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〇 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：7月 14日（金） 

場   所：洋友会会議室 

 

結果報告：今期第 1回の囲碁大会は 5月 19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。（敬称略） 

優勝（全勝） 林 肇 

二勝賞 佐藤 仁、城田 隆之、山口 恒雄、金井 林一 

次回も楽しく、囲碁を通じての交流をしていきたいと思っています。 

担当：川合 道朗 

〇 第 10７回山行「雲取山 2,017ｍ」ハイキングご案内 

 雲取山は東京都の最高峰で日本百名山です。また、標高 2,017ｍは今年 2017年で標高年の山です。

三峰山は妙法ｹ岳、白岩山、雲取山の総称。三峰神社からの雲取山までは標高差は少ないが距離が長

い。健脚者なら日帰りができるが今回はゆっくりと１泊２日で縦走します。初日は雲取山で人気の高い三峰

神社から登ります。距離は長いが比較的アップダウンは少なく展望も楽しめます。泊まりは雲取山荘です。 

翌日は雲取山頂でご来光を拝み、東京都で最もポピュラーで歩きやすく展望のよい石尾根コースを利

用して鴨沢へと下ります。ハイキング後は丹波温泉「のめこい湯」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：8月 20日（日）、21日(月) 1泊 2日 

集合：パナソニック№8駐車場（大泉町役場駐車場北） 午前 5時 

募集人員 24名 

温泉：丹波温泉のめこい湯（TEL:0428-88-0026 ＠500（団体）） 

費用：17,000円  

申込みは TEL:0000-00-0000or  000000@0000.0000.ne.jp 内田まで 

（期限：7月 10日(月) 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・皆野寄居有料道路・国 407号＞⇒秩父⇒三峰神社 

⇒8：00着予定 

コース：第一日（所要時間 5H）8：30発→＜110分＞→霧藻ケ峰→＜95分＞→白岩小屋→＜95分＞ 

→雲取山荘泊 （雲取山荘は日本山岳協会会員カード提示で割引が受けられます。） 

第二日（所要時間 4H35M）小屋 4：00発→＜30分＞→雲取山→＜80分＞→ブナ坂→＜60分＞ 

→堂所→＜80分＞→小袖乗越→＜25分＞→鴨沢 P⇒のめこい湯 

ルート：のめこい湯 14：00発⇒＜国 411号＞⇒青梅 IC⇒＜圏央道・関越道＞⇒東松山⇒大泉着 17：00 

担当幹事：内田光男 
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○ 第 52回ゴルフ大会結果報告 

第 52回ゴルフ大会が城山カントリー倶楽部（足利市）で 6月 2日（金）に開催されました。大会当日は新

緑のさわやかな天候となりましたが参加者は 22名と少々寂しい大会でした。 

成績は、優勝：中山 清さん、準優勝：沼尻 平五郎さん、 

三位：新井 耕一さん、当日賞（八位）河合 泰一郎さんが 

それぞれ受賞されました。 

 次回開催は 11月 2日（木）城山カントリー倶楽部、9時 01分 

スタートで開催予定しています。開催要領詳細は「おーろら通信」 

9月号でお知らせしますが、今から予定に入れて頂き多くの会員 

の参加を幹事一同お待ちしております。担当幹事：前田 浩良 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

5月 23日、30日（火曜日）13：30～15：30 参加者 13名 

23日は 5月としては、あまり無い猛暑日。体調を心配して不参加の連絡も。トレーニング室はエアコンがあ

り快適。トレーニングを実施後、アリーナのバドミントンコートにネットを張り、南側に輪投げを設置。メンバ

ーが揃うまで輪投げの練習してみるが思うように 9ケの輪が得点盤に入らない。簡単に見えるが高得点を

出すには今後かなりの練習が必要と思える。トレーニング終了後輪投げのためし投げ、バドミントンの合間

の輪投げと選択肢が増えた様である。 

30日はボウリング大会があるため 14時からバドミントン試合を開始。普段参加 

していない方もトレーニング室活用で元気に声を掛け合う。今日は体育館全面の 

利用があり活気がある。定刻まで試合をして片付け、清掃後にストレッチ運動をして 

散会。「輪投げ運動」器具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 

〇 第 66回麻雀大会結果報告 

 今年度 1回目（通算 66回）の洋友会群馬麻雀大会を梅雨入りしたばかりの 6月 8日(木)に、太田市の

プラザセンチュリーにて開催致しました。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、河辺

義郎さんが優勝を飾りました。河辺さんは過去優勝 1 回、準優勝を 4 回も獲得している実力者です。誠に

おめでとうございます。準優勝は河合泰一郎さんで河合さんも 1 年前には優勝されています。3 位は田井

卓也さんで前回準優勝、前々回には優勝もされたベテランです。4位は沼田和美さんでした。 

 次回は 10月 5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 
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○ 離島リゾート「初島」の旅 

恒例となった春の旅。今回は、東京から最も身近な離島リゾート地の「初島」を 6月 9日に訪れました。 

数日前に梅雨入りをしたということで、一番心配したのが「雨」。一週間前の天気予報では雨予報がちらち

ら覗かせ幹事をドキドキさせましたが、当日は奇跡の晴天に。参加者一行 36名は、気分もよろしく 7時に

大泉町役場を出発しました。東松山 ICから関越自動車道に乗ると、いつものように車中懇親会がスター

ト。リピーターの人が多いせいか、バスの中はあっという間に和気あいあいの和やかムードに。参加者が差

し入れたつまみでワインや酎ハイなどを召し上がる人、カラオケで日頃の練習成果を披露し拍手を浴びる

人、久々の顔合わせで話に花を咲かせる人など、車中の楽しみ方はいろいろでしたが、終始和やかな雰

囲気で時が流れました。そうこうしていると、熱海港に到着。そこから船に乗り、約 30分のクルーズへ。船

上からは潮風にあたりながら真っ青に広がる太平洋の大海原の醍醐味を味わいました。初島に到着する

と、ちょうどお昼時だったせいか、皆さんお目当ての昼食会場へ一目散。漁港で採れたばかりの魚介類が

話題の食堂街に走る人、魚介系の塩味スープと器を埋め尽くす岩のりが名物の岩のりラーメンを目指す

人、シーフードイタリアンを味わう人など、様々な昼食を満喫しました。満腹になった後は、思いおもいの島

内観光へ。初島は南の海からやってくる海流の関係で一年を通して温暖な気候。島の周囲は約 4kmで、

島内散策も一時間で一周できます。島内を巡っているとどこにいても波の音が聞こえ、ブーゲンビリアやハ

イビスカス、ゴクラクチョウカ、リュウゼツランなど亜熱帯の植物や花は、まるで東南アジアにいるようでした。

また、島内観光のメイン会場になっているアジアンガーデンでは、青く広い空と緑の芝生の中、ハンモック

に揺られ至福の一時を過ごしました。遊びの時間はあっという間に過ぎ、後ろ髪を引かれつつ、3時 20分

の便で島を後にしました。観光が終わったバスの中では、早速ビンゴやじゃんけんゲーム、難問クイズに挑

戦。ツキのある人、無い人といろいろでしたが、事あるごとに一喜一憂、車中の盛り上がりは相変わらずの

ものがありました。しかし、旅の道中が短かったせいか用意していたクイズが終わらないうちに、気が付けば

大泉へ到着。イベントの続きは次回のお楽しみ…と言う事で、お土産を抱えて、８時に無事散会しました。 

担当幹事：斎藤正子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 書絵愛好会例会報告 

 書絵愛好会では水彩画でも透明水彩画ですが、その特徴として絵具が透明のため、含ませる水

の加減や重ね塗りなどにより、さまざまな味わいのある表現が出来ます。 

 もともと絵は自己表現なので自分が思うように自由に描けば良いと云われます。絵の良し悪し

はもちろんありますが先ずは沢山描くことでテクニック、技法を身に付けレベルアップします。 

また、いろいろ考えながら指先を動かすことで健康維持やボケ防止にも良いと言われています。 

 さて 5月 11日はツツジ、アヤメ、菜の花などの切花、5月 25日は真赤なサフィニアの鉢花を

描きました。習字は 5月 25日、枇杷という字を選びました。この字は簡単そうで 

難しく、特に全体のバランスがとりにくい字でした。次回の水彩画は屋外で新緑の 

写生を予定しています。習字、水彩画（絵手紙も可）に興味のある方はご連絡下さい。 

担当：渡部 正二 TEL:0000-00-0000 
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〇 ボウリング大会（5月 30日）の実施報告 

 今回は参加人数がすくなかったため、練習ゲームや始球式などの特典がなく、いきなり本番のプレー。

チーム戦で主将格の二人が最後まで調子が出ない中、混戦を抜け出したのは女性の貢献でした。 

優勝：福田 勝弘、前田 浩良、久保田 勇、 

栗原 小百合チーム（敬称略） 

参加人数：9名（女性 2名） 

担当幹事：栗原 小百合 、岸  雄二 

○ カラオケ愛好会例会報告 

 2017年度のカラオケ愛好会の暑気払いを以下の内容で行いますので、初参加の方・仲間とお話をしたい

方も含め 1人でも多くの仲間が集まることを期待しています。参加希望者は 7月 31日までに担当幹事に連

絡してください。 

 開催日時：8月 8日（火）12時～17時 （なお、サポータの方は 11:30までにご集合下さい） 

 開催場所：まねきねこ大泉店  

 参加費：1,300円 

 その他：参加者は 7月 31日までに発表曲（1曲）を連絡してください。デュエットも予定（曲名は当日） 

     軽食、果物、菓子等を準備します。ビンゴゲームも実施します。 

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

2017 年 5 月の例会は第一週の連休中の 2 日を休会とし、9 日と 16 日にシフトして開催。3 日の憲法記念

日を前に安倍晋三総理の「読売新聞を熟読」の発言や「首相への忖度」の問題等々強気の政権運営が目立つ

が、経済面はどうでしょうか？香港のカジノ大手「ギャラクシー」のフランシス・ルイ副主席は 5 月 16 日

に世界最大のカジノ街、マカオで開かれたカジノ産業の展示会の基調講演で次のように予測したそうです。

「日本のカジノ市場はシンガポールを抜くのはもちろん、マカオに迫る規模になるだろう」と。その参加者

の最大の関心事は日本であり、日本のカジノ市場をテーマにした討論会では「日本は最後のフロンティアだ」

と期待する声が上がったそうで、日本へ熱い視線が注がれているとの事でした。カジノは我々が趣味で毎回

800円を持参して集まっている「カラオケ愛好会」とは全く異なったものであり、誰もが「少しでも儲かれ

ば？」とあらぬ期待を持ってしまうが、現実に多くの人々の間にカジノが広まるのでしょうか？ 

さて我々の些細な楽しみの一つの当会は 9日 10名、16日 12名とほぼいつもと同じ時間、参加者で開催。

9日は何時も菓子を購入・紙の皿に小分けして頂いている幹事の「Ｏさんと奥様」が告別式参列の為に休ん

だので菓子無しの寂しい例会であったが、女性会員の「Ｋさん」の北海道土産（チョコ）の差し入れで“ほ

っと”した一日でした。披露された曲は 9日が 35曲で 16日が 40曲でした。  

5月 18日には星野歌謡教室主催のカラオケ発表会に 4名出場。応援者の写真撮影も含め楽しみました。 

新曲：人生花暦（鳥羽）,雪月夜（千葉）,霧笛の酒場（北山）,酒みれん（増位山）,からたちの小径（藤）,

夕月おけさ（天童）,風の挽歌（川崎修二）その他 

懐かしい曲：祭り唄,奥飛騨慕情,夜霧の第二国道,みだれ髪,哀愁列車,岸壁の母,夫婦善哉,霧にむせぶ夜他 

例会の参加者推移（単位：人） 

 1月 2月 3 月 4月 5月 

例会 1 10 11 11 10 10 

例会 2 11 10 11 13 12 

例会は今年度も原則第 1・第 2火曜日に開催します。7月は 4日と 11日、8月は 1日と 8日開催です。 

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下さい。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：000-0000-0000 

E-mail：00000000000000000@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 38回 7月 7日 （金）行き先：金山 コース（当日決定） 

第 39回 7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＞ 

6月 2日(金)さつき展が開催されている呑龍様境内に集合。待つ間サツキや山野草を見て楽し

む。参加者 15名。Sさんのストレッチで体をほぐし 10時出発。西コースで西見晴台に出て浅間

神社へ下りこどもの国へ。中央にあるレストハウスで休憩、皆でアイスクリームを食べる。休憩

後溜池を通り砦跡へ。途中雲行きが妖しくなり、雨がちらほら 

（野鳥の森東屋で雨宿り）。30 分ほどで雨が上がったので再び登山 

開始。山頂の竹藪の垣根が外されスキッと明るい雰囲気に変わって 

いた。新田神社に 13時到着、お参り後南曲輪休憩所で休み大光院 

に 14時過ぎ到着。再度さつきや山野草を見て無事解散した。一時 

天気が不安定で心配されたが何とか雨に打たれることなく新緑の 

さわやかな陽気の中、楽しくハイキングができた。 

〇 第 106回山行「八間山」ハイキング報告 

6月 4日（日）パナソニック正門前駐車場を 5時 10分前に出発。国道 354号から国道 17号で道の駅

「こもち」で休憩。天気は快晴ですがすがしい。国道 145号道の駅「八ッ場ふるさと館」で 2度目の休憩。

八ッ場ダム工事で道が付け替えられ景色が一変していた。富士見峠に 8時 5分到着。天気は出発時に

は考えられないほどの最悪状態に変化。バスを降りると遠く浅間や白根は見えるがここ富士見峠は分厚い

雲で覆われ横殴りの風が吹き、気温が一気に低下し「体がしばれた」。防寒のためカッパを着け Y さんのス

トレッチで体をほぐし 8時 30分スタート。体調不良で 2名がリタイヤ、23名で出発。 

まず初めにシラネアオイ観賞。道標に従い歩く。ガレ場でコマクサを確認したが、まだ花は咲いてなかっ

た。先へ行くとシラネアオイの花園に着いた。芽吹きの岳樺の広大な斜面に満開に咲き誇っていた。1周

して写真に収め登山道に戻った。丸太の急な階段を直線的に登る。9時 30分イカイワの肩で休憩。南方

に浅間や鼻曲山が聳え眼下には嬬恋や草津の町がよく見えた。登るに連れ足元にイワカガミやミツバオウ

レン、ナエバキスミレ、ヒメイチリンソウ等の小さな花が現れ目を楽しましてくれた。イカイワの頭を 9時 55分

通過後、風を避けコルで休憩。次第に高度があがると 

アズマシャクナゲやオオカメノキの花が咲き競っていた。 

眼下には野反湖や対岸のエビ山がよく見えていた。山頂 

へ直線的に道は続く。稜線に出て樹間をしばらく行くと 

展望の開けた山頂へ 10時 30分に着いた。壊れた避難 

小屋のある山頂は風が強く集合写真を撮り早々に下る。 

樹林帯の急な下りを慎重に下る。北面で風が強い。歩き 

始めて 30分、風のない日当たりで休憩。「こしあぶら」等 

の山菜を探しながらゆっくり下る。登山口の池ノ峠駐車場に 12：05到着。道路脇の山菜を探しながら歩く。

バスの待つ案内所に 12時 20分到着。風呂の準備をして 

昼食にした。天気は風が強いがきれいに晴れ上がっていた。 

県道 55号で暮坂峠を越えて 1時間強かかり四万温泉清流 

の湯に到着。気温は低く裸になると寒い。内湯で体を温め 

新緑の露天風呂にゆっくりと浸かり体の疲れをとる。入浴後ビールを飲ながら談笑ストレスを解消 15：45分

帰途に就いた。道の駅「こもち」と道の駅「おおた」に立ち寄り大泉に 18時 30分無事に到着解散した。 

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 

今月のノート記載プルタブ等寄贈者 

川瀬 潤さん、田宮 光雄さん 

＊アルミ缶本体も収集していますのでご協力下さい。 

 〇 会報誌「洋友」秋号への投稿依頼 

1､表紙      ｢紅葉風景・菊花展｣｢スポーツの秋｣をテーマに写真や絵画の募集(解像度 3M 以上)   

2､特集ﾍﾟｰｼﾞ  ｢健康｣私の健康法､ｽﾎﾟｰﾂで健康､食事で健康､趣味で健康等､健康に関する原稿 

3､自由投稿   原稿の基本は 1,000 字以内 

4､原稿締切   7月末日です｡奮っての投稿お願い致します｡ 

5､原稿送付先 honbu-hensyu@yoyukai.jp 

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

＊訃報発生時は 奥山泰彦（洋友会群馬地区会長）に連絡下さい。（配偶者の方も対象になります） 

TEL：000-0000-0000 

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

健康診断を受けられましたか？（健康ニュース…洋友会本部提供） 

皆さん、今年度の健康診断は既に受けられましたか？健康診断は、病気の早期発見、早期治療のほか、検査

結果から身体の発する危険信号が察知されることで生活習慣の改善を促し、病気を予防するといった大切な役

割を担っています。今回は、あらためてその目的を紹介させていただきます。 

◆健康診断の目的 

１．生活習慣を振り返り、改善するきっかけにする（一次予防）…多くの病気は、必ずしも加齢によるものでは

なく生活習慣の結果、起こることが明らかになってきました。言い換えれば、不健康な生活習慣を改め、健康的な生

活を送っていれば、多くの病気は防ぐことができます。健診を受けることによって、自分の生活習慣が健康かどうか

を見直し、日常生活のなかで、どんな点に注意すればよいのかがわかります。 

２．病気を早期発見し、早期治療につなげる（二次予防）…体に症状がないときは、病院を避けたくなるもので

す。しかし、自覚症状がない病気も少なくなく、気づいたときには病状がかなり進行していたという例もあります。

ほとんどの病気は、発見が早ければ早いほど、治る確率が高くなります。初期の段階で体の異常を見つけるために

は、定期的に健診を受けることが大切です。 

［静かに進行する生活習慣病の怖さ］ 

生活習慣病には、「がん」「心臓病」「脳卒中」という命にかかわる重大な病気や、糖尿病や痛風、骨粗しょう

症など QOL(生活の質）を下げる危険な病気があり、次の特徴（怖さ）があります。 

①自覚症状があらわれにくく、気づいたときにはかなり進行していることが多い 

②複数の病気を併発することが多い 

③加齢を土台にした慢性病なので完全には治らず、生涯にわたってコントロールしていかなければならない 

 

 

 

 

［生活習慣病の芽を摘み取る］ 

悪い食習慣、運動不足、ストレス、睡眠不足、喫煙及び過度の飲酒の５つが生活習慣病を発症させ進行させて

いく大きな要因です。つまり、その名の通り、生活習慣の良し悪しが生活習慣病の発症と深くかかわっており、そ

の改善が予防に繋がります。 

１年に１回は、健康診断を受診していただき、ご自身の健康状態の把握にお役立て下さい。        以上 
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