＩＣより高速に乗る。「小仏トンネルまで 6ｋｍの渋滞」と表示 

されていたが多少の遅れで通過することができた。狭山ＩＣで休憩 

後大泉に 19時前に到着無事解散した。 

担当幹事：内田 光男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ミニ講演会「認知症にならない為の予防策」結果報告  

12 月 2 日（金）13 時 30 分から群馬県立医療福祉大学 短期大学部の清水久二雄先生を講師に迎え

聴講者 26名で開催。他にも約 10人の方が参加したいという希望がありましたが、日程調整が付かず残念

ながら参加できませんでした。以下に主な講演内容について記します。 

認知症患者は現在 400万人以上で、その予備軍である軽度認知障 

害者（ＭＣＩ）が約 400万人と推定できるとのこと。両方合わせると 800万 

人以上となり、65歳以上では 3人に 1人が対象者になります。ＭＣＩでは 

日常生活に支障がないため気が付かずにそのまま放置しておくと毎年、 

15％程度の人が認知症に進んでしまいます。しかし、最近の研究成果と 

してＭＣＩの段階で新しい認知症予防策である「コグニサイズ」という頭を使 

いながら体操をすることにより 80％の方が回復したというデータが発表さ 

れています。ＭＣＩの段階でも回復するのですから、健康な状態から実施 

すればＭＣＩ更には認知症にならない為の予防策になる訳です。以上のような説明の後にコグニサイズの

実例（数例）をグループに分かれて全員で実践しました。例えば足踏みしながらしり取り遊び等です。コグ

ニサイズ実施において間違うことが問題なのではなく、身体を使いながら頭を使うことそして談笑しあうこと

が重要だと教えていただきました。 

認知症予防に必要とされる事をまとめると ①興味・関心のある事は積極的にやる→新たな様々なもの

へのチャレンジ ②手先を使う作業を行う→生活不活性化病の出現は抹消から。可能な限り手先、足先を 

 

 

 

 
講師の清水先生 



つかう ③仲間、社会とのつながりと新たな仲間づくり→ 

人と関わる事が大切。更に状況の変化が多いほど効果的  

④高齢だからとあきらめない→社会の一員としてできること 

は必ずあります ⑤安定した生活習慣(食事・水分・排便・運動） 

→体調を安定させる事が重要 ⑥不活性筋・筋肉の減少予防 

→毎日、習慣として行うと良い。また使っていない筋肉を意識 

して実践すると尚効果的ということになります。講演を聞いたり、 

頭を使ったり、身体を使ったりと終始笑顔が絶えない楽しい 90 

分はアッという間に終わりました。 

担当幹事 奥山泰彦 

○ 秋の一泊旅行報告（伊豆方面） 

今年の秋の一泊旅行（11 月 8 日～9 日）は、川端康成の「伊豆の踊子」で一躍人気となった伊豆の旅。

大泉町役場に集合した参加者 33 名は、秋の彩りと旅芸人の踊子・かおるの恋の足跡を目指して、定刻の

7 時に出発しました。東松山インターから高速に乗り一路伊豆へ。出発後間もなく、バスの中は、一泊旅行

定番のラウンジ状態へ変身。途中、頂上にうっすらと雪をかぶった富士山が顔を見せてくれ、旅行気分を

盛り上げてくれました。車中は、カラオケ有り、おしゃべり有りで、あっという間に最初の観光地である伊豆

の国市にある韮山反射炉に到着。ここは、明治日本の産業革命遺産で 

世界遺産にもなっているところ。韮山反射炉は、江戸時代末期に竣工さ 

れた鉄を溶かすための溶解炉で、日本に迫る諸外国の艦隊に備えるた 

めに大砲を製造した工場跡。一行は、ボランティアの案内者から、歴史 

的背景や炉体の仕組みなどを感慨深そうに学習しました。学習の後は、 

歌でも話題の浄蓮の滝へ。ここでは、まずあつあつお鍋の昼食をとった 

後、滝やわさび田の見学を。激しく流れ落ちる滝や歌碑をバックに大騒 

ぎをしながら写真を撮る様子が見られました。また、この後越えた天城峠 

トンネルでは、参加者がリードする「天城越え」の歌を全員で熱唱。伊豆 

の旅を歌でも堪能しました。峠を越えた後は、下田へ。ここでは、学生時 

代に学んだペリーさんを思い起こしながら、西洋への玄関となったペリー 

ロードなどを散策。途中、寅さん映画の撮影ポイントがあり、ここではイメ 

ージバッチリの似せ・寅さんに会ったりして、おしゃべりや写真撮影に興じました。そしてこの後は、お楽し

みの堂ヶ島温泉ホテルへ。全室オーシャンビューとなった部屋からは、太平洋の雄大な大海原や、話題の

三四郎島などが目前に見られ、感嘆の声を上げながら、景色を堪能。 

またこの宿は、堂ヶ島唯一の自家源泉掛流し宿で、一行は「宴」を前 

に、ゆ～っくりと湯船に浸かり、温泉も満喫していました。さあ、その後 

はウキウキ懇親会の開始。美味しいつまみとお酒を頂きながら、カラオ 

ケを中心に大盛り上がり。途中、女性による踊りや男性参加のフラダン 

スもあって会場は笑いの渦に･･･最後は、全員参加の大阪すずめ踊り 

で幕となりました。そして次は、会場を変えての二次会へ。ここでもお 

酒とおしゃべりで、じ～っくりと秋の夜長を楽しみました。 

二日目の観光はだるま山高原からスタート。天候が良ければ、雄大 

な富士山が望める絶景ポイントということでしたが、あいにくの曇り模様で、雲の奥に臨めたであろう富士の

雄姿を想像するばかり。しかし海なし県人の私達にとっては、目前にせまる太平洋の雄大さが気分を盛り

上げてくれました。その後は、源頼朝が戦勝祈願をしたといわれる伊豆の国一之宮の三嶋大社へ。それぞ

れが賽銭以上のお願い事をした後、頼朝と妻が座ったといわれる石に座り、代わりがわりに記念のツーショ

ト写真を撮っていました。また沼津インターで昼食を取った後は、埼玉県朝霞の陸上自衛隊広報センター

（りっくんランド）へ。ここは、陸上自衛隊を見て、触れて、体感できる国内唯一の展示・体験施設です。 

 

 

 
身近なテーマに真剣な聴講者 



参加者の皆さんは、思いおもいのコーナーに散り、飛行の 

操作体験や射撃シミュレーションなどの疑似体験をしたり、 

隊員の服装を装着し、気分もよろしくコーナー回りをする 

人も･･･また屋外には、普段、目にする事の無い実物の戦 

車やヘリコプターが沢山展示され、見どころも満載でした。 

バスに戻った皆さんは、疲れも何のそので、一息をつくと 

いつものようにビンゴゲームやオリジナルクイズで大盛り 

上り。楽しい時間はあっという間、騒いでいるうち 18時に 

無事大泉役場へ到着。お土産を沢山抱えて散会しました。 

担当幹事・斎藤正子 

○ 「ボランティア活動」からの連絡 

今月のノート記載プルタブ等寄贈者  齋藤 功  さん 

                        長井 英一 さん 

〇 「ぱそこん困った相談」を開設しております 

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時間程度 

（※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） 

パソコンで困った事があれば、なんでも無料相談受け付けます。 

ぜひお気軽にご利用ください。 

 ○ 洋友会（本部）ホームページ用写真＆説明文募集 

表記の件につきまして、本部から以下の依頼がきております。ご協力お願いいたします。 

洋友会ホームページ・トップ画面素材につきましては各地区のご提供により 1ヶ月単位にて順次掲載をさせてい

ただいております。つきましてはご多用のところ大変恐縮ですが Ｈ29年 2月度 

を貴地区にお願いしたく下記要領にてお手配いただきますよう宜しくお願いいた 

します。http://www.yoyukai.jp/  （右が現在のホームページ・トップ画面と解説文） 

①送付締切：平成 29年 1月 24日（火曜）までにいただければ幸いです 

②掲載時期：平成 29年 2月度 （1月 31日（火曜）掲載の予定です） 

③必要データ：                                                                        

1）写    真・・・通常のデジカメ撮影画像データ 

（< JPEG)500 KB 程度に圧縮していただければベターです（メガサイズでも可）                

2）写真ご提供者名・・・会員様フルネーム 

3）タイトル  

4）説明文…200～300字 ＊2）、3）、4）は WORD 文書 or メール本文に記載 

④送付形式： E メールにて 

＊写真は WORD 文書に貼り付けないで、単独データとして添付 

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

 ○ 訃報 

松村 栄三 さんが 11月 17日に亡くなられました  83歳       ご冥福をお祈り致します  

武田 勇二朗さんが 11月 28日に亡くなられました  75歳    ご冥福をお祈り致します 

内藤  修    さんが  12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 

石井 欣三郎さんが  12月 20日に亡くなられました  98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 

  

 

 

「眠らない街（札幌すすきの）」  

北海道地区：三橋 和雄氏   

「すすきの」という正式な地名はない

が、１８７０年代北海道開拓使が、周辺 

・・・・・・。 

 

http://www.yoyukai.jp/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481380854/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy11dnRPMmYtdC1iRS9WdWZZTno0N1JzSS9BQUFBQUFBQTQycy9Id2x2a05nV3hmd1NkNy12M0J6WEtLeWxMbXlrak9WNkEvczgwMC9kZW5kb3Vfa3VydW1haXN1LnBuZw--/RS=^ADBZkdFlDWXU3XRFMmAXZbgPj.PWrg-;_ylt=A2Riol51wkpYEHgAWDCU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481380781/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MzMxMC5wbmc-/RS=^ADBJ4wT3eLPuoUjSwddJWPIyKR2dxo-;_ylt=A2RinFgtwkpYvwMANTaU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1480649321/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzEuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1MSnlYd0JMT3RPcy9VbklFSHQxUVdHSS9BQUFBQUFBQVotWS9sNXVGSDJuQW8zYy9zODAwL2NvbXB1dGVyX2RvY3Rvci5wbmc-/RS=^ADB9L4bLHA3TH9EyJ1ERiI4vSTa46M-;_ylt=A2RCA9zomD9YcAgAlimU3uV7


 

 

齋藤功さん陶芸展を開く 

洋友会会員の齋藤 功さん、というよりはラグビーの齋藤さんと言う方が皆様には通じやすいか

もしれませんが、陶芸作品の個展を開催されましたので取材に伺いました。 

本来、ご本人に寄稿していただければより迫力ある文章に 

なるところですが、ご多忙ということで会場の雰囲気などを 

含めてご報告いたします。 

会場正面には高さ 40～50ｃｍの大ぶりの瓶が…。 

蓋に相当する部分に竹筒が置かれていて、それを耳に当て、 

水滴の透明感ある落滴音を楽しむ水琴窟になっていました。 

水琴窟は特にお気に入りのようで２点展示されていて、ど 

ちらも渋い色使いの心に溶け込むような形をしたものです。 

制作の動機は小学生の時の恩師の家に水琴窟があり、それが 

ずーっと頭の片隅で鳴り響いていて、ここに半世紀以上の 

年月を経て自らの手で実現したとのこと。そう言われてみ 

ると展示されている作品は、どれをとっても創作意欲の原 

動力となっていると思われるのは、ご自分の体験をもとにし 

ており、それがまた第三者が見たときに、とても親近感が湧 

くものに仕上がっている源泉のようでした。特にラグビーに由来するレリーフには「宿敵近鉄に初

勝利」や「トヨタ自工ＷＴＢ植田を引きずり迫力ある突進をみせる東京三洋フランカー齋藤」など

があり、もうこれらは陶芸作品の域を超える自分史そのもので見たものに興奮を与えずにはおきま

せん。母校、松本工業高校の甲子園初出場記念に制作した「睡蓮鉢」の表面には躍動する文字で 

「感動甲子園」、隣にはサインボールに「天声人語」（朝日新聞）にその試 

合の模様を掲載した文章（―すべての経験が明日への宝物になろう―）が 

書かれており、母校愛あふれる展示空間を作っていました。後さきになり 

ましたが、会場となった町立図書館の入口で出迎えてくれたのは二人の童 

が手を取り合って立っている道祖神。この作品の優しく懐かしい笑顔をみ 

るとこれがあの逞しい齋藤さんの作品かと疑いたくなるような（失礼！） 

ものでした。戦うときの顔と違い心優しい戦士であることをあらためて認 

識させられました。来場者も後を絶たない状態で、「松戸自衛隊のラグビ 

ー部」で戦った方や松葉づえをつきながら不自由な足でも「齋藤さんの発

表会を観ないでおくわけにはいかない」など特別な感情を抱いて来場されている方が多く見られま

した。トップアスリートの交友の広さと深さを感じさせる展示会でした。週一回大泉公民館で作陶

されているとの事、また次の発表会が楽しみです。６日間で 350名を超す来場者がありました。 
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胃酸が逆流する病気！？（健康ニュース…洋友会本部提供） 

 

12月は忘年会、1月は新年会と、何かと外食の機会が増える方も多いのではないでしょうか？ 外食は、家で

作る食事に比べると高脂肪・高カロリー食になりがちです。 

今回は、高脂肪食に代表される食生活の欧米化によって近年日本で激増している病気、『胃食道逆流症』に

関するお話です。 

◆胃食道逆流症とは 

 胃酸は胃に入ってくる食べ物を溶かすほど強力ですが、胃壁は粘膜で保護されているため、自らの胃を溶か

すことはありません。ところが食道には胃壁のような防御機構がないため、胃酸が食道へ逆流すると、炎症や

潰瘍などが生じることがあります。 

 炎症や潰瘍、症状などの有無によって、胃食道逆流症は2種類に分けられます。 

【逆流性食道炎】 

自覚症状の有無に関わらず、食道に炎症が生じているもの 

【非びらん性逆流症】 

食道に炎症は生じていないが胃液の逆流があり、症状が出ているもの 

◆どんな症状がでるの？ 

 症状としては、次のものがあります。  

〇胸焼け                〇口が酸っぱくなる感じ 

〇のどの痛みやつかえる感じ       〇しわがれ声になる 

〇胸痛                 〇喘息発作のような咳  など 

また、これらだけでなく、次のように日常生活にも影響があります。 

〇夜ぐっすり眠れない          〇気分がさえない 

〇食べたいものが食べられない  など 

◆どうしたら予防・緩和できるの？ 

 胃酸が逆流しやすくなる原因としては、食道と胃の間の筋肉が緩む、胃酸が増えるなどが挙げられます。逆

流の予防・緩和のため、日常生活では次の事項に気を付けましょう！ 

〇ベルトやコルセットなど、お腹をきつく締め付けるのはやめる 

○猫背を改善する            

〇肥満を解消する 

〇食べすぎない             

〇タバコやアルコールを控える、もしくはやめる 

〇コーヒーや香辛料、酸っぱいもの、油っこいものを控える 

〇食後2～3時間は横にならない     

〇就寝時は右向きに寝るか、上半身が少し高くなるようにして寝る 

〇自分なりのストレス発散法を見つけ、実践する  など 

◆最後に 

胃食道逆流症は、ただ胃酸が逆流しやすくなって、胸焼けなどが起こるだけの病気と考えてはいませんか？ 

実は放置すると睡眠障害や食道がんにかかるリスクが高まると言われています。 気になる症状がある方は、  

一度近くの医療機関で診てもらいましょう！  

                     以上 

 


