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

 

〇 群馬地区定時総会開催のお知らせ 

先月号でお知らせいたしましたように、4 月 27 日（木）9 時 50 分より「大泉町文化むら」にて

総会を開催いたします。本年度は開催時刻が昨年度より 10 分早くなりますので遅刻されないよう

お願い致します。 

総会後の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迎えて「腰痛、膝関

節痛を予防するには」という演題で講演していただく予定です。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。お忙しいとは思いますが、

別添えの総会案内をご覧頂き、同封の返信用葉書で 4 月 12 日（水）までに出欠回答くださいます

ようお願い致します。 

・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） 

 

○ カラオケ愛好会例会報告 

 2月の例会は７日と 14日に開催、2月 10日に安倍首相とトランプ大統領の初の日米首脳会談が

ホワイトハウスで行なわれ、経済分野に関しては自由・公正な貿易ルールに基づき両国およびア

ジア太平洋地域の経済関係を強化すること、安全保障に関しては尖閣諸島を日米安保条約の適用

対象とし、北朝鮮の核・ミサイルの開発を抑止する等の話合が行われたようです。折しも 13日に

マレーシアでの要人の暗殺事件という大変危険な事件が発生。また、国内では豊洲移転問題が混

迷の状態を呈しており、2月初に石原元知事の参考人招致が決まった。その後、千代田区長選で

小池知事の推薦する石川雅己氏が当選した影響のためか（？）同元知事等の百条委員会への証人

喚問が決まった。しかし、築地も汚染している可能性があるという情報が出てきておりこの問題

の結末は不透明です。我々のこれからの生活にどの様に影響するのかよく解らない点が多く、不

安ですが、我々も趣味に走るばかりでなく、世の諸問題にも耳を澄まし、目を光らせていなけれ

ばならないと思いました。さて本題の例会はと言えば 7日も 14日も参加者は 11名と 10名で、相

変わらずの少人数での活動が続く。参加者が 15～16名を越すと曲の待ち時間が長くなってしまう

ので 13時 30分～17時までの 3時間強で、1曲当たり平均 4～5分ですので、3曲歌えるかどうか

微妙になります。しかし、実際は練習用の小部屋と 2部屋を使って居るので人が分散して、もう

少し多く歌えます。2日間の結果は 7日に 40曲、14日に 36曲が歌われました。そして両日と

も、13～15曲（全体の 50％弱）がＣＤ発売一年以内の新曲でしたが、馴染みの曲も半数程度歌わ

れておりそれぞれに楽しんでおります。 

★新曲：時間の花びら（小田）,木曽川みれん（水田）,哀愁の酒（田川）,北の海峡(坂本),母を想

えば（三山）,宇奈月の雨(鏡),丹後雨情（坂本）他  

★懐かしい曲：酔歌（吉）,バラ色の未来（森）,長崎は今日も雨だった,宗右衛門町ﾌﾞﾙｰｽ,天城越

え,君こそわが命,珍島物語他 
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例会の参加者推移（単位：人） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

例会 1 10 11           

例会 2 11 10           

4月は 4日と 11日に開催します。5 月は第 2週の 9日と第 3週の 16日に開催予定です。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 

E-mail：000000000000@yahoo.co.jp 

     石関 正明  TEL：0000-00-0000 

〇 第 104 回山行「日立アルプス」ハイキング報告 

2月 12日（日）パナソニック正門前駐車場を 5時 10分前に出発。真っ暗にも係わらず集まりが早い。 

太田桐生 ICから高速道＜北関東道・常磐道＞を走り壬生 PAで休憩。走るに従い東の空が赤みを帯び 

筑波山・加波山の山並みが次第にハッキリしてきた。登山口にトイレがないため笠間 PAで休憩、日立中 

央 ICで降り、県道 36号を本山トンネル方面へ向かう。目印の不動の滝を過ぎ登山口を見落とさないよう 

注意、林道入口に無事到着。ゲート前にバスを止め登山支度をする。Y さんのストレッチで体をほぐし、7 

時 50分スタート。 

林道をしばらく進むが心配するほど積雪はなくホッとする。「吹き溜まりで 10センチ程度？」ところどころ 

で地肌が見えていた。途中、名瀑「大角矢（おおかどや）の滝」を見る。落差 10ｍほどで冬場しか見えない 

滝。赤沢山荘からの林道と合流すると別荘跡（本山自然の村）が現れた。前方の谷間に白いアンテナが見 

えた。「あれが高鈴山だ」だいぶ距離がある。ここより道標に従い左折登りとなった。かみすわ分岐で休憩。 

「山頂まであと 1kｍ」と道標にある。車の轍が山頂へと続いている。この雪の中「アンテナの点検に入った 

のか？」。積雪は 10センチ程度と少ないが新雪で歩きにくい。山頂展望台に 9時 30分到着。風はあるが 

快晴でスッキリし展望がよい。遠く太平洋がクッキリ見える。道標に田中澄江の「花の百名山」の山と記され 

ていた。小さな花「センブリ」で有名な山となっていた。ここから先アップダウンが続く、特に急坂があるため 

アイゼンを着け出発。玉簾の滝分岐を過ぎお岩山へ。アセビのトンネルが続く。「天城山より良いかも？」。 

積雪は 20センチほどと多くなったがトレールがあり、急坂も無事通過、お岩山の展望台は巻いて広く歩き 

やすい道に出た。11時 10分向陽台手前で風のない陽だまりで昼食。向陽台を過ぎ道標に従い急坂を登 

ると日鉱記念館への道標が出た。予定より時間が過ぎ神峰山を諦めここから下ることに決定。谷をしばらく 

下って行くと登山口の標識がある広い道に出た。初めての道だが道標がハッキリして安心だった。 

12時 15分日鉱記念館に到着。バスで着替え見学をした。世界の鉱石 400種や模擬坑道を見る。映像 

スペースで鉱山町のくらしの様子。鉱山資料館で、坑道で使う機械類や電気機関車を見て 14時湯楽の 

里へ移動する。国道 6号から 245号へ移り 14時 30分入浴。太平洋の大海原を見ながら露天風呂に浸 

かる。風呂上がりの生中に舌鼓。みんなで飲むビールは格別「身も心もリフレッシュ」。16時帰途に就く。 

途中日立おさかなセンターに立ち寄り大泉に 19時 10分到着無事解散した。 

今回の山行は好天に恵まれ、山よし、見学よし、風呂よしと皆に喜んで貰えた。 

担当幹事：内田光男 
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○ スポーツ健康愛好会例会報告 

2月 21日、28日（火曜日）13：30～15：30 参加者 15名 

21日は幹事が私用で欠席。バドミントンに新しく 2名の参加者がありました。スポーツ活動に興味をもって

いただき健康維持に役立てていただければと思います。参加者は女性 3名、男性 5名でにぎやかに活動

できたとの報告を受けました。 

28日は快晴、暖かい日。窓から吹き込む風が心地よい。トレーニング室では身体ストレッチ、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。アリーナではバドミントンコートのネットを張り、新メン

バーも加わり試合を継続、休憩して再試合。人数が多いときは 2面コート案、時間延長案も話題になりまし

た。清掃後のストレッチ運動は必要性を話題に入念に行う。椅子席で女性の用意したヤマトイモのカラ揚

げを食べながらの談笑散会。 

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＞ 

4月 7日 （金）行き先：金山コース（当日決定） 

4月 21日（金）行き先：金山コース（当日決定） 

集合場所：大光院境内 ＡＭ10：00集合 

 

＜報告＞ 

3月 3日(金)予報通り風は強いが日差しは温かい。22名と大勢のグループとなった。S先生の

ストレッチ後 10時織姫神社駐車場の石段を登り織姫公園へ。途中展望台でスカイツリーや富士山

等の眺望を楽しむ。 

石段を登り鳥居をくぐり両崖山に 11時に到着。山頂は樹木に囲まれ眺望はない。天満宮や御嶽

山にお参りし石段を下り天狗山へ。マンサクの小径は素通りして本経寺や大岩町の分岐を過ぎ天

狗山への登りとなる。「大勢のため岩場を避け、巻き道を行く」。稜線に抜け最後の岩場を越え山

頂に 11時 30分到着、休憩。金山や八王子山等の眺望を楽しむ。 

来た道を分岐まで戻り本経寺へ下る。山麓の花をめでながら西渓園へ。谷を風が稜線に向け吹

き上げる。風を避け梅の花のトンネルで 12時 15分昼食をとった。その後両崖山の稜線に登り返

し織姫神社駐車場に 1時 20分到着無事解散した。風は強かったが日差しは温かく、初春の花見ハ

イキングを楽しむことができた。 

担当幹事：内田 光男 
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〇 平成 29 年度洋友会年会費引き落としについて 

平成 29年度年会費（平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日） 

は 4月 13日（木）に引き落としされますので 4,800円以上の残高の 

確保をお願い致します。 

（但し、対象は自動引き落とし依頼者様です） 

尚、88歳を超えた方は名誉会員となり、年会費は免除されます。 

会計担当：石関正明 

 

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 

中田 誠一 さん、松本 時男 さん、 

関根 俊雄 さん、阿部 忠彦 さん、 

飯野 敏男 さん、小倉 一雄 さん、 

 

  ○ 会報誌「洋友」夏号への投稿依頼 

1、表紙        「夏祭り」をテーマに写真や絵画の募集（写真は高解像度（3Ｍｂ以上）で鮮明なもの 

2、特集ページ    「夏祭り」をテーマに群馬地区に割り当て 

             400字以下の原稿と写真、執筆者の現在の顔写真で投稿 

3、文化面の充実  俳壇・川柳・和歌・ナンプレに加えて、「写真・絵画等の誌上展覧会」を独立ページと 

             して掲載 

4、自由投稿     原稿の基本は 1,000字以内 

5、原稿締切     4 月末日です。奮っての投稿お願い致します。 

6、原稿送付先    honbu-hensyu@yoyukai.jp 

 

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

〇 新入会員 

   瀧谷 猛さん  最終所属：半導体（事）マイコン開発部    よろしくお願い致します 

○ 金婚祝い 

黒田 三郎さん、田部井 進さん、藤田 隆さん         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：000-0000-0000 
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