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お ー ろ ら 通 信 （２２７） 2017年 1月号        

 

今月の記事 ・会長年頭ご挨拶  ・スポーツ健康愛好会 ・ボウリング 
          ・カラオケ  ・山行  ・おしらせ 
         ・会員投稿  

新年のご挨拶 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年に引き続き今年もよろしくお願い申し上げます。 

昨年、新会長に任命されてからアッという間の1年間、皆様の支えがあって、無事 

新年を迎えることができました。昨年、あまり行事に参加できない方を中心に実施 

したアンケート結果を基におーろら通信・ホームページの内容や行事内容を更に 

良いものにしていきたいと考えております。皆様の元気な姿を見せていただくこと 

が役員全員の励みにもなっております。時間の許す限り各種行事に参加して下さ 

るようお願い致します。奥様（配偶者様）の参加も是非宜しくお願い致します。 

皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念致しまして新年の挨拶とさせて頂きます。 

群馬地区会長 奥山 泰彦 

○ スポーツ健康愛好会例会報告 

12月 20日（火）13：00～15：00 参加者 6名 

20日は快晴で暖かい日。今年最終例会でいつもより早めにトレーニングを開始。トレーニング室で今日は

身体ストレッチ、ランニングマシンの有酸素運動から太ももの筋力、胸筋、背中筋、腹筋の機器を活用して

所定のトレーニングの実施。バドミントンコートはいつもの 5番に設置。バドミントンだけの参加者も集まり試

合を開始。休憩をとらず交代しながら試合を継続。清掃後のストレッチ運動は休み。椅子席でお菓子、果

実を食べながらの談笑。この後ボウリング大会に参加予定なので早めに解散してボウリング場へ。スポーツ

健康愛好会への参加協力有難うございました。 

大泉町民体育館 開催日は第 3・4週（火）13：30～15：30   

担当幹事  福田勝弘 (0000－00－0000) 

 

○ ボウリング大会（12月 20日）の実施報告 

 奥山会長の始球式で始まり、ＡさんＫさん二人のニューフェースを 

迎え白熱したチーム戦を展開しました。1ゲーム目ダントツのニュー 

フェース＋強力女性軍団が 2ゲーム目にサウスポー4人組チームの激 

しい追撃を受けましたが最終 4人合計 4ピンの僅差で逃げ切りを果た 

しました。ゲームとしてとてもおもしろい大会となりました。 

優 勝：川島 美好、栗原 小百合、斎藤 正子、栗原 茂文チーム 

準優勝：石田 敏、森本 義弘、中村 三千夫、石関 正明チーム 

本年もよろしくお願い致します。 

参加人数：16名（女性 2名） 

担当 栗原 小百合 0000-00-0000 

   岸  雄二  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 

 
 

 

 
接戦を制した優勝チーム 
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○ カラオケ愛好会例会報告 

 12月の例会は 6日と 13日に開催、13日は 1年の総まとめとして忘年会としました。忘年会の参加人数

は 26人で漸減傾向になっているのは非常に残念です。6日は忘年会のための最後の練習日ということで皆

さんそれぞれの思いで練習をしていたようです。忘年会当日はいつものように軽食、つまみ、果物、ゲー

ムの景品等を買出しし、早めに来店してくれた方々に小分け等の手伝いをして戴きました。12時少し前か

ら三々五々に集まりだし、12時には談笑しながら食事を始めました。12時半にはほぼ全員集まり、食事も

終わったので曲発表を開始。発表曲は馴染みの名曲あり、日頃から歌いこんだ得意曲あり、またこの日の

ために覚えたばかりの新曲ありと様々でした。歌手の美声を聞き、ビールやウイスキーや野菜ジュースを

飲みながら談笑しつつ、歌声に感心したり、歓声を上げたりして楽しんでいました。2時過ぎ参加者 26人

全員の発表が終わり、第 2幕のデュエット曲の発表に移りましたが、曲目はデュエットランキング 50位以

内の曲に集中しているようでした。年は重ねているがやはりデュエットは楽しいようでポーズを取って歌

ったり、腕を組んで歌ったりと雰囲気は更に和らぎました。男性は 1曲、女性は 2曲歌って 3時過ぎ第 2

幕は終わりました。全員で記念写真を撮影して、第 3幕のビンゴゲームに移る。今回の超目玉は特別純米

酒ですが、一回勝負なので皆さん真剣そのもの。ゲームが始まるとゲーム音以外は今日一番の静けさ。こ

のモードが暫く続くとリーチの声が出始める。最初にリーチになった人はなかなかビンゴにならないとい

うジンクスがありますが今回はどうでしょうか？？最初にビンゴしたのはやはりリーチの声が上がらなか

った日本酒好きの Kさんで“ヤッター”とばかり大声を上げて清酒をゲットしました。ゲームは続き第

2、第 3の目玉景品（ワイン等）が次々とゲットされていきます。目玉がなくなると後は各自好みにより景

品をゲット、全員何らかの景品をゲットして 3時半過ぎにゲームは終了。第 4幕は自由発表になります。

時間の都合で帰る人、歌い足りなく歌いまくる人色々でしたが、定時の 5時には終宴にして来年の再会を

期して全員帰路に着きました。 

★新曲：阿吽の雨（島津）、九頭竜川（五木）、山・美しき（北島）、情恋歌（キムヨンジャ）、北海夫

婦唄（鳥羽）、ふたりで一つの人生を（山本譲二）、雪舞の宿（藤原）、別れの桟橋（野中）他 

★馴染み曲：雨に咲く花、愛燦燦、愛の賛歌、おまえに、傷だらけの人生、群青、さざんかの宿、酔歌、 

６日の発表曲は 36曲 

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 11   

例会 2 20 16 14 10 15 27 14 10 12 26   

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：000000000000-000000000@yahoo.co.jp 

     石関 正明  TEL：0000-00-0000 
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○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

2月 3 日（金）行き先：茶臼山 コース（籾山峠から） 

2月 17日（金）行き先：唐沢山 コース（籾山峠から往復） 

集合場所：桐生南公園水道タワー側駐車場（斎場入口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報告＞ 

1月 6日(金)年明け初めてのハイキング 17人参加。風もなく穏やかな歩き易い日であった。 

10時大光院から受楽寺へ、祭壇脇の大黒天にお参り、庭に回りロウバイの花を見る。「何種類あ

るのか？」例年通りきれいな花を咲かせていた。 

親水公園で休憩後一番遠いさざえ堂をお参りした。まだ工事中で幌をかぶり、見ることはでき

なかった。永福寺、玉厳寺とお参り神明宮から新田神社へ急登を登り 12時 30分到着、筑波山や

加波山、そして足利の山々がよく見えていた。南曲輪休憩所で昼食。尾根伝いに大光院に下り境

内にある弁財天をお参りして 14時解散した。 

担当幹事：内田 光男 
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○ 「ボランティア活動」からの連絡 

2月末日を持って今期の集計を行いますので一層のご協力を 

お願い致します。 

対象品：プルタブ＆空缶（アルミ缶(プルタブ付きがベター)）・ 

使用済み切手等 

担当幹事：内田 光男 

 

 

 

 

「趣味からの教訓と活力」       佐藤 喜久三さん 

今年は酉年。酉は申年と戌年の間です。トリは犬猿の仲を仲裁するためと伝えられ 

ています。桃太郎のお供も、猿、キジ、犬です。茨城県ひたちなか市に転居して 12年。 

地域交流のため多くのグループに参加しました。探鳥会やバードカービング（野鳥の 

木彫り）もそれです。 探鳥では、自然界から教訓を学びます。例えば、争いを避け共 

存のため、鳥類は種類ごとに、別々の餌や餌場、営巣場所で生きる工夫をします。 

親鳥の子育てに、ヘルパーとして、その兄姉が手伝う野鳥もいます。その他、様々な 

習性を観察し教訓を得ました。争いや子殺しが絶えない人間社会より秩序があります。 

 花は四季別々の種類が咲きます。一つの季節に一斉に開花したら、蜂はその季節 

だけしか生きられません。四季を通じて、蜂が生きられるように自然進化したと、私の 

迷説だが面白い。 

 仲間から「鳥の妊娠期間は？」と珍質問を受け、当惑しました。その解答はなかなか 

見付かりません。インターネット等で根気よく調べ、やっと、解答を見付けました。 

その正解を考えて下さい。現役時の文献調査を思い出しました。  

バードカービングを当市に転居した年から学び始めました。これは、 

実物そっくりに造る野鳥の木彫りです。バードカービングは自然を 

保護し、剥製の防止でもあります。 

 木彫りでは、指先の作業と彩色は脳を刺激します。その上、老いて 

も自宅で出来ます。現在、43羽の木彫りの野鳥で、自宅で探鳥して 

います。 

 「二人の野鳥写真展」や「水戸・ひたちなか両市のバードカービング 

展」を主管しました。趣味は人生を退屈にしなく、活力を与えます。 

健康寿命も延ばすでしょう。  

 

                              

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

 ○ 新入会員 

高山 正明さん 最終所属はバイオメディカ（事）です             よろしくお願い致します 

○ 金婚祝い 

岡田 吉弘さん                                    おめでとうございます 

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

＊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：080-5682-8551 

趣味・文芸・投稿欄 

 

 

 

 

三光鳥(ｻﾝｺｳﾁｮｳ) 

月､日､星ﾎｲﾎｲﾎｲの鳴き声 

ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ(左) 

ｷﾋﾞﾀｷ(右) 
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お粥の効能について（健康ニュース…洋友会本部提供） 

 

あけましておめでとうございます。本年も健康に関する情報を皆様にお届けしますので、よろ 

しくお願いいたします。 

さて、今年最初のテーマは、お正月の食べ過ぎや飲み過ぎで疲れた胃を優しくいたわる効果が 

あるといわれる七草粥を代表とする『お粥』の効能についてご紹介したいと思います。 

 

◆お粥の効能と効果「十徳」 

お粥の効能と効果は昔から知られ、先人達は、これを「お粥の十徳」と尊称してその効能と効  

果を健康のために活用してきました。お粥は消化にも良く、風邪、胃腸病、二日酔いなどにと 

ても効果的な効能があります。  

「お粥の十徳」は、正しくは「粥有十利 （しゅうゆうじり）」と云って、道元禅師が 『僧祇律 

（そうぎりつ）』 という仏典から引用されており、次に挙げる十項目を指します。 

＜お粥の十徳＞ 

・血色を良くする         ・胸のつかえが治る（胸焼け、胃重） 

・力を得る（栄養吸収が良い）   ・風邪が治る 

・寿命を延ばす（延寿の効果）   ・空腹が癒える 

・苦痛がない           ・のどの渇きが消える 

・言葉がはっきりする       ・大小便の通じが良くなる（消化も良く、水分も足りる） 

 

修行僧が朝食として「お粥」を食するのは、お粥のありがたいパワーを熟知しているためかも 

しれません。 

 

◆日に一度のお粥で健康に 

今年も風邪やインフルエンザが流行っていますが、罹患した際は、食欲をなくしたりしがちで 

す。そんな時でもお粥ならば食べられますから病人食にも最適です。 

日本ではお寺などの一部を除き、風邪を引いた時などにしかほとんど食べられていないお粥で 

すが、中国や韓国に於いては、ご馳走として贅沢なお粥が食生活に取り入られ、また各種の薬 

膳お粥の効能を健康に活かしています。 

お粥は、まさに、病人食というより日常の食事にこそ取り入れるべき健康食だと思います。 

 

『医食同源』という言葉をご存知だと思いますが、医療と食事は体を良くするということでは 

同じものであるという考え方をいいます。普段、何気なく食べている食べ物にはそれぞれ体に 

いい成分が数多く含まれています。現在、いろいろな健康食品やサプリメントなどが出回って 

いますが、そのような補助食品に頼るのではなく、毎日食べる食事に気をつけることで体の内 

側から健康にしていきたいものです。 
 

以 上 

 


