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今月の記事 ・ボウリング   ・ゴルフ    ・スポーツ健康愛好会 
・地区交流会（初）   ・書絵愛好会   ・カラオケ   ・山行 

・おしらせ 
 

〇 ボウリング大会のお知らせ 

本年度最後の大会です。 

日  時：12月 26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人 1チームの団体戦（1人 2Gで平均点比較） 

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 

賞  品：優勝、準優勝、3位、ＢＢ賞、参加賞 

締め切り日：12月 13日（水） 

申し込み先：担当幹事 栗原 小百合  

           岸  雄二  

 

〇 第 53回ゴルフ大会結果報告 

第 53回洋友会ゴルフ大会が城山カントリー倶楽部（足利市）で 11月 2日（木）に開催されました、大会

は秋晴れ無風と絶好のゴルフ日和に恵まれましたが、参加者は 19名と少々寂しい開催となりました。 

成績は、優勝：上西 正久さん、準優勝：河合 泰一朗さん、三位吉田 勝昭さんでした。 

次回は城山カントリー倶楽部（足利市）で来年 6月 1日（金）9時 01分スタートを予約致しました。開催要

領は来年 4月号及び 5月号のおーろら通信でお知らせしますが、今から予定に入れていただきますよう

お願い致します。 

担当幹事：岸・野口・前田 

 

 

〇 スポーツ健康愛好会例会報告    

10月 17日（火曜日）13：30～15：30 参加者 4名 

19 日は肌寒く 12 月後半の気候になり今年は秋がなく冬到来の感がある。最近参加者が少ないのが残

念であるがトレーニングは自分自身の健康管理のためと自覚して参加している。またトレーニングはバドミ

ントンの試合のウォーミングアップでもある。アリｰナではブーメランゲームが行われており、いつものコート

は予約できず中央のコートにバドﾐントンネット準備してバドミントンの試合を最小メンバーで 1 時間程度実

施。清掃して散会。24 日は体育館で輪投げの郡大会があり全面使用で予約が出来ないためスポーツは

休会としました。   

大泉町民体育館 開催日は毎月第 3・4週（火曜日） 

担当幹事：福田勝弘   
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○ 地区交流会実施報告 

地区交流会開催のきっかけは、各種行事への参加者が一部会員に偏りがちである事や、会員相互の

交流が少ないのではないかとのことから、洋友会事務所に来て頂いて昼食をとりながら近況報告など会員

相互の交流の場を設けてはとの意見があり開催することとなりました。第一回開催は仙石、丘山、寄木戸、

妻沼地区を対象に開催することとなりました。 

会は奥山会長の挨拶に始まり、参加者の自己紹介と近況報告に移りました。 

話題は趣味や経験を生かした地域社会の活動への参加や年齢を重ねる毎に健康に関する不安や悩みな

ど各自近況を語って頂きました。予定時間を１時間半～２時間程度と考えていたのですが２時間半を超え

る盛り上がりのある交流会となりました。 

今後３か月に１回程度順次開催致します。次回開催は１月を予定いたしておりますが、開催地区に当た

った会員には別途ご案内致しますので参加を頂きますようお願い致します。（報告:前田 浩良） 

第 1回開催内容 

・対象地区：仙石、丘山、寄木戸、妻沼の 4地区合同開催 

・開催日：平成 29年 10月 19日（木）  

・会  場：洋友会事務所 

・出席者：13名 （対象会員数 40名） 

 〇 書絵愛好会例会報告 

 水彩画の題材に花を描くことが多くなりますが、季節がら花も少 

なくなり、10月 12日はリンゴ、柿、みかん、梨などの果物を描き 

ました。また 10月 26日はいずみ総合公園で写生しました。 

この日は 10月では珍しく暖かい好天に恵まれ、欅、銀杏、ポプラなど 

の木々もかなり紅葉が見られて絶好の写生日和となり、1日ゆったり 

した気分で過ごすことができました。 

 習字は屋内にて＜夜霧＞を題字に書きました。習字は毎回素人 

批評家よろしく傍から、がやがや騒がしくしますが、Ｙさんはペース 

も崩さず、向上心豊かに取り組んでいます。 

担当：渡部 正二  

〇 カラオケ愛好会例会報告 

 平成 29年 10月の例会は 3日と 10日に開催された。10月 10日にはテレビ等で話題になってい

る 47都道府県の「魅力度」が「ブランド総合研究所」より発表された。1位は 9年連続で北海

道。以下京都府、東京都の順で、最下位は 5年連続の茨城県。前回 45位の群馬県は 41位へ若干

アップした。ちなみに、市町村名順では、京都市、函館市、札幌市の順で群馬の一位は草津町の

45位であった。この順位は 6月 23日から 7月 14日にインターネットを使って 3万人以上のアン

ケートを集計した結果です。当県は温泉や世界遺産、豊かな自然などありながら、この数年は 40

位台後半に低迷していたが、大沢知事は「群馬に行ってみたいと思わせないといけない」と表情

を引き締め、奮起を誓い「群馬ちゃん」の人気向上策や群馬の宣伝映像等の数々の対策を講じて

きた結果である。我々も自分の人的な評判や魅力度をアップすべく気を使ったりした時期も有っ

たと思いますが、なかなか思う様には行きません。人々の人気も、都道府県の魅力度も上位はほ

ぼ動かずに固定的で中間がクルクルと変わります。現在、我々が楽しんでいるカラオケでも然り

です。上手な人は前橋・伊勢崎から来られる「Ｏ」さん「Ｆ」さん、地元大泉の「Ｓ」さん、太

田市在住で低音が魅力な「Ｉ」さん等は常にハイ・スコアーを出す、魅力度満点の歌い手です。

カラオケは横隔膜を使って腹式呼吸で発声し感情をこめ抑揚をつけて歌うと本当に疲れます。 
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このようにして歌うと聞いている人に感情が伝わり、スコアも伸びます。しかし、一口に腹式呼

吸で歌うといっても一朝一夕にはできないので、何とかこれを習得しようと皆さん頑張って練習

しています。ところで今月の例会は 3日が参加者多めの 14名で曲披露では 39曲（新曲 14）を歌

い継ぎ、10日は 12名で 41曲（新曲 14）を歌い継いだ。 

新曲：神戸で逢えたら(北山),夢のつづきを(秋元),残り香(小田)（以上初披露）,千鳥の舞(鏡),

海賊の舟唄(鳥羽),早鞆ノ瀬戸(水森),涙色のタンゴ(渥美),追憶はいつも雨(福田みのる)他 

懐かしい曲：浪花恋しぐれ,四季の歌,星降る街角,小樽のひとよ,君は心の妻だから他 

例会の参加者推移（単位：人） 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

 

12月 1月 2月 3月 

例会 1 10 10 12 9 11 9 14 10     

例会 2 13 12 12 12 26 11 12      

例会は今年度も原則第 1・第 2 火曜日に開催します。12月は 5日と 12日で、12月 12日は忘年会

ですので皆様奮ってのご参加をお待ちしています。 1月は火曜日が第 5迄ありますので第 1火

曜はスキップして第 2と第 3火曜日に開催します。 

忘年会 開催日：12月 12日 12時～（17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下さい（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   

Email： 

     石関 正明  

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

第 47回 12/01（金）行き先：金山 コース（当日決定） 

第 48回 12/15（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＞ 

11/3(金)祝日「文化の日」 秋晴れの素晴らしい陽気であった。呑龍様境内は菊花大会と七五三で駐車

場が満杯だった。集合時間まで菊の展示をひと回り、おいしいそうな草餅をワンパック購入。多彩な色や形

の菊が展示され見事だった。19名集まる。ストレッチで体をほぐし 10時出発。 

今日のルートは、台風 21 号 22 号の影響で土砂崩れが発生子供の国への道は閉鎖。そのため表参道

を通り受楽寺へ、水道山・八王子山を登り御城橋を渡り新田神社コースに決定。 

久しぶりに表参道が賑わっていた。初参加のMさんと話しながら受楽寺へ、水道山を登り親水広場で休

憩。大勢の中学生が居た。「木崎からここまでママチャリで来た」と話してくれた。 

その後小八王子山の東屋で休憩、新田神社に 11 時半到着。境内で二人のアシガール「足軽」の出迎

えを受け記念に集合写真を撮った。参拝後南曲輪休憩所で昼食。祝日で大勢おり、欅の下で 12時 15分

まで休憩。心地よい陽気でいつもと変わらない食事であったがなぜかおいしかった。帰途はモータープー

ルを経由、呑龍様へと下った。呑龍様は菊花大会と着飾った可愛い孫たちの七五三で賑わっていた。 

担当幹事：内田 光男 

 

〇 金婚祝い   大岡 孝行さん                            おめでとうございます                                 

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

＊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： 
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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 

奥山さん、臼倉さん、栗原(茂)さん、飯野さん 

『早朝高血圧』についてご存知ですか？（健康ニュース…洋友会本部提供） 

高血圧が心筋梗塞や狭心症、認知症や慢性腎臓病などを引き起こすことは知られていますが、なかでも、早朝の高血圧

は見逃されやすく病気の関連も注目されています。そこで、今回は『早朝高血圧』に関するお話です。  

◆早朝高血圧とは？  

血圧は一日中一定ではなく、運動や入浴時、痛みや興奮、ストレスがあったときなど活動や刺激、感情等によって一時的

に上昇しています。また、１日の中でも変動しており（日内変動）、一般的には、夜寝ている間は低く、朝起きて活動を始め

ると心臓から送り出される血液量が増えるため、朝から昼にかけて自然に上がっていきます。しかし、早朝に血圧が急上

昇してしまう場合があり（＝早朝高血圧）現在注目されています。早朝高血圧は、起床後 1時間以内に家庭で測定した上

の血圧が 135mmHg以上、または下の血圧が 85mmHg以上を基準として診断されます。 外来の診察室で測定すると正

常で、治療を受けている場合でも血圧がうまくコントロールされているようにみえるため、見過ごされやすいと言われていま

す。  

◆早朝高血圧の危険性  

早朝に血圧が急上昇する方や、日によって血圧の上がり方が異なる方は血圧が非常に変動しやすいと考えられていま

す。とくに早朝には脳卒中や心筋梗塞などの発症が多く、早朝高血圧は脳や心臓、腎臓すべての心血管疾患のリスクと

有意に関連していると言われています。また、これらの疾患は症状もなく気付かないうちに発症するため、非常に危険で

す。  

なお、早朝高血圧は寒さも関係していることがあり、寒い朝は血管が収縮し血圧が上がりやすいため、特に危険です。運

動は血圧を上げるため、寒い朝の実施は出来るだけ避けるなど注意が必要です。 

◆早朝高血圧が起こる原因  

早朝高血圧の原因はさまざまですが、次のようなケースが影響しています。 

◎高血圧の服薬治療が不十分   降圧剤の効果が十分に得られておらず、薬の効果が翌日の朝まで持続していない。  

◎糖尿病や腎臓病、睡眠時無呼吸症候群などの持病がある   

自律神経の障害と関連があるため、夜間も血圧が下がらず早朝に高血圧の状態になりやすい。 

◎睡眠不足やストレス      自律神経の障害を起こしやすい睡眠不足や質の悪い睡眠、ストレスなどが血圧に関連し、  

休日明けの朝は血圧が上がりやすいという研究報告もある。  

◎喫煙・飲酒      喫煙は血管を収縮させ、吸っている間は血圧を上昇させる。また、過度な飲酒は睡眠の質の低下 

や脱水などを引き起こし、翌朝の血圧を上昇させる。 

◆早朝高血圧の対処法   

◎寒さへの対処   

足の冷えを避けるため、お風呂にゆっくり浸かる、夜にストレッチを行う、睡眠用の靴下を着用するなどで身体を温めま 

しょう。 また、朝は目覚めてすぐに立ち上がることや朝風呂、冷たい水での洗顔は避け、トイレや脱衣所、浴室内（シャ 

ワーを浴びる場合）なども暖かくしておくことをお勧めします。さらに、早朝に外に出るときは着込んでおくことを忘れな 

いようにしましょう。  

◎普段から高血圧を予防する   

肥満の解消、減塩や血圧を下げる食品（野菜、果物、塩分の少ない魚）などを意識して摂る、節酒・禁煙、適度な運動

（例:心拍数 100～120拍/分になる早歩き）、生活リズムを整えるなど、日頃から生活習慣の改善を行うことが大切です。  

◆最後に  

脳卒中などの血管障害は痴呆や寝たきりの原因になり得るため、 高血圧を防ぐことが重要です。末永く健康的な生活

を送るために、 家庭での血圧測定を行い、ご自身の血圧の状態を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。そして、

その結果に応じて治療や 生活習慣の改善を行っていきましょう。                                     以上 
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