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○ 第 108回山行「霊山 825M」ハイキングご案内 

福島県伊達市のシンボルで古くから山岳信仰で栄えた霊山は、風化作用で浸食された岩壁が屏風のよ

うに聳える。奇観と紅葉で知られ四季を通して登ることができる山です。 

歴史的には 9世紀頃慈覚大師円仁が霊山寺を開山。北畠一族をまつる霊山神社・霊山城跡・国司館

跡があります。今回はゆっくりと自然と歴史にふれながら巡ります。 

ハイキングの後はお風呂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あえます。皆様の参

加をお待ちしています。 

日時：2017/10/22(日) 

温泉：こどもの村「りょうぜん紅彩館」 ＴＥＬ024-589-2233 ＠400  

集合：パナソニック正門前駐車場 午前５時 

募集人員 24名 

費用：割り勘  

申込みは 0000-00-0000or 0000000@000.0000.00.00 内田まで 

（期限：10月 7日(土) 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下さい。 

ルート ：大泉 P 5：00発⇒太田桐生ＩＣ⇒＜北関東道・東北道＞⇒福島西ＩＣ⇒国 115号国 4号・県

309号・県 308号国 115号⇒霊山こどもの村⇒霊山登山口⇒9：00着予定 

コース ：（所要時間 3H）登山口 9：30発→＜20分＞→見下し岩→＜20分＞→護摩壇→＜15分＞

→西物見岩→東物見岩（最高峰 825ｍ）→＜15分＞⇒三角点（805ｍ）→＜30分＞→見下し

岩→＜20分＞登山口着 14：00 ⇒りょうぜん紅彩館 

ルート：りょうぜん紅彩館 15：30発⇒往路を戻る⇒大泉着予定 19：30 

担当幹事： 内田光男 

○ 秋の洋友会コンペ参加者ただ今募集中 

秋の洋友会コンペを “城山カントリー倶楽部”（足利市小俣町）で計画、群馬地区会員であればどな

たでも参加出来ますので是非参加お願い致します。 

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（火）  

・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。 
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・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：000000@00000.00.00 

      携帯：000-0000-0000 

野口三男 TEL：0000-00-0000 E-Mail：000000@0000.0000.00.00 

    岸  雄二 TEL：0000-00-0000E-Mail：00000@000.00.00 

○ グラウンドゴルフ大会のお知らせ 

日  時：10月 26日（木）9:00～11:00 

        11月 16日（木）9:00～11:00 

場  所：スバル運動公園（大泉町） 

締切り日：10月 11日（水） 

用  具：事務局で準備致します。 

担当幹事：小林 一夫 TEL:0000-00-0000 

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

○ カラオケ愛好会例会報告 

 8月は暑気払いの月で第１週から盛り上がっています。第１週（8月１日）は参加者 11名でし

たが、暑気払いを意識して発表曲の練習等をする人や発表曲を決める人が見受けられました。ま

たこの日は最近流行（？）のゲリラ豪雨が 3時過ぎに大泉町を襲ってきてその激しさにビックリ

しました。まるでバケツをひっくり返したような降り方で記録的短時間大雨情報が発令されてい

るではないかと思えました。4時を過ぎてもその勢いは衰えず、終了予定の 5時に帰宅出来そう

にありませんでしたので、急遽終了時間を 30分延長して様子を見ることにしました。その甲斐

あって（？）5時頃から少し勢いが弱まってきて 5時半には通常の雨模様になったので全員帰路

につきました。 

 8月 8日いよいよ暑気払い当日、参加者は急遽身内に不幸があった 1名を除いた 26名が 11時

半頃から三三五五に集合。分担し買い出ししてきたお菓子や飲み物そして果物を袋分けし、軽食

とビールと共に皆さんにお渡ししました。早速腹ごしらえをして本番に備えます。“Ｓ” さん

より毎回差入れして頂く本格派ウイスキー“シーバスリーガル”は上戸さんには人気の的であっ

と言う間に空いていきます。12時半福田会長の開会の挨拶のあとトップバッターから発表開始。

最初の曲は北原ミレィの新曲「ワッショイ」、明るい曲で場を盛り上げ、“ワッショイ”という

掛け声を掛けることが発声練習にもなりエントリー曲としては最適かなと思えました。続いて、

今話題の「わすれ宿」が歌われましたが、最初は鳥羽一郎のメロディで歌われ、その後五木ひろ

しのメロディで歌われました。順番に発表された曲は最新曲あり、懐かしの名曲あり、ｊ-ポッ

プスありで多種多様でした。また初参加者が 3名いて新しい空気を吹き込んでくれ大変良かった

と思います。第一幕のトリは名曲“熱き心に”で〆て、デュエット曲の第 2幕へ。 

 デュエットの組み合わせはクジ引きで決め、急遽ペアになったお二人で各々の曲名を決めて頂

きました。中にはお互いの得意曲が噛み合わず選曲調整に手間取るペアも見受けられ、笑いを誘

っていました。発表場面では各ペアとも急づくりとは思えないような息の合いようで観客も大い

に楽しんでいました。ここで、全員集合の記念写真撮影でしたが、通常使用の一眼レフカメラの

調子が思わしくなく、急遽デジカメでの撮影に変更、ちょっと解像度が心配でしたが、何とか集

合写真は完。 

第 3幕のビンゴゲームですが、ビンゴした人から好みの景品をゲットする方式がすっかり行き

渡ってスムーズに進行しました。今回は気のせいかサポーターさんも含めた役員の方が比較的早

くビンゴしたようです。ビンゴが終わるといそいそと帰り始める人もいましたが、歌い足りない

人は残った飲み物を飲みながら大部屋と小部屋と別れて 5時まで歌いつなぎました。 
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 今月の主な新曲：涙色のタンゴ(渥美),男の夢(北島),希望坂(鳥羽),ワッショイ(北原),恋花

(坂本),追憶はいつも雨(福田みのる), 

 馴染みの曲：夢追い酒,矢切の渡し,サボテンの花(チューリップ),川,お祭りマンボ,横浜たそ

がれ 

 デュエット曲：ふたりの大阪,銀座の恋の物語,北空港,二輪草,今夜は離さない, 

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 11 

例会 2 13 12 12 12 26 

例会は今年度も原則第 1・第 2火曜日に開催します。 

10月は 3日と 10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ください。 

担当幹事：奥山 泰彦  000-0000-0000 

       石関 正明  0000-00-0000 

○ スポーツ健康愛好会例会報告     

8月 22日（火曜日）13:00～15:00 参加者 6名 

第 3週はお盆で休会。22日は雨続きが途絶えて真夏日となる。甲子園では高校野球の午前中の

準決勝で広陵対天理が打撃戦で一大会での本塁打数 6の個人最多記録も更新された。午後の試合

は関東勢同士でテレビ観戦するためトレーニングを早出した方もいました。本日はボウリング大

会があるため輪投げ器具は用意せず。バトミントンは 14時からとしてアリーナにコートのネッ

トを張り準備も完了。暑いといいながら試合を開始。時間に遅れた方も試合に合流。かたづけ清

掃はボウリングに参加しない方に依頼して散会。ボウリング場へ 

   

担当幹事： 福田勝弘 (0000－00－0000)   

大泉町民体育館 開催日は第 3・4週（火曜日） 

 

〇 書絵愛好会例会報告 

 水彩画は 8月 3日バラとかすみ草の切り花、8月 24日はアイヌ 

の木彫り像とクマのぬいぐるみを題材として描きました。バラと 

かすみ草では特に白っぽい部分の描写がポイントになります。 

透明水彩画の技法の１つとして＜のこし＞があります。 

きれいな白を出すには、基本的に白色の絵の具は使用せず、紙の 

白生地を残します。かすみ草のように沢山の小さな白い花を描く 

にはマスキング液を使用して白生地を残します。 

右の絵もその方法で描いたものです。アイヌの木彫像とクマの 

ぬいぐるみは色が単調なため、鉛筆によるデッサンに淡採で描き 

ました。習字は 8月 3日は＜朝顔＞、8月 24日は＜処暑＞でした 

が、処暑とは二十四節気の一つで 8月後半の朝晩少しづつ秋の気配 

を感じる頃だそうです。 

担当：渡部 正二 TEL:0000-00-0000 
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○ 第 107回山行「雲取山」ハイキング報告 

パナソニック№8駐車場を 5時出発。幸い青空も少し見え雨 

の心配はなかった。2名のキャンセルで総勢 17名となった。 

道の駅秩父で休憩後三峰神社駐車場に予定通り 7時 40分 

到着。登山支度をしてストレッチで体をほぐし 8時出発。階段を 

登りビジターセンターの前を通り山道へ。登山口の鳥居で登山届 

を投函。三峰神社千年の森を通り奥宮のある妙法ｹ岳の分岐を 

過ぎ炭焼平に 9時 10分着休憩。太陽寺への分岐となる地蔵峠 

を過ぎ、しばらく行くと霧藻ｹ峰に 10時到着。秩父宮殿下が命名した霧藻ｹ岳の「霧藻とは」を知る。休憩

所で水の補給や今年の標高年の記念碑「雲取山 2017ｍ」の請願書に署名。お清平へ下ると白岩山まで

標高差 500ｍほどの大きな登りとなる。途中 2回ほど休み前白岩山に 12時到着。緩やかな尾根を歩き廃

屋の白岩小屋で休憩する。小屋から高度差 170ｍほど登り白岩山に 13時 30分到着。登りの連続で皆バ

テ気味、山頂で一頭の鹿に出会う。人に慣れているのか逃げず餌を食んでいた。芋の木ドッケの案内板

にて芋の木とは「こしあぶら」でドッケとは「尖った所」の意味だと知る。途中初めて見る花「シラヒゲソウ（白

髭草）」に出会う。ナデシコに似た花で、後で名を知った。大タワ 14時着休憩する。細い稜線を歩き男坂

分岐で二手に分かれる。急登を喘ぎ登ると傾斜は緩くなり廃屋の雲取ヒュッテを過ぎ 7時間 15分無事雲

取山荘に到着。明日の天気が分らないため休憩後 15時 35分雲取山頂へ出発。山頂に 40分ほどで到

着、標高年記念碑をバックに集合写真を撮る。雲が多く富士山は見えなかった。避難小屋へ行き山梨百

名山と明日の下山道を確認 16時 40分下山する。下山後夕食まで 30分の短い時間屋外で缶ビールを

飲み登頂を祝った。食後は部屋で消灯まで酒宴を開き談笑する。 

二日目 雲取山荘～鴨沢登山口 曇り 

巻道 30分ほどで小雲取の分岐に出る予定だったが朝露で濡れた笹が道をふさぎ歩きにくく 1時間ほ

ど掛かってしまった。小雲取分岐で広い道となりホッとする。振り返ると昨日登った雲取山頂がよく見えた。

ブナ坂分岐にて七ツ石山頂ルートと分かれ巻道を行く、尾根の腹を巻く道は谷が深くどこまでも落ち込

んでいた。長い樹林帯の中の道を下り続け堂所に 9時 45分やっと出た。先が見え！ホッとする。大きな

看板のある林道登山口に 11時 40分到着。素敵な看板で集合写真を撮る。 

小袖駐車場を通過。脇の登山道で国道沿いの鴨沢駐車場に下る。バスはすでに下に見えた。長い下り

で皆疲れた様であった。12時 15分到着身支度を済ませ丹波山温泉へ。道の駅丹波山に車を止め吊橋

を渡る。のめこい湯のぬるめの湯に浸かり体の疲れを取る。食堂で生ビールを飲み心を癒し、道の駅で

お土産を買い帰路に着いた。 

国道 411号で奥多摩湖沿いを走り青梅ＩＣで高速にのる。途中狭山ＰＡで休憩し一路大泉へ。退社時

間になるので渋滞を心配したが予定通り 17時 30分№8駐車場に到着無事解散した。 

担当幹事： 内田光男 

 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

第 43回 10/06（金）行き先：足利塩坂峠（山王山徒歩約 4時間） 

第 44回 10/20（金）行き先：足利塩坂峠（越床峠徒歩約 4時間） 

集合場所：足利市樺崎八幡宮 ＡＭ10：00集合 ＜地図添付＞ 

＜報告＞ 

9/1(金)久しぶりとなる金山、15名が集まる。Ｙさんのストレッチで体をほぐす。 

「金山でも登ろう会」の発起人であった仁後さんを悼み全員で黙祷。今日のコースは呑龍様の

参道を通り受楽寺へ、親水公園より八王子山を登り新田神社へのコース。久しぶりの夏日で暑い。

親水公園、八王子山東屋で休憩をとり御城橋を渡る。いつもは右の展望コースで新田神社に出る
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が今回は左の山道を登り新田神社に 11時 40分到着お参りをした。南曲輪休憩所大欅下で昼食 12

時 20分集合写真を撮り下る。モータプールでまた集合写真を撮り下山大光院に 13時 30分到着

早めの解散をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当幹事:内田 光男 

〇 「ぱそこん困った相談」を開設しております 

開催場所：洋友会群馬 事務所にて（TEL:0276-62-6782） 

開催日時：毎週水曜日 12:30～14:30の２時間程度 

（＊洋友会事務所まで電話して頂き、確認してからご来訪下さい） 

パソコンで困った事があれば、なんでも無料相談受け付けます。 

ぜひ気軽にご利用下さい 

担当幹事：臼倉 敏和 

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

〇 金婚祝い 

  高井 信秋さん、山田 浩さん、高木 実さん、伊藤 征四郎さん、鈴木 進さん 

                             おめでとうございます 

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

〇 訃 報 

仁後 嗣郎 さんが 8月 19日に亡くなられました  82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 

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

 

樺崎八幡宮 

足利ＩＣ 

国 293号 

至
足
利
女
子
高 

至越床トンネル 
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○ ボウリング大会（8月 22日）の実施報告 

 奥山会長の始球式で始まり、白熱したチーム戦を展開しました。当初予定した組み合わせメンバーが

そろわず、急遽コンバートされたＩさんの急造チームが、全盛期に近いＩさんの実力発揮により見事優勝を

飾りました。 

優勝 ：石田 敏、斎藤 正子、岸 雄二チーム 

準優勝：中村 三千夫、久保田 武房、栗原 小百合チーム 

参加人数：10名（女性 2名） 

担当幹事：栗原 小百合、岸  雄  二  

○ 「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 

長井さん、前田さん、関根さん、奥山さん、城田さん、久保田さん 

○お知らせ 同志社「地域交流会講演会のご案内」 

演題：近代日本を俯瞰し、今後の日本について考える 

講師：ノンフィクション作家・評論家 

   保坂 正康 氏 （同志社大学ＯＢ） 

日時：2017年 10月 21日（土） 

開場：12：00 講演 13：00～14：30 

場所：マリエール太田 

入場料 無料 

申し込み先：参加希望者はマリエール太田に直接電話して下さい（℡0276-45-3111） 

〇 閑話休題パズルに挑戦（ある数字遊びの世界）の解答例 

 先月のおーろら通信で提示した表題の件について解答例を説明します。 

・・・0から 9 までの 4つの数字を加減乗除及び( )を使って“10”を作る遊び・・・ 

１） 初級：加減算のみとか、あまりヒネらないで解ける問題（先月号の問題の①②） 

２） 中級：四則演算子を３つ使ったり、ちょっとヒネッた考えをしないと解けない問題（同上③④） 

３） 上級：整数だけで考えては解けない問題、分数を使って解く問題（同上⑤⑥） 

 解答を得るための「コツ」 

  ・加減算のみで”10”にならないか工夫してみる。 

  ・大きな数字（X）に着目し、残りの３つの数字で（10－Ｘ）を作れないか考える。 

    NGの場合次に大きな数字で同じように考える。順次同じことを繰り返す。 

  ・5があったら残りの 3つの数字で 2 を作れないか考える。 

  ・2つの数字で 5を作り、残った 2つの数字で 2が作れないか考える 

  ・2つのゾロ目（XX；X=1~9） Xの値に依らず 0 と 1が作れる。X－X、X÷X 

  ・3つのゾロ目（XXX；X=1~9） Xに依らず 0､2が作れる。（X－X）＊X、（X+X）÷X 

                 また X自身と X±1が作れる。X+X-X、X±X÷X 

  ・XXX9は必ず解がある。 

  ・1YXXは必ず解がある。 

解答例 

問題①8383････8-3+8-3  問題②1260････2＊(6-1)＋0  問題③4467････7＊(6-4)-4 

問題④6789････8÷(9-7)+6  ,  (9-7)*8-6 , (7+8)＊6÷9 

問題⑤9119････(1+1÷9)＊9  問題⑥1158････8÷(1-1÷5)  
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