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○ 2017年度第 1回目のミニ講演会開催案内 

加齢と共に健康寿命が課題になってきます。日本人の平均寿命と健康寿命の差は男性で約 9年、女

性で約 13年あります。健康は他人(医者)任せではなく、各々が『自分の健康は自分で守る』という意識が

大事です。要介護の原因の 20～30％が関節疾患と骨折・転倒が占めています。ちなみに脳卒中による要

支援は約 30％、要介護は約 10％ですので、健康のためには関節疾患が重要です。さて、運動器の障害

のために移動機能が低下した状態をロコモティブシンドローム（ロコモ）といいますが、これは筋肉、骨、関

節、軟骨、椎間板といった運動系のいずれか、あるいは複数に障害がおこり、「立つ」「歩く」といった機能

が低下している状態をいいます。健康寿命を延ばしていくためにはロコモを予防することが重要ですが、そ

のためには筋肉を鍛えることが大事です。 

 今回の講演会では、まず自分の脂肪量や筋肉量等をチェックし、どのようにして筋肉、特に内側の筋肉 

（インナーマッスル）を鍛えるか等についてお話して頂きます。 

参加希望される方は準備の都合上 8月 30日（水）迄に担当幹事に連絡して下さい。ご夫婦での参加或

いは奥様だけでの参加も大歓迎です。 

担当幹事：奥山 泰彦  TEL: 000-0000-0000 

E-mail：000000000000000@0000.00.00 

斎藤 正子   TEL: 0000-00-0000          

― 記 ― 

テーマ: ロコモティブシンドロームについて  

講 師：伊藤超短波株式会社 本多俊行様 

日 時：9月 8日（金）筋肉量等の測定 13時～ 

講演会：14時 00分～（15時 30分） 

（参加人数により講演会開催時間は前後します）            

場 所：洋友会群馬地区会議室   

＊伊藤超短波株式会社様の概要 

・1916年に創業した物理医療機器のパイオニア 

・アスリートの治療やコンディショニングをサポートに長年取り組んでいる 

・ケガのリスクを軽減するためにコンディショニングをサポートすること 

 万が一の場合にもできるだけ早い回復を目指しサポートしている    

○ ボウリング大会のお知らせ 

日  時：8月 22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 

締め切り日：8月 9日（水） 

申し込み先：栗原 小百合 TEL：0000-00-0000 

        岸  雄二   TEL：0000-00-0000 

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 
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○ カラオケ愛好会暑気払いの案内と例会報告 

 6月の例会は 6日と 13日に開催。当月より新規に「佐野市在住のＡさん」が加入されました。

知っている曲数も多そうで声も良く出て居て大変頼もしい方です。6月 14日(火)の朝のＴＶ(テ

レビ朝日)で「誤嚥性肺炎(ゴエンセイハイエン)の予防策」を扱っていましたが、これは喉の衰え

等で、食べ物や唾液・胃液などが誤って食道ではなく気管に入り、肺に流れ込んだ細菌が繁殖す

ることで起こる肺炎のことで、高齢者がかかる肺炎はこの誤嚥性肺炎が多いとの事です。ＴＶ番

組によるお勧めの予防策は喉を鍛えることが大事で、具体的には①仰向けに寝て頭を持ち上げて

足を見る②薄いペットボトルに口をつけ空気の出し入れをして膨らませたり、凹ませたりする③

カラオケを楽しみながら喉を強化するという３案を提示していました。③のために“洋友会会員

の皆さん！！大声を出しにカラオケ愛好会を覗いてみませんか！！” 

 今月は例会 1、2の両日とも参加者 12名でしたので、2部屋使用でまあまあの運営が出来ました。

歌われた曲は６日が 37 曲(内の 14 曲が新曲)で 13 日は 41 曲(内の 11 曲が新曲)でした。実施時間

は 13 時 30 分から 17 時までで参加費 800 円（全員一律）を徴収して運営しています。また、当会

の年間計画の活動実績として、外部の発表会への参加写真を掲載致します。（5月太田市休泊公民

館にて開催された星野歌謡教室ﾁｬﾘﾃｨｰｶﾗｵｹ発表会） 

新曲：はぐれ花(市川由紀乃)､わすれ宿(五木)､夢千里 

(北島)､都会のカラス（村木弾）､男の決心（鳥羽）､ 

白雪草（増位山）､おんなの灯り(角川)他 

懐かしい曲：青い山脈､古城､矢切の渡し､美しい十代､ 

骨まで愛して､ああ上野駅他 

デュエット曲：ふたりのラブソング､浪花恋しぐれ､ 

ふたりの大阪､夕陽の丘､新宿育ち他 

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 10 10 12 

例会 2 11 10 11 13 12 12 

例会は今年度も原則第 1・第 2 火曜日に開催します。8 月は 1日と 8日（暑気払い）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。 

暑気払いの内容は先月号で案内しましたが次の通りです。 

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） 

参加費：1,300円      開催場所：まねきねこ大泉店  

参加希望者は 7月 31日まで発表曲（1曲）を添えて担当幹事に連絡して下さい。 

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：0000-0000-0000 

     石関 正明  TEL：0000-00- 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

6月 20日、27日（火曜日）13：30～15：30 参加者 14名 

20日は夏日でむし暑い。トレーニング室はエアコンがあり快適。トレーニング室では体組成計で測定。体

内年齢 51歳で自己満足しながらも身体の日々老化を感じているのでトレーニングの継続をしなければと

思っている。アリーナでは南面のコートで中学生のバドミントンの授業があり、にぎやかな歓声が響く。北側

に輪投げ器具を設置し、コートのネットを張る。バドミントンダブルスで試合に参加できないメンバーが輪投

げをするので退屈はしなくなった｡参加が出来ないと言っていた方も加わりバドミントンは盛り上がる。いつ

ものメンバーが揃いストレッチを入念に行った。最近テレビや週刊誌で話題になっている「のど」を鍛えれ

ば、肺炎では死なないといわれている。「のど」の鍛え方事例を紹介。カラオケや日常の 5分トレーニング
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で 10年寿命がのびるとの説。人間は「のど」から衰えるので、とても重要な仕事をしている「のど」を大事に

するかどうかにあるとの事。 

２７日は体育館では「高齢者輪投げ大会」のため地区の練習をしている。これは公民館での練習と体育

館では距離感が異なるらしい。大泉町での上位チームが郡大会、県大会へ出場出来るので真剣になるそ

うです。愛好会でもバドミントンコート南側に配置したが参加人数が少なかったので今回はほとんどできな

かった。バドミントンは暑さもあり 15分ごとの水分補給継続して定刻まで続行。「輪投げ運動」の方が運動

量が少ないのでバドミントンは無理と思われる方も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 書絵愛好会例会報告 

 6月 1日の水彩画の題材は、盆に載せた茶器セットを描きました。茶筒、急須、湯のみカップ

それぞれの曲線と質感を如何に出すかがポイントでした。習字は前回と同じく（枇杷）の字に再

度挑戦しました。 

6月 15日は足利の鑁阿(ばんな)寺に写生に行きました。鑁阿寺は日本遺産史跡、足利学校の北

側に隣接した所にあり、鎌倉時代の初期、1190年代に足利義兼（足利尊氏の 7代前）が設立した

とされ、本尊は国宝に指定されています。この本尊の前に天然記念物の大銀杏があり、樹齢 550

年といわれ、高さ 30㍍、周囲 9㍍の大木で縁結びのご神木とも言われています。境内は多くの諸

堂と緑の大木で囲われ散策するには良い所で歴史を感じます。スケッチをするための構図がなか

なか決まらず皆さん苦労しました。そのため完成までにはいたりませんでしたが 

午後 1時過ぎ昼食とし、そのまま終了としました。このような歴史ある建造物な 

ど絵画はともかく見るだけでも楽しいものです。興味ある方は是非、書絵愛好会 

にご参加お待ちしています。 

担当：渡部 正二 TEL:0000-00-0000 

 ○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

山の日特別山行 8月 11日（金）行き先：赤雪山 

集合場所：足利市松田ダム駐車場  AM10：00 

＊８月例会は中止 

＜報告＞ 

7月 7日(金)参加者 6名の最少人数でしたが、 

山道を歩き始めた直後から、澄み切ったウグイスの 

出迎えの声を頭上に聞きながら、しかも少人数なら 

ではの歩きながらの談笑に花が咲き、気ままなゆとりのある 

休憩タイム、木陰の涼しさとそよ風に気分爽快さを味わい 

ながらのハイキング。お蔭さまでいつもと違った雰囲気を 

味わえた楽しい一日でした。 

担当幹事：内田 光男（山田 記） 

 ○ 「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 

臼倉 敏和さん 

＊アルミ缶本体も収集していますのでご協力下さい。 
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駐車場 
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 〇 メールアドレス変更・新設の連絡依頼 

2016年 4月以降メールアドレス変更・新設された方は連絡下さるようにお願い致します。 

連絡先：yoyugunma＠juno.ocn.ne.jp 

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

栗原 正男 さんが 6月 20日に亡くなられました  75歳       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）に連絡下さい。（配偶者の方も対象になります） 

TEL：000-0000-0000 

熱中症について（健康ニュース…洋友会本部提供） 

－４－ 

熱中症といえば、真夏にかかるものと思っていませんか。実は、熱中症は毎年、梅雨明けの 7 月下旬～8 月上旬に多く

発生します。特にまだ暑さに慣れていない梅雨明けには、熱中症によって救急車で運ばれる人や亡くなる方が急増しま

す。そこで今回は「熱中症」に関するお話です。 

◆暑さに慣れるには時間が必要 

人間は、体温が高くなり過ぎないように汗をかいて調節していますが、暑くなり始めてから 3～4 日たつと、汗をかく

ための自律神経が素早く反応できるようになり、体温上昇を上手に防げるようになります。ところが暑くなってすぐは

この反応がまだスムーズにいかないため、梅雨の合間に突然気温が上がった日や、梅雨明け後の急に暑くなった日など

は熱中症になりやすいのです。 

◆こんな人・こんな時は熱中症になりやすい 

同じ気温や温度の下で同じように過ごしても、熱中症になる人とならない人がいます。また、同じ人でも熱中症になる

場合とならない場合があります。その違いはどこにあるのでしょうか。高齢者や乳幼児は体温調節機能が弱いために熱

中症にかかりやすくなります。また、糖尿病や高血圧、心不全などの病気がある人は、病気そのものや、症状を抑える

薬が汗をかく機能を低下させることがあるため、熱中症にかかりやすくなる可能性があるということです。熱中症の発

症にはその日の体調が影響するので、同じ人でも体調によっては熱中症にかかる危険性が高まることがあります。急に

暑くなった日や、暑いところで活動する日には、熱中症にかかりやすい状態になっていないか、下記でチェックしてみ

ましょう。 

●風邪などで発熱していないか ●下痢をしていないか ●二日酔いをしていないか ●朝ごはんは食べたか ●寝不足に

なっていないか 

発熱、下痢、二日酔いはいずれも脱水症状を起こしやすい状態です。また、体温調節に欠かせない汗は、血液中の水分

と塩分から作られるため、食事抜きの状態では汗をかきにくくなります。寝不足は自律神経の働きを低下させるため、

体温調節機能がうまく働かなくなります。こんな時に暑いところで活動することは避けましょう。 

◆水分と塩分・糖分を補給 

暑くなってきたら、予防のためにも毎日こまめに水分補給をしましょう。汗は水分と塩分でつくられ、糖分は塩分の吸

収を高めてくれるため、汗をかいたら水分だけでなく、塩あめやスポーツドリンクなどで、塩分や糖分を一緒に補給す

ることが大切です。 

◆扇風機やエアコンを適切に使う 

熱中症は部屋の中でも起こります。節電を心がけるあまり、熱中症で亡くなる人もあります。また、温度がそれほど高

くなくても湿度が高い室内では熱中症になることがあります。エアコンを温度 28 度以下、湿度 60％以下に設定した

り、扇風機を併用するなど、上手に室内での熱中症を防ぎましょう。 

◆熱中症の症状について 

程度により次のような症状が現れます。①めまいや顔のほてり、立ちくらみ②筋肉痛や筋肉のけいれん③体のだるさや

吐き気④汗のかきかたがおかしい⑤体温が高い、皮ふの異常⑥呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない⑦自力で水分

補給できない 

熱中症の症状の中でも特に意識障害の程度や体温、発汗の程度などは短時間で大きく変化することもあります。症状が

軽いからと安易に思わず、早めに医師の手当てなど受けるようにしましょう。               以 上 


