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今月の記事 ・旅行  ・囲碁   ・麻雀  ・ボウリング   
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○ 離島リゾート「初島」の日帰り旅行募集のご案内 

恒例の春の旅を、6月 9日（金）に開催します。今回は、東京から最も身近な離島リゾート地の

「初島」を満喫する旅です。初島は、熱海港から僅か 10kmの距離で、船での所要時間はわずか 30分

の離島。豊かな自然、広大な海、海の恵みによるリゾート料理などが話題になっています。中でも、

南の海からやってくる海流の関係で一年を通じて温暖なアジアンガーデンでは、島の古来種である藪

椿や水仙はもちろん、ブーゲンビリア、ハイビスカス、ゴクラクチョウカ、フェニックスヤシなど、

亜熱帯の植物に囲まれ、日本に居ながらにして東南アジアにいるような雰囲気を楽しむことが出来ま

す。島の周囲は約 4km、360度海に囲まれたリゾートアイランドで、青く広い空と緑の芝生に包まれ 

ながら思い思いの島時間を過ごしてみませんか！ 

もちろん車中では、いつものようにカラオケ、ビンゴ、クイズゲームなどを楽しみながら、参加者

相互の交流を深めましょう。ご夫婦での参加も大歓迎です。大勢様の参加を心よりお待ちしていま

す。また、参加を希望される方は、当日までこのスケジュール案内を大切に保管願います。 

募集内容、コースは下記のとおりです。 

記 

◇日  時：平成 29年 6月 9日(金)   

◇集  合：大泉町役場駐車場（駐車場は役場北の№8をご利用下さい） 

 7時集合、7時 20分出発 

◇会  費：8,000円(参加費用の集金は当日。出発５日前からキャンセル料金が発生します) 

◇概  要：大泉発（7:20）－東松山 IC(8：20)≪関越道≫－高坂 SA（休憩）－≪圏央道≫－ 

厚木 PA（休憩）－≪西湘バイパス≫－早川 IC－≪真鶴有料・熱海ビーチライン≫－熱海港 

（11：55発）～～≪フェリー≫～～初島（12：20着・15：20発、自由散策・自由昼食）～～ 

≪フェリー≫～～熱海港－≪真鶴有料・熱海ビーチライン≫－みのや新島（16：10～16：40、 

買い物）－早川 IC－≪西湘バイパス・圏央道≫－狭山 PA（休憩）－≪圏央・関越道≫－ 

東松山 IC－大泉着（19：50） 

◇締め切り：5月 16日（火）E-mail、洋友会事務所、（葉書）、担当幹事までお申し込み下さい。 

◇担当幹事：斎藤正子（☎ 0000－00－0000) 

      E-mail: 0000000000000@000.000000.00.00 

事務所☎ 0276－62－6782（毎水曜日のみ） 
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〇 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：5月 19日（金） 

場   所：洋友会会議室 

 

結果報告：今期第 6回の囲碁大会は、3月 17日（金）に実施しました。 

参加者 10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） 渡部 正二、二勝賞 佐藤 仁、小内邦彦、林 肇 

藤田 保、西岡 範治（囲碁クラブ） 

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 

○ 第 66回麻雀大会開催のお知らせ 

今年度第１回目（通算 66 回）の麻雀大会を以下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 5月 7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 ：6月 8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：5月 23日（火） 

・担当幹事：小倉 一雄 TEL:0000－00－0000 

 E-mail：00000000000@000.000000.00.00 

○ ボウリング大会のお知らせ 

日  時：5月 30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：3～5人 1チームの団体戦（一人 2G行い、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、他 

締め切り日：5月 17日（水） 

申し込み先：栗原 小百合 TEL：0000-00-0000 

        岸  雄二   TEL：0000-00-0000 
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〇 春の洋友会コンペ開催のご案内 

初夏の洋友会コンペを “城山カントリー倶楽部”（足利市小俣町）で計画いたしました。 群馬地区会員

であればどなたでも参加出来ます。 

参加者全員に豪華商品を準備してお待ちしておりますので、担当幹事まで申込み頂きますよう

お願い申し上げます。 

 開催日程  

・日 時：平成 29年 6月 2日（金）  

・場 所：城山カントリー倶楽部 （☎0284-62-3131） 

〒326-0141 栃木県足利市小俣町 4008 

・集合時間：8時 20分時間厳守 （スタート：9時 01分～OUT IN） 

・参 加 費：2,000円（但し食事費は各自負担） 

・プレー費：各自負担 

・募集人員：8組（32名） OUT&IN 各 4組  

＊4名 1組での参加申込みも受付ます。 

・申込締切：5月 16日（火） 定員になり次第締切り 

・担当幹事：前田浩良 TEL：0000-00-0000 E-mail：0000000@00000.00.00 

   携帯：000-0000-0000 

：野口三男 TEL：0000-00-0000 E-mail：000000@0000.00000.00.00 

    ：岸 雄二 TEL：0000-00-0000 E-mail：000000@000.00.00 

○ 第 106 回山行「八間山」ハイキングご案内 

野反湖の東に位置する八間山は長野原より六合村（くにむら）方面に行きます。登山口は富士見峠と池

の峠の 2 ヶ所となっています。富士見峠からは眼下に野反湖、右に八間山、左にエビ山、そして後方に大

高山、堂岩山、白砂山と 2000ｍ級の山々が連なっています。 

今回、富士見峠より登り八間山山頂、そして野反湖北端の池の峠へと下るルートを計画いたしました。ま

ず初めにシラネアオイの大群落を鑑賞「運良ければコマクサが？」。眺望のよい稜線を山頂へ。ハイキング

後は四万清流の湯に浸かり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：6月 4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：四万清流の湯 TEL:0279-64-2610 

費用：割り勘 

申込みは 0000-00-0000or 000000@000.00000.00.00  

内田まで 

期限：5月 10日(水) 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 354号・国 17号＞⇒渋川⇒ 

＜国 353号・国 145号＞⇒道の駅八ﾂ場ふるさと館⇒＜国 292号・国 405号＞⇒富士見峠登山口 8：30 

コース：（所要時間 4時間）コースタイム 

富士見峠登山口 8：30発→＜10分＞→シラネアオイ群生地→＜30分＞→ 

イカイワの肩→＜35分＞→イカイワの頭→＜35分＞→八間山→＜40分＞→ 

見晴らし→＜30分＞→池の峠登山口→＜10分＞→13：30着バス停発 14：00 

⇒四万清流の湯 15：30 

ルート：清流の湯 16：30発⇒＜往路＝復路＞⇒大泉着 19：30 

担当幹事：内田光男 
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〇 平成 29 年度本部定時総会開催の報告 

 4月 12日（水）午前 10時 30分～門真市の松心会館（パナソニック企業年金会館）において本 

部総会が開催され、全国 15 地区の 4,308 名の代表 30 名および本部・事務局の計 46 名と、来賓と

して 4月 1日に就任されたばかりの三洋電機株式会社井垣誠一郎社長、石橋部長が出席。群馬地区

からは奥山会長と石関会計が出席しました。総会開催に先立ち平成 28年度の物故会員 88名（内群

馬地区 14名）の御霊に黙祷を捧げた後、北川会長挨拶、来賓の挨拶、議長（兵庫地区 小林会長）

選出及び議事の審議と進行。 

以下、来賓の挨拶と議事の要点を列挙致します。 

Ⅰ．来賓挨拶（井垣社長） 

 2 月 2 日に発表されたパナソニックグループの 2016 年の決算は第 3 四半期の連結売上高が、円

高による為替の影響が大きく前年同期比 95％に留まったが、新規連結の米国のハスマン社、電池、

オートモーティブ部材、白物家電等が堅調に推移し、欧州のＡＶ事業の不振を相殺して、為替換算

の影響を除いた実質ベースでは 102％と増収を達成した。 

三洋電機直轄事業としては、（１）国内外の関係会社の清算対象会社が前年度末の 16 社から 10 社

となったが今後も適切に推進する。（２）アフターサービス事業については大東地区への結集と効

率化を継続的に推進する。（３）固定資産としては売却・解体・コスト圧縮を推進。（４）知的財産

については特許やライセンスの活用により大きな収益を生み出してグループ経営に大きく貢献し

ている。 

Ⅱ．議案 

１、平成 28年度活動報告 

 「仲間づくり、社会貢献、健康増進にお役に立つ洋友会」の方針のもと活動を推進。その中で 4

月の熊本県地震、10 月の鳥取中部地震、その他各地での風水害や大雪等の自然災害に全国の地区

に呼び掛けて義援金を贈らせて頂きました。皆様のご厚意、ご協力に御礼申し上げます。 

◇①親睦活動：クラブ・地域での親睦会・交流会、②情報提供活動：会報誌・地区だより、ホーム

ページ他の改善、③社会貢献活動：ⅰ）プルタブで車椅子を贈ろう運動、ⅱ）使用済みカード、切

手で地球環境を守ろう運動、ⅲ）パナソニックエコリレージャパン（環境保全活動）への参加、④

健康増進活動：家庭用常備薬の斡旋、健康情報の提供、⑤パナソニックグループとの関係強化：パ

ナソニックＯＢ会・関係会社との情報交換と連携強化。⑥その他：団体障害保険加入、本部事務所

移転と新会員証、物故会員慰霊法要参加、他 

◇会計報告：一人当たりの資産額は 6万円強で問題なし。（群馬地区：約 4万 7千円） 

２、役員改選 

本部役員改選時期になり下記本部会長、会計幹事、相談役、顧問等の改選が承認された。 

会長：北川 隆一 ⇒後藤 勝祥   会計 友次 誠 ⇒小林 隆雄  他 

３、平成 29年度活動計画 

基本方針として『人や社会との絆を深め、豊かで楽しい生活をお手伝いする洋友会』を目指した

活動の展開。下記活動方針、会計計画とも問題なく承認された。  

◇①会員同士のふれあい活動、親睦活動：クラブ活動、趣味の会、見学会、セミナー、懇親会等の

実施、②会員に有益な情報の提供：「洋友」、「地区だより」、ホームページの活用、健康・住まい・

保険・介護等の情報提供、③社会貢献活動の継続実施、④パナソニック各ＯＢ会との活動連携：松

愛会、松寿会、松友会、エコシステム松寿会、松九会と連携、⑤本部の活動：ⅰ）発足３０周年記

念事業の企画準備、ⅱ）会社との定期コミュニケーション、ⅲ）財務体制の安定化、ⅳ）その他、

⑥洋友会加入メリットの活用推進：常備薬斡旋、レンタカー特別価格適用 

◇予算計画：資産状況に大差なし。  

担当：石関正明 
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○ スポーツ健康愛好会例会報告   

3月 21日、28日（火）13：30～15：30 参加者 9名 

21日はトレーニング室で、普段は機器の名前は意識していないが確認しながらのトレーニング。

①レッグ・エクステンション②レッグカール③チェストプレス④ハイプーリー⑤ロープーリー 

⑥ショルダープレス⑦レッグマジック⑧シットアップ⑨背筋台⑩アームカール⑪ランニングマシ

ンの順で実施。アリーナではバドミントンコートのネットを張り、 

スタートは 3人で途中から女性も加わり 5名で試合を継続。休憩して 

再試合。清掃後のストレッチ運動後見学会など話題に談笑散会。 

28日は晴れで暖かい日。室温は 22℃。所定のトレーニングを実施。 

アリーナでは学校が春休みに入っているので学生がバドミントンや 

ソフトバレーボールを賑やかに行っていた。我々は予約済確保の 

コートでバドミントンの試合を実施。清掃後ストレッチは休みで散会。 

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 TEL:0000-00-0000 

○ カラオケ愛好会例会報告 

 3月の例会は 7日と 14日に開催。参加者数は二日とも相変わらずの低調さであったが、特に総会実施日

(14日)は、従来は事前のアピール等で通常日より多少多かったと思う。しかし、今回はおーろら通信以外

で特別のアピールをしなかった事と参加賞的な景品をなくした事も参加者が少ない要因の一つであったと

も思われます。今年は定刻を少し遅れて集まった 11名のみで、通常の例会と同じような参加者のため総会

の雰囲気が感じられないまま開会しました。28年度の活動実績の報告・会計報告、29年度の活動計画を説

明。今年の特記事項は役員の体制変更です。従来の体制は顧問・会長・副会長・会計の役職毎に複数名で

構成されていましたが、新体制は現状に合わせて会長（1名:福田）・担当幹事（2名：奥山、石関）とサ

ポーター（6～7名：従来の役員＋数名）への変更を提案しました。その他、店の料金の値上げ、会場変更

案、会員増対策等が話合われましたが、特筆する様な提案はありませんでした。話し合いの最後に「Ｓさ

ん」より「我々は毎回この回に参加し大きな声を出して歌い、周りの仲間と話し合い大変満足し健康を実

感している」との意見が出されると多くの会員に賛同され、新体制・活動案等が承認されました。サポー

ターの方は今総会で受諾して頂いた方以外に今後若手の方に要請して増員していきます。20分程で総会は

終了し、通常の例会として曲披露を開始しました。歌った曲数は 7日、14日とも 33曲でしたが、二日と

も大部屋と小部屋を各１部屋ずつ使い、お店には申し訳ないが贅沢な環境で練習しました。採点するかど

うかは本人の希望で行っていますが、流石に 90点以上の歌は聞いていて『上手い、なあ』と感心します。

まして 92～93点の曲は尚更です。この様な点数が一日に数曲出ますが、今月歌われた曲は次の通りです。 

★新曲：男の流儀（三山）,みぞれ酒（森昌子）,落葉樹（小田）,人生花暦（鳥羽）-以上初 

北のほたる酒（三山）,霧笛の酒場（北山）,雪月夜（千葉）,山・美しき（北島）,越後水原（水森）他 

★懐かしい曲：さざんかの宿,北国の春,奥飛騨慕情,島唄,雨の函館,酒よ,ゆめかぜ,男の駅舎他 

例会の参加者推移（単位：人） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

例会 1 10 11 11    

例会 2 11 10 11    

例会は今年度も第 1・第 2火曜日に開催しますが、5月と平成 30 年 1月は 

第 2・第 3 火曜日に開催します。なお、5月は 9日と 16日開催になります。 

初めての方、ご夫婦で参加の方も大歓迎ですので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：000000000@00000.00.00 

     石関 正明  TEL：0000-00-0000 
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〇 第 105 回山行「美の山」ハイキング報告 

4月 9日（日）パナソニック正門前駐車場を 5時 10分前に出発。菜種梅雨に入り天気は期待できな

い。国道 407号・140号と皆野町へと走る。花園 ICに近くなると前方に満開の桜並木が現れたがまだ早

朝で色がさえない。道の駅「みなの」に 6 時到着、早かった。空はどんよりうす暗い。 

登山支度をすませ S さんの指導でストレッチを入念に行い、体をほぐしスタート。桜咲く国道 140号を少

し歩き道標「美の山公園 3.1km」に従い左折。萬福寺で安全登山を祈願して関東ふれあい道で山頂まで。

木々の芽吹きを見ながら落ち葉を踏みしめ歩く。鎌首を上げたようなマムシソウを見つけ写真に収める。 

30分ほど歩き汗ばんできたので休憩。歩きだすとすぐ林道に出た。林道を横切り山道に入るとベンチがあ

った。ここから尾根伝いに登り見晴らし園地へ。「この辺からソメイヨシノが！」桜はまだ蕾み 1週間ほど遅

れているようだ？ 

今日は公園でさくら祭り。テントを立てたり売店の準備をしたり数人が働いていた。まだ時間が早く私た

ち以外ハイカーはいない。山頂で記念写真を撮り 1時間ほど休憩に入る。展望台より望む大霧山の稜線

や谷に、ガスがかかり幻想的で美しい。聖神社、黒谷駅へ 8時 50分下り始める。下るに従い桜の花が多

くなってきた。今日は残念！ 

道端のエイザンスミレやイチリンソウ？を見つけ春を感じた。途中 1度休むとすぐに麓に出た。麓は桜や

モモの花が美しく咲いていた。民家の庭先にはスイセンが大きな花を咲かせていた。一番美しい季節だ。 

小雨の中、和銅開珎の碑の前で写真を撮る。採掘跡が良く分らず露天掘り上部の橋へ登る。岩の表面

に浮かんだ緑青の様なものを見て納得？ 

国道 140号へ出て聖神社へ。バスはすでに待っていた。石段を登り聖神社、別名「銭神社」をお参り、

「お金が貯まるよう」祈願。10時 40分風呂の準備をしてバスに乗る。 

秩父温泉「水と緑のふれあいの館」に 11時到着。14時まで休憩。入会書に記入、会員となり 100円得

した。風呂は内湯のみ。湯は満願の湯と同じ単純硫黄冷鉱泉でアルカリ性、肌にヌルヌルを感じ気持ち良

い。風呂上がり自販機で缶ビールを買い舌鼓。みんなで飲むビールは格別「身も心もリフレッシュ」。14時

帰途に就いた。途中スイーツの店「花園フォレスト」に立ち寄り大泉に 15時 20分到着無事解散した。 

担当幹事：内田光男 
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○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

5月 5日 （金）行き先：彦谷湯殿山（西コース） 

5月 19日（金）行き先：彦谷湯殿山（東コース） 

集合場所：彦谷自治会館 AM10：00集合（下記地図参考） 

＜報告＞ 

4月 7日(金)小雨模様で天気が心配されたが 15名集まる。Yさんのストレッチで体をほぐし 10時

大光院を出発、参道を通り受楽寺へ。麓に咲くツツジやこぶしに目を奪われながら歩く。橋の上

から見る可憐に咲く白い花、水芭蕉は美しい。太田では初めて見た。しかし盛が過ぎたお化け水

芭蕉が混じっていた。水道山で休憩後、小八王子山頂の東屋で休憩、天気が良くなり青空が顔を

覗かせてきた。中、大八王子山へ登り御城橋から新田神社へ。境内の桜は満開できれいだった。 

南曲輪休憩所で昼食。帰路はガイダンスで昭和 45年以降の太田発展の航空写真を見る。大光院に

戻り 14時解散する。 

担当幹事：内田 光男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※太田市から葉鹿橋を渡り跨線橋（両毛線）を下った信号葉鹿跨線橋北を左折、二番目の信号、

坂西団地東（右に GS）を右折、しばらく直進する掲示板が目印（彦谷自治会館）です。 

 

○ 「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 

新井 耕一さん、 渡辺 政和さん、 

前田 浩良さん、橋本 武さん、 

 

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

〇 新入会員 

   保住 進さん  最終所属：三洋昭和パネルシステム㈱            よろしくお願い致します 

○ 金婚祝い 

井上 尚さん、近藤 定男さん、山口 恒雄さん、栗原 正男さん  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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腸内能力を高めましょう！（健康ニュース…洋友会本部提供） 

 

5月 15日がヨーグルトの日だというのをご存知ですか？1900年代初め、ヨーグルトを世界中の人々に紹介

し、健康のため毎日の食卓に欠かせない物だと主張したロシア生まれの生物学者イリア・イリノイッチ・メチ

ニコフの誕生日を記念して「某食品会社」が制定したそうです。因みにメチニコフは免疫に関する研究でノー

ベル生理・医学賞を受賞しています。 

ヨーグルトといえば、腸内環境を整えてくれるというイメージがありますが、実は皆様の腸は様々な能力を

秘めているのです。そこで今回は『腸能力』に関するお話です。 

 

◆腸能力①～腸の働き～ 

人間の腸は大腸と小腸に分けられます。小腸は、食べ物を消化吸収する働きがあり、大腸は消化吸収され

た後の不要物を便として排泄する働きがあります。また腸には、口から侵入してきた病原細菌から身を守る

働きがあり、その仕組みを「腸管免疫」と呼びます。腸の粘膜には、全身の約 60％のリンパ球が集まってお

り、小腸では、全身の免疫抗体の約 60％が作られています。さらに「腸管免疫」では、食品など身体の維持

に必要な成分に過敏な免疫反応(食品アレルギー)を起こさないようにする仕組み、「経口免疫寛容」の働きが

あります。最近では、腸内環境とアレルギー発症との関係性についても注目されています。 

◆腸能力②～腸内細菌～ 

腸内、特に大腸にはおよそ 100兆個、一人あたり数百種類の細菌が生息しています。腸内細菌は大別する

と３つに分類できます。 

●善玉菌：乳酸菌やビフィズス菌等 

 消化吸収を高める、腸のぜん動運動を活発化させ排便を促す、免疫力を高めて感染や病気を防ぐなどの働

きがあります。また、コレステロールや中性脂肪の代謝を促進したり、ビタミンやホルモンを生産する働き

もあり、身体の健康を維持する重要な役割を果たしています。 

●悪玉菌：大腸菌やウェルシュ菌等 

 腸内をアルカリ性に傾け腐敗産物や有害な物質を作り出す、身体の抵抗力を弱める、下痢や便秘・生活習

慣病などを招く、肌荒れや老化を促進するなどの有害な作用があります。 

●日和見菌 

 どちらにも属さない菌で、中間菌とも呼びます。悪玉菌が増えると、日和見菌は悪玉菌として傾いてしま

います。 

腸内環境のベストバランスとしては、善玉菌 20％、悪玉菌 10％、日和見菌 70％と言われています。ご自分

の腸内細菌が健康的な状態かを確認する簡単な方法としては、便を観察することです。便の色は黄色～黄色

がかった褐色で、においがあっても臭くなく、柔らかいバナナ状が理想です。逆に黒っぽい色でにおいがき

つい場合は腸内細菌のバランスが悪くなっている状態です。  

 

腸には、食べ物を消化・吸収する働きだけではなく、感染症などの病気の予防や、生活習慣病予防、老化

や肌荒れ防止と、健康を維持していくためのたくさんの能力があります。 

次月では、「腸内環境を悪化させる原因」と「腸内能力を高めには何を心掛けたら良いか」について紹介し

ます。 

以上 

 

－８－ 


