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今月の記事 ・総会  ・グラウンドゴルフ   ・山行  
・スポーツ健康愛好会 ・カラオケ  ・書絵愛好会  ・おしらせ 
 

 

○ 第 28 回洋友会群馬地区総会 

4 月 27 日（木）大泉町文化むら小ホールにて、会員 146 名の出席と会社代表をご来賓としてお招きし、

第 28 回定時総会が開催されました。当日は多用の中をご出席頂きました会員の皆様に心より御礼申し上

げます。出席者の皆様には総会後の懇親会を楽しみに参加される方が多くいらっしゃいました。懇親会で

は食事をとりながら懐かしい顔との再会で旧交を温め、思い出話に花を咲かせ和やかな光景が会場のあ

ちらこちらで見受けられました。この機会の利用で懐かしい方々にお会いできますのでぜひ来年度以降も

多くの会員の皆様にご出席頂ければ幸いです。議案は出席の皆様のご協力により原案通り承認され終了。 

会員の皆様には引き続き洋友会運営に関してご意見、ご提案等がございましたら洋友会事務局または

幹事にお声掛け頂ければ幸甚に存じます。今後とも会員各位のご支援ご鞭撻を重ねてお願い申し上げま

す。（詳細は総会資料を参照ください） 

総会概要：開会に先立ち、前年度にご逝去された物故会員 14名の御霊に黙祷。 

●奥山会長挨拶：会員数は現在本部 4,308 名で前年比 101 名減、平均年齢 74 歳強で、物故会員は 90

名。新会長として後藤勝祥氏が就任。群馬地区 417名で前年比 17人減。高齢化でクラブ活動・行事への

参加者が漸減方向なので、高齢化に適したクラブ活動・行事の活発化が課題であると話されました。 

●来賓挨拶：パソナ・パナソニックサービス㈱東日本広域サービスサービスセンター  

総務担当マネージャー 松野 和之（まつの かずゆき）様、 

・東京製作所構内人員は 4,800 名、パナソニック AP・空調冷設機器㈱は昨年から定期採用をしており、今

年度は 19 名新規採用を実施。2016 年度は増収増益を果たした。パナソニック㈱の方針として BtoB 事業

の拡大強化があり、大型空調、コールドチェーン関連を中心に営業部門も含め今後も充実させていく。 

・ワイルドナイツは昨年無冠に終わったが有望新人の入部もあり今年は期待してほしい。 

・大泉町議会議員選挙では佐藤ひさよし氏 2位当選にご協力頂きありがとうございました。 

OBの皆様が築いてきた東京製作所の発展を目指したいので今後もご協力をお願いしますと結ばれました。 

同所属 荻原 千秋（おぎわら ちあき）様、ご紹介のみ。 

●議事進行：議長に阿部忠彦氏を選出。28 年度実施事業、会員の状況、決算状況、監査について各責 

任者から説明があり、一括承認された。29年度事業計画（案）、予算（案）説明があり原案通り承認 

（「第 28回定時総会次第」参照） 

●講演会：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 

演題：腰痛、膝関節痛を予防するには 

・まずは「腰痛、膝関節通とは」の概念の説明から、その原因などを脊椎構造をスライドで示して発生進行 

とメカニズム等分かりやすいご説明をして頂きました。 

・予防の説明では日常の生活で簡単に実施できる方法について説明がありました。実際に座ってできる予

防運動については聴講者の皆さんも座席で実技を交えた体験もでき大変有意義な講演内容となりました。 

＊講演会内容をおさめた貸出用ＣＤを準備してありますので、ご希望の方は事務所までご連絡ください。 

●総会終了後記念写真撮影、その後懇親会：食事をとりながら旧交を温める中で、今年度から懇親会で

行うことになった「長寿祝い」では対象者 26 名の内、ご出席の喜寿祝いの１4 名の方の記念写真撮影後、

直接お祝い金をお渡しし、長寿者を代表して伊吉紘一様に乾杯のご発声を、桑原清市様に近況報告を

交えて、ご挨拶を頂きました。また例年好評の豪華賞品が当たるビンゴゲームなどで盛り上がり、最後に全

員参加のジャンケンゲームでしめくくりお開きとなりました。 

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/ 
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〇 グラウンドゴルフ大会のお知らせ 

日 時：6月 22日（木）、9:00～ 

場 所：スバル運動公園（大泉町） 

参加費：無料 

締切日：6月 14日（水） 

担当幹事：小林 一夫 TEL：0000-00-0000(000-0000-0000) 

         岸  雄二  TEL:0000-00-0000(000-0000-0000) 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

4月 25日（火曜日）13：30～15：30 参加者 5名 

第 3週の 18日は都合で休会。25日はトレーニング室では普段どおりのトレーニングを実施。アリーナで

はいつもの№5 コートに先約があり、隣のコートを借用。バドミントンコートのネットを張り試合を継続。 

女性が都合で欠席したこともあり試合後のストレッチ運動は休みとして談笑後散会。 

5月例会からは「輪投げ運動」も用意できましたので興味ある方の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）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 

 4月の例会は 4日と 11日に開催。やはり 4月は桜が気になりますが、気象庁は 2日に東京都心で桜が満

開になったと発表した。平年に比べて 1日早く、昨年より 2日遅い。気象庁の職員が東京・九段の靖国神

社の標本木（ソメイヨシノ）で確認したそうです。我が大泉町で 6日に数か所で撮影しましたが何処もほ

ぼ満開でした。東製に勤務していた頃（何十年か前）には城之内公園で花見やバーベキューや場所取り等

をした懐かしい記憶が有りますが、現在の公園内では数人の外人風なグループの宴会らしき集まりを見た

だけで、桜は一部の限られた場所にしか在りません。昔は鬱蒼と樹木が茂り桜も大変多かった公園、現在

は明るく閑散とした何もない公園になった気がして大変残念に思いました。友人に見せてもらった前橋市

の敷島公園の桜の写真と比べても大変惨めなものでした。さて、今月の参加者ですが 4日はいつも通りの

10名でしたが、11日には久々に「Ｔさん」、「Ｋさん」等の方が戻って来てくれて 13名の参加者になり

ました。披露曲は 4日が 34曲で 11日が 42曲とやや多めですが、新曲は 4日が 19曲/全 34曲中（56％）

と 11日が 10曲/全 42曲中（24％）とその日によって大きな違いがありますが、4日に歌われた半分以上

が発売後一年以内の新曲でした。 

★新曲：九頭竜川、女の日本海、霧笛の酒場、人生花暦、北上川、白雪草、丹後雨情、男の流儀、他 

★懐かしい曲：奥飛騨慕情、リンゴ村から、与作、おまえに、すきま風、ゆめかぜ、銀座９丁目は水の上、

帰って来ました前橋に（ご当地ソング）、他  

例会の参加者推移（単位：人）  

 1月 2月 3月 4月 

例会 1 10 11 11 10 

例会 2 11 10 11 13 

例会は今年度も原則第 1・第 2 火曜日に開催します。6月は 6日と 13日開催。 

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：0000000000-000000@0000.00.j00 

     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＞ 

第 36回 6月 2日（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

第 37回 6月 16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＞ 

5月 5日こどもの日、天気が心配されたが予報に反し晴天「ラッキー」でした。参加者 20名集

まる。Sさんのストレッチで体をほぐし彦谷自治会館を 10時出発、西登山口から右回りで湯殿山

を目指す。道標に従い急な慶路坂を登りアンテナや石仏のある峠に着く。ここから鉄塔を目指し

尾根伝いに歩く。日差しが強く木陰はさわやかで気持がいい。30分鉄塔下で休憩をとる。ナラや

クヌギの樹林帯の尾根道を進む。次第に傾斜が増してきたところで 2回目の休憩をとる。咲き終

わった山つつじが目につきだした。今年は咲くのが早かったのか？「期待してきたのに残念」。 

急な岩場を登り湯殿山最高峰 361mのピークを越え、つつじの峰に到着。きれいなつつじを見つけ

写真に収めた。11時 55分彦谷湯殿山に到着、記念写真を撮り昼食休憩。山頂は日差しが強く暑い。 

日陰を見つけ昼食をとった。食事後、先月歩いた太田アルプス（金山・八王子丘陵・茶臼山）を

眺め 22㎞の長さを再確認。12時 30分時間が来たので下山開始、細い岩場伝いに祀られた月山、

粟谷湯殿山、羽黒山の石祠をお参りしながら慎重に下った。急な岩場を避け巻き道で鉄塔へ、粟

谷分岐から旧高松館へ 30分ほどで下り休憩。神楽殿や湯殿山神社のある表登山口で休憩。林道伝

いに下り彦谷自治会館に戻り無事解散した。 

担当幹事：内田 光男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 書絵愛好会活動報告 

 書絵愛好会は書道 1名、水彩画 6名で原則第 1、第 3木曜日に洋友会事務所で開催しています。 

水彩画は季節の切花、鉢花、果物等の静物画、また行楽シーズンには寺、神社、公園等に出かけ

て季節の風景写生も楽しんでいます。習字は現在会員 1名ですが、その時々の時事用語、季節な

どの漢字を選び、心静かに臨んでいます。4月の活動は、6日太田市の八王子農園にて河津桜満開

の写生をしました。春の陽射しの中、周囲の景色も楽しみながら 14時頃散会。20日は屋内にて

シャクナゲの静物画に挑戦。花びらが特徴的で皆さん悪戦苦闘しながらも 14時頃までにほぼ完成

して散会しました。習字は【座禅】という題字で納得いくまで 1日挑戦しました。4月 28日は、 

総会当日展示棟ホールにて水彩画 10点、習字 2点、日頃の自信作を 

展示し、食事の前後に多くの人に見て頂きました。書絵愛好会は 

特別に先生はいませんが、会員同士の作品を批評し合い切磋琢磨 

しながらも和気あいあいと活動しています。新規会員も募集しています、 

初めての方も大歓迎です。是非気軽に声をかけてください。 

担当：渡部 正二 TEL:0000-00-0000 
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○ 「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 

前田 浩良さん、橋本 武さん、森下 勝さん 

森村 和泰さん、関根 俊雄さん、木村 孝雄さん 

＊アルミ缶本体も収集していますのでご協力ください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＊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。（配偶者の方も対象になります） 

TEL：000-0000-0000 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

あなたの目、乾いていませんか？（健康ニュース…洋友会本部提供） 

最近は、電子端末で読書をされる方も増えているかと思いますが、長時間画面を見ることで「目に違和感が

ある」「ゴロゴロする」等の経験はございませんか？ 今回は、『ドライアイ』 に関するお話です。 

◆ドライアイ（角膜乾燥症）とは？  

目は涙の膜によって覆われ、乾燥を防ぎ、汚れを洗い流しています。また目に酸素や栄養を供給するなど涙

は重要な働きをしています。瞬きの度に水分やその蒸発を防ぐための油、粘性のある「ムチン」という成分

が分泌され、涙を目の表面に保つ働きをしています。ドライアイとは、涙の分泌量が減ったり、涙の成分が

変化し、涙の膜がうまく保てず、目の表面である角膜や結膜などの粘膜の健康が損なわれ、目の渇きや違和

感、目の疲れなどの症状が現れる病気です。男性よりも女性に多く、特に中高年に多いのが特徴です。 

ドライアイは年々増え続ける傾向にありますが、自分では、気づいていない人も多くいます。次の項目に一

つでも該当する方は「ドライアイ」の可能性がありますのでご注意ください。 

①十秒間瞬きをせずに目を開けていられない②目がゴロゴロ、ショボショボする③目が疲れやすい 

④午後になると目がかすむ/⑤朝起きたときに目を開けにくい⑥寒くなると涙が出る⑦悲しくても涙が出ない 

◆ドライアイの原因 

代表的なドライアイの原因としては、次のようなことが挙げられます。 

[加齢]：年齢を重ねると、涙の分泌量が低下します。 

[過度のＶＤＴ作業]：パソコンなど、モニター画面を長時間みつめているとまばたきの 

回数が減るため、涙が蒸発して目が乾きやすくなります。 

[乾燥した環境]：エアコンなどで室内が乾燥していたり、乾燥した季節は涙が蒸発しやすくなります。 

[コンタクトレンズ]：汚れたコンタクトレンズを使用するとムチンが分泌されにくくなります。 

[喫煙]：タバコの煙にさらされると、涙の状態が悪くなる事が知られています。 

[薬]：血圧を下げる薬や精神疾患薬など「抗コリン作用」をもつ薬では、涙が減少する事があります。 

[全身疾患]：シェーグレン症候群という、涙や唾液を出す腺に対する自己免疫疾患では、強いドライアイを生じる

事がしばしばあります。 

◆ドライアイ対策事例について…対策としては、次のような事例があります。 

[目の休息]：定期的に目を休める /遠くを見たり、目を動かして目の緊張を和らげる/蒸しタオルで目を暖め血行

をよくする/目の周囲をマッサージする/まばたきの回数を意識的に多くする/睡眠を十分に取る（睡眠不足など 

生活習慣の乱れにより、涙の分泌量が少なくなりドライアイになることもあります） 

[部屋の湿度を保つ]：部屋の湿度が下がると、ドライアイになるリスクが高くなるので、加湿器などを利用して、

部屋の湿度を保つようにする。  

[目薬を活用する]：ドライアイの症状がひどい場合には、ドライアイ専用目薬を利用する。 

（但し、過度の目薬の利用により、くれぐれも習慣化しないように気をつけてください）  

◆最後にドライアイの症状が軽い場合にはやがておさまることもあります。しかし、症状がひどかったり、いつまで

も長びくような場合には、眼の表面が傷ついている可能性があるため、安易な自己判断をせず、眼科の受診・治療を

オススメします。 以上                                           

  

－４－ 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1488694330/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3N0YXIuYXAudGVhY3VwLmNvbS9yeXVqaW4vaW1nLzExOTA4NjAzODkuZ2lm/RS=^ADBVQqeg6hKua6ps2BOSYtlJ3jpaPI-;_ylt=A2RCD1C5WrpYuzUAcieU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1488693901/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTQucGltZy5qcC8wMDcvMjQyLzc2NC8xLzcyNDI3NjQuanBn/RS=^ADBVYxH8FLo8UOzN8u7IY15Sf6LU_Y-;_ylt=A2RCCzIMWbpYDGMAjiWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1495253039/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zYWt1cmEtZ2Fua2EuanAvYmxvZy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMS9leWVtYXNrLnBuZw--/RS=^ADB4OadfpHmAyWlXFHhAu5Nt01IrFU-;_ylt=A2RCMZOubh5ZqiMAoQGU3uV7

