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お ー ろ ら 通 信 （２２８） 2017年 2月号        

 

今月の記事 ・総会のお知らせ  ・囲碁    ・山行   
・スポーツ健康愛好会  ・カラオケ   ・麻雀   ・おしらせ   
          

 

〇 群馬地区定時総会開催のお知らせ 

来る 4月 27日（木）9時 50分より「大泉町文化むら」にて平成 29年度群馬地区定時総会を次の通り開

催致します。また、毎年行っている講演会は、群馬医療福祉大学リハビリテーション学部の柴ひとみ先生

をお迎えして、お話しいただきます。加齢と共に関節痛に悩まされる方が多くなると思いますので、特に腰

痛と膝関節痛を中心に関節部の特徴、関節痛の発生原因と経過及び予防策等についてお話して頂ける

予定です。講演会の後は、会場を変更して長寿祝いを行い、講師を交えて旧友と懇親を深めながらの昼

食、続いて景品が盛りだくさんのビンゴゲームを楽しんでいただきます。 

大勢の皆さんにご参加頂き、楽しい実のある総会にしたいと思います。最終的な総会案内書と返信用

葉書は来月号（3月度）に同封しますので、日程の確保をしていただくようお願い致します。 

群馬地区会長 奥山 泰彦 

・日時：4月 27日（木）9時 50分開会（受付 9時 20分～） 

・場所：大泉町文化むら（総会：小ホール、長寿祝い・昼食懇親会：展示棟展示ホール） 

・議題：報告事項 28年度事業報告、28年度決算報告、その他 

   承認事項 

   協議事項 29年度事業計画案、29年度予算案、その他 

・講演会 

講師：群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 柴ひとみ先生 

テーマ：「腰痛、膝関節痛を予防するには」 

講師の略歴：群馬大学医療技術短期大学部 理学療法学科卒業  

放送大学文化科学研究科 修士課程卒業 

済生会前橋病院リハビリテ－ション科、訪問看護ステ－ションに勤務 

群馬医療福祉大学リハビリテーション学部 講師（現職） 

群馬県理学療法士協会 ブロック理事      

・記念写真 

・展示ホールにて長寿祝いと昼食懇親会 

〇 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：3月 17日（金） 

場   所：洋友会会議室 

結果報告：今期第 5回の囲碁大会は、1月 20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。 

優勝（全勝） 佐藤 仁、高井 信秋、二勝賞 城田 隆之、林 肇、 

荻原 秀夫、川合 道朗（敬称略） 

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 

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 

 

 

 

 

洋友会総会 
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〇 第 105 回山行「美ノ山」ハイキングご案内 

関東の吉野山とたとえられる美の山（蓑山）は桜の名所として知られている。山頂一帯の美の山公園に 

は 100種 1万本の桜が咲き、楽しめる。「道の駅みなの」からスタート。萬福寺から関東ふれあいの道を歩

き、みはらし園地に 1時間ほどで着きます。この付近から桜の花が見られるようになり山頂の美の山公園は

見事なソメイヨシノの花園となります。この時期皆野町で行われる花見に出くわせば屋台が出たり秩父音頭

と踊りが披露されます。ハイキングの後は満願の湯に浸かりハイキングの疲れを癒せ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：4月 9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 

温泉：満願の湯 TEL：0494-62-3026 

費用：割り勘 

申込みは 0000-00-0000or 00000@000.00000.00.00 内田まで 

（期限：3月 10日(金) 24名満員になり次第締め切ります） 

※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⇒＜国 407号・国 140号＞⇒寄居（波久礼Ｓ）⇒＜県 82号＞⇒ 

道の駅みなの 7：00着 

コース ：（所要時間 3時間）7：30発→＜70分＞→みはらし園地→＜35分＞→山頂展望台→ 

＜50分＞→和同開珎の碑→＜25分＞→聖神社着 13：00⇒13：30満願の湯  

ルート ：満願の湯 15：00発⇒＜往路＝復路＞⇒大泉着 17：00 

担当幹事 内田光男 

○ 山遊会総会報告 

1月 23日（月）に総会を行い、H29年度の役員と山行計画を決定しました。 

＜役員＞ 役員に変更はありません 

会長：内田光男 

会計：岸 雄二 

顧問：掛川武之助   

連絡先：内田 光男 e-mail  000000@0000.00000.00.00  TEL:0000-00-0000 

2017 年度山遊会山行計画 

実施日 

月/日 

山名 所在地 標高 

歩行時間 

見所・目的 

特徴 

備考 

4/9（日） 

第 105 回 

蓑山（美ノ山） 埼玉県 587ｍ 

3Ｈ 

山頂一帯の美ノ山公園には 100

種 1 万本の桜が咲き楽しめる。 

4 月中旬～5

月上旬 

6/4（日） 

第 106 回 

八間山 

（野反湖） 

群馬県 1934ｍ 

3Ｈ 

高山植物の宝庫八間山をゆっくり

と歩く。ｼﾗﾈｱｵｲが見られるかも？ 

 

8/20、21 

（日、月） 

第 107 回 

雲取山 

三峰神社～縦走 

1 泊山行 

東京都 2017ｍ 

1 日目 6Ｈ 

2 日目 5Ｈ 

東京都・山梨県・埼玉県の境に

そびえる山で東京都の最高峰で

日本百名山である。 

集合場所 

№8 
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10/22（日） 

第 108 回 

霊山（ﾘｮｳｾﾞﾝ） 福島県 825ｍ 

3Ｈ 

伊達市のシンボルでもあり東北

の秀峰として名高い 

 

12/10（日） 

第 109 回 

パノラマ台 

（富士山） 

山梨県 1328ｍ 

3Ｈ 

富士山のビューポイント「子抱

き富士」も見られるかも？ 

 

2/11（日） 

第 110 回 

鎌倉アルプス 

(葛原岡、大仏ｺｰｽ） 

神奈川県 97ｍ(低山) 

2Ｈ 

鎌倉市の西を南北に連なる外輪山の

尾根ｺｰｽ。名刹古刹巡りのﾊｲｷﾝｸﾞ。 

リベンジ 

※出発時間は全て 5：00発です  

※第 107回雲取山の集合場所は№8駐車場です。 

○ スポーツ健康愛好会例会報告 

1月 24日（火曜日）13：00～15：00 参加者 11名 

24日は快晴で日差しは暖かいが外気温は低い。今年初めての例会ですが例年どおりに各自がスポーツ

活動に参加して健康維持に努めたい。今年は特に風邪をひく方が多いようですが幸いまだ大丈夫であ

る。トレーニング室では女性も参加し身体ストレッチ、ランニングマシンの有酸素運動から所定のトレーニン

グの実施。バドミントンコートのネットを張り、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

動は久しぶりの事も有り筋肉に痛さを感じる。寒さの中でも身体が温まり爽快である。椅子席で女性の用意

したお菓子、果物を食べながらの談笑。 

31日（火曜日）は肌寒いがトレーニング室は暖かい。最近テレビ放映でも身体ストレッチで腰痛を防ぐな

ど重要性が話題となっている。愛好会はトレーニング機器の活用と球技を並行して活動してきましたが、最

近足腰の衰えも出てきているのでこれからは地域で盛んな「輪投げ」も検討していきます。 

本日もトレーニング 1時間、バドミントン 1時間を実施清掃後、ストレッチを 

入念に行い、椅子席で談笑後散会。今年もスポーツ健康愛好会は新企画 

を入れながら活動いたしますのでご希望の方は是非ご参加を 

お待ちしています。 

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 

 平成 29年最初の例会は 1月 10日に開催。本来の開催予定日である第 1火曜日は正月三が日なので、第 

2週と第 3週へ持ち越しました。正月に訪ねてきた孫から解放され、年末年始の行事等も一段落し、精神 

的にも肉体的にも楽に・暇になって居ると思われ、1月度の参加者数は増加するのではないかと期待。し 

かし、10日 17日はそれぞれ 10名、11名とやはり少な目でした。今月は風邪ひきで何名か休んでいる様な 

のでもう少し様子を観てみたい。洋友会は群馬地区だけでなく会員の活動への参加増対策を考えており、 

群馬地区も奥山会長を先頭にアンケート調査をしたり、喜ばれそうな活動を役員会等で検討したりしてい

ます。我々カラオケ愛好会でも会員増を目指していますが、なかなか妙案が無く苦慮しています。皆様か

らの提案をお待ちしております。例会の方は今年も皆さん真冬の寒さも気にせず、元気に集い歌い始めま

した。正月１回目の例会ということで多少多めに用意した菓子・団子等で飲み物を摂り採点と注意点を楽

しみに和気藹々と進行し、10日は 35曲、17日には 34曲を歌い継ぎました。開催時間は 13時半開始で終

了は 17時までで通常通り。 

また、1月 17日は阪神淡路大震災から 22年を迎えた記念日で、神戸市など 各地で震災の犠牲者を追悼 

する行事が行われましたが、われらの群馬県の東毛地区は自然災害が少なく趣味やいろいろな活動に時間 

をさく事が出来大変恵まれている事に感謝したい。 

★新曲：広島ストーリー（角川）,みちづれ川（小金沢）以上初披露,九頭竜川（五木）,北海無法松（細 

川）,霧笛の酒場（北山）,とまり木夢灯り（香西）、北の出世船（福田）,ＲＯＳＥ（秋元） 

★懐かしい曲：奥飛騨慕情（竜）,雨の函館,北国の春,与作,さざんかの宿,リンゴ村から,大阪しぐれ 
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★デュエット曲：北空港 

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 10  

例会 2 20 16 14 10 15 27 14 10 12 26 11  

3月の例会は 7日と 14日に開催し、14日はカラオケ総会実施予定です。会員皆様の総会出席をお願い致し

ます。なお 4月は 4日と 11日開催予定です。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 

     石関 正明  TEL：0000-00-0000 

 

 

 

 

 

 

〇 第 65回麻雀大会結果報告 

 今年度 3回目（通算 65回）の大会は、立春とは言えまだ寒さ厳しく雪が降るのではないかと心配してい 

た 2月 9日(木)に、太田市のプラザセンチュリーにて初参加の 3名も加わった 32名（内女性 2名）で開催 

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、会長の中田誠一さんが優勝を飾り

ました。準優勝は田井卓也さんで前回の優勝者でもあります。３位は安土納さんで 1 年前の優勝者です。

3 名とも毎回上位を獲得している実力者です。誠におめでとうございます。4 位は初参加の塚原仁さんで、

2回ともトップクラスで対戦し大いに頑張りました。 

次回は平成 29年 6月 8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 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

3月 3 日（金）行き先：織姫天狗山コース（周回） 

3月 17日（金）行き先：織姫両崖コース（西渓園花見） 

※行き先は梅の花の咲き具合で変わります。 

集合場所：織姫神社駐車場（階段を上がった境内）ＡＭ10：00集合 

＜報告＞ 

2月 3日(金)予報に反し風の強い日となった。21名の参加をえて 10時南公園駐車場を籾山峠登

山口へ。根本山を登り稜線へ出ると風が強く休憩もとれず仕方なく歩く。茶臼山に 11時到着。 

山頂は強風であったが展望がよく西方に浅間山や荒船山、そして八ヶ岳が雪をかぶりきれいに見 

えていた。まだ、早いが風を避け昼食をとった。11時 30分茶臼山を発ち、来た道を十字路まで 

戻り三本松コースで東毛自然の家へと下る。休憩後石切場コースで戻る。宮殿を思わせる石切場 

を見学後、勝負沼を通り雷電山分岐からひと登り根本山分岐に出て籾山峠に 13時 20分到着。南 

公園で紅梅白梅を見るがまだ 2分咲き程度、次回の山行が楽しみとなった。 

担当幹事：内田 光男 
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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: 0000-00-0000) 

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。 

○ 「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 

茂木  俊孝    さん 

臼倉  敏和    さん 

 

 

 

 

 

 織姫神社駐車場案内図 

 

 Ｐ

 

織姫駐車場 

 足利市役所 

 織姫神社 

 東武足利市駅 

 消防本部 
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1487150821/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTYucGltZy5qcC8wMDIvNzc0LzIwNi8xLzI3NzQyMDYuanBn/RS=^ADB2vtThrzWINMfGiCvmkdza24P3wM-;_ylt=A2RimV1lzaJY23EAtQ.U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1487150957/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Rlc2lnbndvcmstcy5uZXQvYmxvZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvdHVybmluZy5qcGc-/RS=^ADBrHZ46al37mL6B9HCIkhkU8XvSEY-;_ylt=A2Rivc3tzaJYb24AnimU3uV7
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 ○ お詫びと訂正 

おーろら通信２２７号（1月号）趣味・文芸・投稿欄におきまして投稿者・佐藤喜久蔵さんのお名前を間違っ

て「喜久三」と記載しておりました。お詫びして訂正致します。 

○ 金婚祝い 

河内 初光さん、那須 義正さん、俵山 秀俊さん               おめでとうございます 

○ 訃報 

熊倉 功尚 さんの奥様が亡くなられました             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：080-5682-8551 

 ○ 新聞記事情報（上毛新聞より） 

東京製作所の業容拡大に関する記事をお知らせ致します。 

 

 

 




