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

 
 

○ 第 109回山行「パノラマ台 1328ｍ」ハイキングご案内 

 富士のビューポイントとしてパノラマ台は山中湖と精進湖の二ケ所あります。今回は精進湖と本栖湖の

間に位置する精進湖パノラマ台をハイキング致します。 

山頂からは正面に富士を望み、眼下には精進湖と本栖湖が見える絶景ポイントです。 

パノラマ台登山口から登り約１時間半でパノラマ台に着きます。絶景を堪能した後は烏帽子岳を越え本

栖湖へと縦走致します。 

ハイキングの後は地下 1500ｍからの天然温泉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：2017/12/10(日) 

集合：パナソニック正門前駐車場 午前５時 

募集人員 24名 

温泉：富士西湖温泉「いずみの湯」 ＴＥＬ 0555-82-2641 

費用：割り勘  

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

（期限：11月 11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ください。 

ルート ：大泉 P 5：00発⇒東松山ＩＣ⇒＜関越道・圏央道・中央道＞⇒河口湖ＩＣ⇒国 139号⇒ 

パノラマ台登山口⇒8：30着予定 

コース ：（所要時間 3H）登山口 9：00発→＜55分＞→根子峠→＜20分＞→パノラマ台→＜25分＞

→烏帽子岳→＜60分＞→本栖湖登山口→＜10分＞本栖湖駐車場着 13：00 ⇒ 

富士西湖温泉いずみの湯  

ルート ：いずみの湯発 15：00発⇒往路を戻る⇒大泉着予定 19：00 

担当幹事：内田 光男 

〇 「一面のコスモスと葡萄にりんご…満喫の信州旅行」  

毎年、恒例の秋の旅。今年は初秋の信州を訪れ、花観賞と食べ物満載の大満 

喫ツアー（9月 15日）でした。 

旅行担当幹事が、旅を計画する上で毎回頭を悩ますのが天候。今回も秋の 

長雨情報が天気予報で報じられハラハラしましたが、旅行の日だけが雨を 

避けホット一息。6時 45分に大泉役場前に集合した参加者 37名は、元気に 

信州を目指しました。 

今回は日帰りの旅とあって、楽しみのお酒も、昼食までの限定つき。そのためか、発車してし

ばらくすると車中も一気に盛り上がり、和気あいあいの光景へ。しかし、目的地が隣の県とあっ

て、カラオケの盛り上がりを見ることも無く、最初の目的地である黒姫高原コスモス園へあっと

いう間に到着。 
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このコスモス園は、44年前から一本いっぽん人の手で植えられ続け、今では「ひとめ 100万本

のコスモス」として愛されるまでに。新聞読者が選ぶ、日本一のコスモスに選ばれたこともある

のだとか。麓から見渡す色とりどりのコスモスは圧巻のひとこと。参加者の皆さんはリフトに乗

り、花の上からも次々と展開する色のハーモニーを満喫。下界ではまだ暑さが残る中、初秋の爽

やかな風に吹かれながら写真を撮ったり、おしゃべりをするなどして楽しみました。また、リフ

ト脇にはチョコレートコスモスが咲いていて、名前の通り、香るコスモスに話も盛り上がりまし

た。 

またこの園の隣には、50種 2000株が売りのダリア園もあり、ここでも色とりどりに咲かせる

珍しい品種のダリアを鑑賞。美しいダリアと一緒に記念撮影をする姿があちこちに見られました。 

次に訪れたのは信州フルーツランド。ここでは隣接のぶどう園で巨峰狩りを。一行は担当者か

らぶどうの取り方を教えて頂いた後、美味しい myぶどうを目指して園内へ散らばったものの、

袋をかぶったぶどうでは中味が吟味出来ず、あれやこれやと園内をうろうろ…大きな房をゲット

した人、残念な顔になった人それぞれでしたが、自分で探したぶどうに満足したようでした。こ

の後はランドに戻ってお楽しみのランチ。ここでは信州牛のすき焼きをはじめ栗おこわやアツア

ツの茶わん蒸しなどがもてなしてくれました。 

お腹がふくれた後は小林一茶や葛飾北斎などの作品が話題の小布施へ。ここでは、しっとりした

風情あふれる街を散策しながら、おやつプレゼントの栗おやき、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ゲット。おやつに釣られての小布施散策はあっという間の一

時でした。そして観光最後は中条フルーツ農園でのリンゴ狩り。季節的には少々早目のリンゴ狩り

でしたが、たわわに実る赤いリンゴ狩りにウキウキしながら気に入ったりんごをもぎって食べまし

た。最後は自分のお土産用のリンゴを 2個探しご満悦の笑顔がみられました。 

帰路のバス車中は、ビンゴとクイズのお楽しみタイム。皆さん一喜一憂しながらカードとにら

めっこをしたり頭をひねっていました。 

遊びの一日はあっという間。大泉役場へ 

戻ってくると、参加者の皆さんは沢山の 

お土産を抱えて家路へ向かいました。 

担当幹事：斎藤 正子 

○ カラオケ愛好会例会報告 

 カラオケ愛好会 9 月例会は 5 日と 12 日に通常通りに開催。例会 2 の 12 日は宇宙の日であり、

1992年 9月 12日、毛利衛さんがスペースシャトル・エンデバーに搭乗したことにちなみ制定さ

れた。館林市にゆかりのある日本人の女性初の宇宙飛行士 向井千秋さんや他の宇宙飛行士の活

躍が多くの子供達に夢を与えてくれています。しかし現実では北朝鮮のＩＣＢＭが我が国上空を

通過し、“ｊアラート”が鳴り響き、“北朝鮮の金主席”が日本は我の思うままと恫喝して、我々

を不安に陥れている。噂によれば“防空設備(家庭用シェルター)”の製造・敷設が間に合わない

程の注文が入っているそうです。“平和ボケ(？)の日本人”に鉄槌が振り下ろされた感じですが、

如何に対処しようかとの国家的な意見・対策は無いようです。9月 15日の洋友会バス旅行の車内

で朝７時過ぎにも警報がなりました。「北海道方面をミサイルが通過したという知らせであった

が、そうではなく安全な場所に逃げてくださいという知らせ」であったら、どんなであったでし

ょうか？我々は安全の確保を米国に依存するだけで良いのでしょうか？国会が解散され衆議院

選挙がありますが、政策課題に載せて十分議論して欲しいと思います。我々も趣味であるカラオ

ケにも色々な興味を持って元気に積極的に参加したいものと思います。さて当のカラオケは如何

に？暑気払いが終わり一服ついたためか参加者は 9名と 11名と少な目で有りますが、皆さん元

気に高得点を目指して歌い込んで居ます。懐かしい歌あり、新曲あり、デュエット曲ありで 5日

が 37曲、12日も 37曲と時間ギリギリの 17時一杯まで歌い継ぎました。 
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新曲：追憶はいつも雨(福田みのる),わすれ宿(五木),早鞆の瀬戸(水森).男の駅(走裕介),大阪ひ

とり酒(男石宣隆),涙色のタンゴ(渥美) 

懐かしい歌：おまえに,矢切の渡し,雨に咲く花,星の流れに,北上夜曲,夕焼け雲,とんぼ,みだれ髪 

例会の参加者推移（単位：人） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

例会 1 10 10 12 9 11 9 

例会 2 13 12 12 12 26 11 

例会は今年度も原則第 1・第 2 火曜日に開催します。11月は 7日 

と 14 日、12月は 5 日と 12 日開催です。 

12月 12日は忘年会ですので皆様の奮ってのご参加をお待ちして 

います。忘年会 開催日：12月 12日 12時～、参加費：1,500円 

場所：まねきねこ大泉店 

参加予定者の方は 11月 28日まで担当幹事に連絡してください 

（発表予定曲 1曲を添えて）。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 

       石関 正明 0000-00-0000 

○ スポーツ健康愛好会例会報告     

9月 19日、26日（火曜日）13：30～15：30 参加者 12名 

19 日、朝夕は秋らしさを感じる気候になってきたが日中はまだ暑さがあり体育館入り口には熱中

症注意の表示が出ている程である。トレーニング室は外国人の利用が増えている｡血圧計で測定

して異常のないことを確認してトレーニングを開始。参加者も増え日帰り旅行などの会話。所定

の機器を活用して完了。アリｰナでバドﾐントンコートへネット、側面に輪投げ機器の設置。先に 2人で輪

投げの練習。メンバーが揃ったところでバドミントンの試合を 1時間程度実施。 

26日、天候快晴。体育館アリーナは全面使用でバレーボール、バスケット競技で賑やかである。私は

トレーニングを 12時から実施。すでに洋友会会員の 2名が実施中。13時からは参加クラブの卓球の練

習にも参加。14時 30分からはバドミントンのコート、輪投げ器具準備。バドミントン試合を開始。西側から

の日差しが眩しくなり、カーテンを閉め試合を続行。途中水分補給休憩。女性持参の果物を食べ談笑し

ながらエネルギー補給。試合をはずれた方が輪投げの実施。コート清掃後散会。 

担当幹事：福田 勝弘 0000-00-0000 

 

〇書絵愛好会例会報告 

 書絵愛好会は発足以来 6年目となります。活動もやや、まんねり気味もあり、作品集を作り、1区切りを

つけ、また気持ちを新たに活動することにしました。また 9月から 1人、新会員が加入しました。 

しかも水彩画と習字の両方に心得があり、自由に選んで活動し

てもらうことになりました。今後新しい風を吹き込んでもらい、 

ますます活気ある書絵愛好会にしたいものです。 

水彩画は 9月 7日と 9月 21日にそれぞれ季節を代表する 

花、コスモスと彼岸花を題材に描きました。 

いずれも多く重なる花びらと葉っぱの描写が難しく、技術と 

テクニックを要します。習字も＜稲穂＞を題字にいずれも 

秋にぴったりの字を選んで書きました。 

担当：渡部 正二 TEL:0000-00-0000 
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○ 2017年度第 1回目のミニ講演会結果報告 

9月 8日予定通り“ロコモティブシンドローム（ロコモと略す）について”のミニ講演会が 25名参加で開

催されました。講師は伊藤超短波株式会社の本多俊行様と仲介役の安田整体療術院の安田院長様（ア

シスタント役）です。1時から右足、左足、右腕、左腕、体幹部の体脂肪率、脂肪量、筋肉量を測定し、そ

れらの測定結果の数値についてどのようなリスクがあるかを解説して頂きました。他人事ではなく、自分

自身の結果が提示されるので皆さん真剣に聞き入っていました。 

ロコモ患者は予備軍も含めて日本全体で 4,700万人ということです 

ので、60歳以上の私たちにとっては全員対象者といっても過言では 

ない状況です。ロコモチェックを行いましたが 7点のうち 2点が該当 

するとロコモの可能性があるとのことですが、片足立ちで靴下を履ける 

かというのが一番厳しそうでした。ロコモの 1つの原因である関節痛の 

完治は難しいけれども、下肢の 3本のメインの筋肉量を増強することに 

より痛みを和らげることはできる。これらの筋肉のうち大腿四頭筋はウォ 

ーキング等で鍛えられますが、ハムストリングと下腿四頭筋は四股、スク 

ワッドまたは和式トイレの利用等が効果的とのことです。しかし既に痛みが 

激しく運動ができない段階まで進んでしまった場合は EMS治療（電子治 

療器）が推奨とのことです。EMS治療の体験を数人の方がしましたが、非 

常に軽くなったとのことです。講師の説明は Q＆A形式で、正解者には景 

品を進呈されるので、活発な発声があり、時間が過ぎるのも忘れてあっと 

いう間に定時になりました。1年に一回は是非開催して欲しいという希望が 

沢山ありました。 

EMS治療とは電気的刺激による筋肉のトレーニング法で、一定の周波数の 

電気で筋肉を刺激することにより、筋肉を効率的に動かし、筋肉中でエネ 

ルギーを消費して高い運動効率を得られます。筋肉の主機能は収縮であ 

り、トレーニングは強度の収縮運動ですが、これは自己の意思によっても、 

EMSでも全く同じメカニズムで行われます。柔道選手や日本人メジャーリ 

ーガ等のプロ野球選手など沢山のアスリートは運動に加えて EMSでも筋 

肉強化をしているとのことです。 

担当幹事：奥山 泰彦 

〇 囲碁大会結果報告 

今期第 3回の囲碁大会は、平成 29年 9月 15日（金）に 10名の参加者で、12時 20分より開始致し

ました。会場は、洋友会新事務所隣の会議室。 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。 

優勝（全勝） 林 肇、二勝賞  佐藤 仁、小内邦彦、城田隆之         

次回の囲碁例会は，平成２9年１１月１７日（金）を予定しています。 

囲碁をする仲間がもっと増えたら良いと願っています。見学したい方、練習碁を打ってみたい方、気楽に

参加していただき、交流を広げていきたいと思っています。     

担当：川合 道朗  

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

第 45回 11/03（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

第 46回 11/17（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  
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＜報告＞ 

10/6(金)「予報では午後 3時から雨」、空はどんより曇っていた。樺崎八幡宮に 24名が集まる。Ｙさん

のストレッチで入念に体をほぐす。初参加のＹＴさんを紹介し 10時出発。 

塩坂峠登山口は北関東道塩坂峠トンネル入口脇にある。足利市ハイキングマップにはマンサクの咲く

みちコースとして紹介されている。高速の側道を 600ｍほど歩き高架をくぐり林道を歩く。右に家庭菜園が

出てきた。イノシシにやられない様、柵で囲われている。菜園端にマンサクの木に名札が掛かっていた。 

しばらく進むと大きな道標に塩坂峠登山口とある。ここから緩やかにくねった道を案内に従い進むと樺

崎八幡宮から 50分で峠に出た。ここから下ると出流原弁財天に右の尾根道を辿ると越床峠に出られる。

休憩後尾根道を左に山王山へ進む。小さなピークを幾つか越え朝日山で 11時 40分休憩。途中所々に

萩が咲き秋を告げていた。寺久保山の分岐を過ぎ少し下ると林道に出た。林道を左に辿り登山口に、急

登を登り終えるとなだらかになり笹の中に石祠が現れた。12時 40分山王山に到着した。山頂は笹やナラ

の木で覆われていた。わずかな樹間から足利の町や行道山の山並みが見えた。集合写真を撮る場所も

ないので昼食後林道を下る。途中盛りを過ぎた赤ツリフネソウの群落発見。里近くでは道端で大きな栗

拾いを楽しんだ。樺崎神社に着くころには雨が降ってきた。14時 20分集合写真を神社の階段で撮り無

事解散した。他に登山者は無く紅葉には少し早かったが静かなハイキングを楽しめた。 

担当幹事：内田 光男 

〇 第 67回麻雀大会結果報告 

 今年度 2回目（通算 67回）の洋友会群馬麻雀大会を秋晴れの 10月 5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、石塚勝憲さんが優勝 

を飾りました。石塚さんは２年前準優勝されてから久しぶりの栄冠です。誠に 

おめでとうございます。準優勝は加藤博史さん、3位は河辺義郎さんで前回優勝された実力者です。 

4 位は黒河建三さんでした。次回は平成 30年 2月 8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 

------------------------------------------------------------------------------------- 

〇 金婚祝い 

小林 元さん、 成塚正敏さん                           おめでとうございます 

〇 新入会員 

中村 裕さん                                      宜しくお願い致します 

――――――――――――――――----------------------------------------------------- 

＊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：080-5682-8551 

○ 「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 

奥山さん、臼倉さん、斉藤さん、関根さん、小林さん 
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その症状、本当に風邪ですか？（健康ニュース…洋友会本部提供） 

季節の変わり目は、風邪を引きやすい時期ですが、鼻水やくしゃみなどが続く場合は、花粉症

やハウスダストなどのアレルギーの症状である場合もあります。そこで今回は『秋の花粉症』に

関するお話です 

◆花粉症は春だけではありません 

 花粉症と聞くと、春に症状が現れるというイメージを抱く方もいらっしゃるかと思います。し

かし、日本では花粉症を引き起こす原因となる植物は約 60 種類といわれており、秋でも症状

が出る可能性はあります。 

【秋の花粉症の原因植物】 

秋の花粉症は主に背の低い、草花の花粉によって引き起こされます。通常毎年 8～11 月頃ま 

でが秋の花粉の飛散時期とされ、ピークは 9 月中(植物や地域、天候などにより異なる)です。 

ヨモギ、ブタクサなどが秋の花粉症の代表的な植物です。 

【春の花粉症との違い】 

ブタクサなどは花粉の粒子がとても細かいため、春のスギ花粉と比べて、ぜんそくの原因と 

なる可能性があります。スギなどと比べて花粉の飛散距離が短いため、花粉症の原因となる植 

物が生えている場所に近付かないことで、花粉の付着を防ぐことができます。 

◆花粉症の症状 

 秋だからと言って、症状が変わるわけではありません。次のような症状がある場合は、花粉症 

の可能性があります。 

○くしゃみが連続して出る 

○透明でサラサラとした鼻水が出る 

○1 週間以上くしゃみや鼻水が続く 

○目がかゆい 

○微熱が出る(高熱は出ない) 

○空気が乾燥している日や、晴れた日に強く症状が出る 

◆花粉症予防･対策 

 花粉症の予防と対策についても、春と同様、以下のような方法に効果があります。 

 ○花粉の飛散が多い時期は不要な外出は控えめにする 

○外出時はマスク･メガネ･帽子などを着用する 

○上着はウールなどを控え、花粉が付着しにくいツルツルとした素材のものを選ぶ 

○家の外で衣類やペットに付着した花粉を落としてから帰宅する 

○帰宅後は手洗い･うがいを行う 

○外干しの洗濯物は、花粉を落としてから取り込む 

○掃除をこまめに行う 

○規則正しい生活と、ストレスを溜めないことを心がける  

◆最後に 

花粉症の症状がある場合は、春と同様に対策を行うことで、症状を緩和することができます。

スポーツや紅葉狩りなど、外出する機会が増える季節ですので参考にしてみて下さい。 

以上 
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