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今月の記事 ・旅行    ・ゴルフ     ・囲碁    ・麻雀    
・カラオケ   ・スポーツ健康愛好会   ・書絵愛好会     ・山行 
・おしらせ 

 

○ 「秋の日帰り旅行」参加者募集（緊急）のご案内 

毎年、恒例となりました秋の旅行。今年は初秋の信州を訪れ（9月 15日、金）、食べて、愛でて…の大満

喫ツアーです。 

まず最初に訪れるのは黒姫高原。ここでは、高原一面に咲き誇る色とりどりのコスモス 100万本が歓迎し 

てくれることでしょう。なかにはイギリスやスペイン他、海外の珍しいコスモスも咲いているとのこと、探してみ 

るのも楽しそうです。また隣には、50種 2000株のダリアも観賞できます。時間はたっぷりあるので、名物の 

ソフトクリームを食べながらのんびりと散策をしてみましょう。そしてお腹を空かせた後は、信州フルーツランド 

へ。ここでは信州牛のすき焼きや栗ごはんの昼食を頂いた後、隣接のぶどう園で巨峰狩りをします。目を凝 

らして探した巨峰一房は、お土産にもなりそうです。 

次に訪れるのは、小林一茶や葛飾北斎などの作品が話題の小布施。この街は、千曲川東岸に広がる豊 

かな大地。ここではしっとりとした街を散策しながら、栗おやきや、信州名物のこねつけ、マロンフィナンシェ、 

フルーツヨーグルトなどを召し上がっていただきます。そして最後は中条フルーツ農場でリンゴ狩り、沢山食 

べて、もぎったりんご２個のお土産付きです。 

お腹も十分にふくれた後は、バスの中でビンゴやクイズゲームに興じましょう。帰りの道中はあっという間の 

ようです。 

今回、締め切りが忙しいので、即決頂き、ご連絡をお願いします。ご夫婦での参加も大歓迎、大勢様の参 

加を心よりお待ちしています。 

募集内容は下記のとおりです。 

                   記 

◇日 時：平成 29年 9月 15日(金) 

◇集 合：大泉町役場前（車の駐車は No8駐車場） 

6時 45分集合、7時出発 

◇概 要：大泉（７:00）―太田桐生 IC―横川ＳＡ（8：15）―小布施 PA（9：45）―信濃町 IC―黒姫高原コス 

モス園（10：30～12：00）―信濃町 IC―＜上信越道＞―信州中野 IC―信州フルーツランド（昼食・巨峰狩り、 

12：30～13：40）―小布施（散策＆4種類食べ歩き、14：00～15：00）―中条フルーツ農場（園内食べ放題 

りんご２個もぎ取り）―小布施ＩＣ―横川ＳＡ（17：05）―＜関越・北関東道＞―太田桐生ＩＣ―大泉町役場 

◇会 費：8,500円(参加費集金は当日。出発 5日前からキャンセル料金が発生します) 

◇締め切り：9月 5日（火）同封の返信葉書（希望者のみ）か洋友会群馬Ｅメール、洋友会群馬事務所（毎週 

水曜日のみ）、担当幹事までお申し込み下さい。 

◇参加者への資料送付は当日までございませんので、参加される方は、この案内を大切に保管願います 

◇問合せ先：担当幹事・斎藤正子 Tel：0000－00－0000 

事務所 Tel：0000－00－0000（毎水曜日のみ） 

 

 

 

 

 

 

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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〇 秋の洋友会ゴルフコンペ開催のご案内 

秋の洋友会ゴルフコンペを “城山カントリー倶楽部”（足利市小俣町）で計画致しました。 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 11月 2日（木）  

・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 30分時間厳守（スタート：9時 01 分～） 

・参 加 費：2,000円（但しﾌﾟﾚｰ費、食事費は各自負担） 

・募集人員：10組（40名） OUT&IN 各 5組 

     ＊4名 1組での参加申込みも受付ます。 

・申 込 締 切：10月 23日（月） 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@sannet.ne.jp 

      携帯：000-0000-0000 

野口三男 TEL：0000-00-0000 E-Mail：000000@0000.00000.ne.jp 

    岸  雄二 TEL：0000-00-0000 E-Mail：00000@000.ne.jp 

○ 囲碁大会開催と結果報告 

開催日時：9月 15日（金） 

場   所：洋友会会議室 

 

結果報告：今期第 2回の囲碁大会は、7月 14日（金）に実施しました。 

参加者 12名。12時 20分より開始致しました。 

各人三局の対局をし、16時 30分に終了、結果は次の通りです。 

優勝（全勝） 佐藤 仁、高井信秋 二勝賞  城田隆之、林 肇       

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 67 回麻雀大会開催のお知らせ 

今年度第 2 回目（通算 67 回）の麻雀大会を下記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 9月 5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：10月 5日（木） 12：30～16：30（集合 12：15） 

・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：9月 19日（火） 

担当幹事：小倉 一雄 0000-00-0000  E-mail：00000000@000.00000.ne.jp  
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○ カラオケ愛好会例会報告 

 カラオケ愛好会 7月の例会は 4日と 11日に開催。今月も都知事選、北朝鮮の弾道ミサイル発射、各社

世論調査で安倍政権の支持率急落等の大きな出来事、災害等が多い月であったが、7月 5日から 6日

にかけて、福岡県と大分県を中心とする九州北部で発生した集中豪雨は、気象庁が「数十年に一度の危

険な状態」と最大限の注意を呼びかけた。最終的に 7月 19日付で「平成 29年 7月九州北部豪雨」と命

名された。人的被害は 7月 19日 13時 00分に消防庁が発表した情報によると、福岡県で 31人（朝倉市

で 28人、東峰村 3人）、大分県日田市で 3人の計 34人の死亡が確認されている。避難指示・孤立状態

救助は 7月 6日午前 8時 30分までに福岡・大分両県を中心にした合計約 51万 7900人に避難指示や

避難勧告が発表された。また、両県の合計 29地区の集落が一時孤立状態となったそうである。被害に遭

われた方々にお悔やみとお見舞いを申し上げ、当地区の安全性に感謝したいと思います。また、幸いにも

洋友会の九州地区の会員におかれましては、「７月 31日現在、多少の被害はあるものの、家を流されたり

死者など大きな被害は今のところ出ておりません」との事です。さて当地区は梅雨真最中ですが、雨もあま

り降らず連日猛暑日が続いて大変です。冷房の効いたカラオケ店で飲み放題、歌い放題で楽しむのはま

さに天国です。今月の参加者は 4日が 9名と寂しかったが、11日は 12名とやや回復しました。歌われた

曲数は 4日が 42曲、11日が 40曲でした。そして４日ころから暑気払いの話題になってきて、課題曲を決

めるべく選曲をする人、練習をする人があり、徐々に盛り上がっています。 

歌われた新曲：おまえがいたから俺がいる(小金沢),恋花(坂本),おんなの日本海(西方),早鞆の瀬戸(水

森）,わすれ宿(五木,鳥羽),男の決心(鳥羽),山・美しき(北島),風の挽歌（川崎）,はぐれ花(市川) 

懐かしい曲：旅姿三人男,旅笠道中,夢追い酒,さざんかの宿,いつでも夢を,青い山脈,ここに幸あり 

暑気払いの参加申し込み者が少なく心配しましたが最終的に 26名になり大いに盛り上がりました。 

（右集合写真）詳細は来月に記載します。 

例会の参加者推移（単位：人） 

 4月 5月 6月 7月 8月 

例会 1 10 10 12 9 27 

例会 2 13 12 12 12  

例会は今年度も原則第 1・第 2火曜日に開催します。 

9 月は 5日と 12 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  000-0000-0000 

E-mail：00000000000000@yahoo.co.jp 

       石関 正明  0000-00-0000 

○ スポーツ健康愛好会例会報告   

7月 18日、25日（火曜日）13：30～15：30 参加者 8名 

18日は猛暑日が 10日連続で続いているとのニユースを聞いての参加。自分自身の健康管理のための参

加と言い聞かせる。トレーニング室は最近日中でも若い方の参加が多いが愛好会会員は少なくなってい

る。体調を考えての参加なので無理はできない。アリーナのコートにネットを張り、輪投げ器具を設置する。

バドミントンの試合は水分補給しながらの継続。メンバーが少ないとストレッチは休みになる。 

25日は曇り日ですが蒸し暑さは変わらない。講習会、ゴルフ等での不参加の連絡 

を受けての例会。バドミントンが出来るか心配したが何とか人数が増えて実施。 

参加メンバーが少ない場合は輪投げ競技に切り替えも考えている。 

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 
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〇 書絵愛好会例会報告 

 水彩画は前回の鑁阿（ばんな）寺の写生を完成させたＭさんの絵を披露してもらいました。西

門側の大きな緑の木々の後ろに建物が見え隠れする構図で、生い茂る緑の葉っぱを明暗と濃淡で

描きあげた奥行きのある立体感を感じる絵となっています。 

他の皆さんも大いに参考になりました。7月 6日はひまわり 

の切り花、7月 20日は、いろいろな野菜をそれぞれ題材にし 

ました。いずれも季節を感じる旬のもので、如何にそれらし 

く再現できるか挑戦しました。 

 習字は＜風鈴＞、これも季節を感じる夏の風物詩です。 

風鈴の歴史をネットで見ると、音の出す器物は人類の歴史の 

古くから獣や魔物よけとして存在し、また邪気祓いとしても 

使用されたようです。いろいろな材質と形状のものがありま 

すが、現在ではガラス製の江戸風鈴は馴染みが深く、暑さを 

和らげてくれます。書絵愛好会では、習字を一人で毎回頑張 

っているＹさんですが、暑気払いができるような、さわやか 

な字を書いてもらうように激励？しました。仕上がりは後日。 

9月例会は、第 1、3木曜日の 7日、21日とします。 

 

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＞ 

第 41回 9月 1日 （金）行き先：金山 コース（当日決定） 

第 42回 9月 15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＞ 

8月 11日(金)、霧雨が降ったり止んだりでハッキリしない天気。足利市松田湖のダムサイトに、6名集合 

した。雨の不安やお盆の準備等で参加者が少なかった？。10時、ダムサイトを赤雪山登山口へ。赤雪山 

は、谷コースと尾根コースがあり周回できた。現在谷コースは倒木が多く入山禁止となっている。10分ほど 

で登山口に着いた。案内板に赤雪山は、土地では「あかゆき山」と言わず、「あけき山」と呼んでいると書か 

れていた。草が 30センチほど茂り、登山口には見えない。露払いをしながら登る。少し進むと歩きや 

すい山道に出た。行道山に比べ登山者が少なく、静かなハイキングが楽しめる。 

枝打ちされたきれいな桧の樹林帯の急登を 30分ほど歩く。 

汗をびっしょりかいた。傾斜はしだいに緩やかになり余裕が 

出て話が弾んだ。森林浴を楽しみながら小ピークをいくつか 

越え山頂に 11時 30分到着。東屋で昼食にした。幸い雨にも 

降られず涼しく歩きやすかった。 

帰途はこのまま来た道を戻らず長石林道に出て戻ることに 

決定。急坂を下り鉄塔を二つ越え 1時間ほどで林道に出た。 

舗装された林道を快適に下る。途中、栗やアキアカネに秋を 

感じ松田の名水でのどを潤しダムサイト駐車場に 14時到着、 

解散した。他の登山者に会うこともなくゆったりした山行であった。 

担当幹事：内田 光男 
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〇 「ぱそこん困った相談」を利用しませんか？ 

こんにちわ！ 巷では”パソコン八十の手習い”がブームらしい・・歳を取ると目も弱り、足腰も不自由・・

出かける事も少なくなり、新聞や本を見るのも億劫になり・・刺激が無くなると”脳の劣化”が心配です。 そ

んなシニアの間で、”脳の活性化”のため密かなパソコンブームが起きているらしいですよ！？  

そうなのです！・・パソコンが使えればニュースも大きな文字で見られ、音楽 

や動画なども見る事ができ、さらに囲碁、将棋、麻雀など何でも OKです。 

意欲のある人は、ワード・エクセルを使いこなし、年賀状作成までパソコン 

で始めるご老人もいらっしゃいます。・・それでは！！ パソコンを始めたい 

けれど、何を購入したらよいか判らない人、パソコンを買ったは良いが、使 

い方の判らない人、使ってはいるが使いこなせない人、もっとパソコンの使 

い方を広げたい方・・・などなど、お困りの方は、是非「ぱそこん困った相談」 

をご利用ください。 係の者が懇切丁寧にお教えします。ご遠慮なさらず、事務所においでください。 

毎週水曜日 12:00～15:00 洋友会事務所で受け付けております。 よろしくお願いします。洋友群馬 

ホームページ →検索窓で「洋友群馬」と入れると、http://yoyugunma.sakura.ne.jp/ が探せます。 

担当幹事：臼倉 敏和 

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

田中 昭秋 さんが 7月 21日に亡くなられました  85歳        

鎌田 俊雄 さんが 7月 23日に亡くなられました  81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 

○ 「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 

斎藤 正子さん、中田 誠一さん、岸 雄二さん 

＊アルミ缶本体も収集していますのでご協力下さい。 

＊皆様のご協力により、缶本体も含め実効は上がっておりますが、「おーろら通信 2016 年 10 月

号で中間報告をした通り、半年 20ｋｇで 1,500 円足らずの実績です。群馬地区単独で車いすに 

到達するまでには現状で 4～5 年という計算になります。会員への車いす提供という提案がありま

したので、車いすを必要としている会員ご本人がどのくらいの数なのか把握しておきたいと思い

ます。以下にご連絡頂きたいと思います。（現在は公共施設への寄贈が洋友会の基本です） 

連絡先：yoyugunma＠juno.ocn.ne.jp  TEL＆FAX：0276-62-6782 

〇 閑話休題パズルに挑戦！（ある数字遊びの世界） 

将棋界の新星藤井聡太 4段が 29連勝の新記録を達成しました。そして現在 

小学生を中心に将棋教室ブームになっているのは皆さんご存知の通りです。 

この藤井 4段が判断力等は幼少時、前方車・対向車の NO.で数字遊びをしていた成果 

が１つだとレポートされています。 

それは make_ten（或いは puzzle_ten ともいう）というものです。 

車の番号等の４桁の数字を使って“１０”を作る遊びです。使える演算子は加減乗除及び( )のみ。例えば、

３，３，４，７ならば３＋（４－３）×７となります。春の旅行「初島への旅」ではこの遊びにも興じて楽しみました。 

数字の組み合わせは以下の 6組です。皆さんも暇つぶしに楽しんでみては如何でしょうか？ 

問題① ８３８３ （簡単） 問題② １２６０ （簡単）   問題③ ４４６７ （普通）  

問題④ ６７８９ （普通）  問題⑤ ９１１９ （難しい） 問題⑥ １１５８ （難しい） 

 －５－ 
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私達はこれから棋士になる訳ではありませんが、老人ボケ、認知症予防が必要だと思います。これらの予 

防策の１つとしてこの遊びを取り入れても良いのではないでしょうか？ 

なお、回答例は来月号に提示しますので楽しみにして下さい。 

受動喫煙について考えてみましょう！（健康ニュース…洋友会本部提供） 

2019年 9月にはラグビーワールドカップ、2020年にはオリンピック・パラリンピックが日本で開催されるこ

とから、現在、国内では受動喫煙防止対策の強化が進められています。そこで、今回は『受動喫煙』に関

するお話です。 

◆たばこの煙について 

たばこの煙には約 4000種類の化学物質、約 200種類の有害物質、60種類以上の発がん物質が含まれ

ています。また、たばこの煙の種類としては、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たば

こから立ち上がる「副流煙」があります。喫煙者はフィルターを通した主流煙を吸っていますが、周りにいる

方は、呼出煙と副流煙を吸っていることになります。この副流煙は、不完全燃焼になりやすく、フィルターを

通していないため、有害 物質が主流煙よりも多く含まれています。 

具体的には、ニコチン・タールで数倍、アンモニアで数十倍です。さらに喫煙後 45分ほどは、喫煙者の吐 

く息や衣服などからも有害物質が放出されているといわれています。つまり、換気扇下や屋外、喫煙所な 

どで喫煙をしていても、その後周囲に対しての影響はあるということです。 

◆受動喫煙による健康障害 

国立がんセンターの研究では、受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患によって、年間 6800人が死亡して 

いるとの報告があります。また、１日 20本以上喫煙する夫をもった非喫煙者の女性の肺がん死亡リスクは

約 2倍になるとの報告もあります。さらに、子どもへの影響も深刻です。受動喫煙によって子どもの呼吸器

疾患や中耳炎、乳幼児突然症候群を引き起こすリスクも高まりますし、早産や低体重児のリスクも高くなり

ます。加えて、子どもの誤飲で最も多いのもたばこです。 

◆世界の受動喫煙対策と日本の現状 

2010年 7月に、WHO と IOC（国際オリンピック委員会）は、たばこのないオリンピックを推進することで合

意しています。合意後、日本を除くすべてのオリンピック開催国・開催予定国は、罰則を伴う法規制を実施

しています。また、世界 188か国の中で、49か国（イギリス、カナダ、ロシア等）が法律で公共の場所すべ

てを屋内全面禁煙義務としています。 

一方、日本には屋内全面禁煙義務の法律がありません。現状、健康増進法第 25条の中で受動喫煙対策

を努力義務とし、自主的な取り組みを推進しています。地方自治体によっては、公共の場所での喫煙を規

制しているところもありますが、受動喫煙対策としては世界最低レベルの水準です。 

◆今後の受動喫煙対策 

厚生労働省は 2017年 3月に公表した「受動喫煙対策の強化について（基本的な考え方の案）」の中で新

たに導入する制度の考え方について示しており、以下がその概要です。 

[1]多数の者が利用し、かつ、他施設の利用を選択することが容易でないものは、建物内禁煙とする。 

（官公庁、社会福祉施設など） 

[2][1]の施設のうち、特に未成年者や患者等が主に利用する施設は、受動喫煙による健康障害を防ぐ必

要性が高いため、より厳しい「敷地内禁煙」とする。（学校、医療機関等） 

[3]利用者側にある程度他の施設を選択する機会があるものや、娯楽施設のように嗜好性が強いものは、

原則建物内禁煙とした上で、喫煙室の設置を可能とする。（飲食店等のサービス業他） 

◆最後に 

先にも述べましたように、日本の受動喫煙対策は、世界に比べて遅れています。この現状の中で、喫煙者

はどのように周囲の人に配慮を行っていくのか、非喫煙者はどのように自分自身の身を守っていくのかを、

少し考えていく必要があるかもしれません。是非この機会に、受動喫煙について考えてみて下さい。         

以上 

－６－ 


