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〇 第 68回麻雀大会開催のお知らせ 

今期 3回目（通算 68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１月９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。 

 日 時 ：平成 30年 2月 8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：1月 23日（火） 

  担当幹事：小倉 一雄 TEL:0000‐00‐0000 Email:00000000@000.0000.00.00 

〇 第 110 回山行鎌倉アルプス「葛原岡・大仏ハイキングコース」ご案内 

第 98回で計画した鎌倉アルプス、当日荒天で歩くことができずリベンジ。 

鎌倉にハイキングコースは五コースほどあります。鎌倉市街の北にある尾根コース。北鎌倉駅から源氏

山公園を通り鎌倉大仏・長谷寺まで歩きます。早春の梅の香匂う古都、鎌倉を「名刹・古刹」を巡りながら

一味違ったハイキングをしてみませんか。ゆっくりとハイキングを楽しんだ後は茅ヶ崎にある「竜泉寺の湯」

で山の疲れを癒し日頃のストレスを解消しましょう。皆様の参加をお待ちしています。 

日時：2018/02/11(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：竜泉寺の湯 

費用：割り勘 

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

（期限：1月 10日・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時発⇒東松山 IC⇒＜関越道・圏央道＞ 

⇒茅ヶ崎海岸 IC⇒＜国 134号＞⇒北鎌倉駅 8時着 

コース：（所要時間３時間）8：30発→＜30分＞→浄智寺→＜20分＞→

葛原岡神社→＜10分＞→銭洗弁天→＜25分＞→鎌倉大仏（高徳院）→＜1０分＞→長谷寺

→＜10分＞→江ノ電長谷駅 12：00着 

ルート：江ノ電長谷駅発 12：10⇒＜国 134号＞⇒竜泉寺の湯 14：30⇒茅ヶ崎西 IC⇒<圏央道・関越道＞ 

⇒東松山 IC⇒大泉着 P 19：30 

 

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/ 
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―記― 

http://yoyugunma.sakura.ne.jp/


【山遊会総会のご案内】 

今期山遊会の計画も鎌倉アルプスを残すのみとなりました。 

つきまして、下記要領で総会を行いますのでお集まり下さい。 

―記― 

日時：2018年 1月 26日（金）午前 11時 30分～14時 00分 

場所：海山亭いっちょう飯塚店（太田バスターミナル前）ＴＥＬ0276-47-5078 

費用：１，５００円程度（個人負担） 

内容：役員改選・30年度山行計画・その他＝行きたい山名を考えてきて下さい。 

*座席予約のため参加者は事前申し込みをして下さい。 

申込みは 0000‐00‐0000 or  0000@000.00000.00.00 内田まで（期限：1月 10 日） 

担当幹事： 内田光男 

〇 囲碁大会結果報告 

今期第４回の囲碁大会は、平成 29年 11月 17日（金）に 10名の参加者で、12時 20分より開始いたし

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  小内邦彦、高井信秋、山崎邦明、金井林一      

次回の囲碁大会は，平成 30年 1月 19日（金）12時 20分より予定しています。 

大会に参加しなくても,見学したいとか、少し打って見たいという人は気楽に洋友会事務所に来て下さい。

囲碁をする仲間がもっと増えたら良いと願っています。 

担当：川合 道朗 

〇 書絵愛好会例会報告 

 12月も下旬に入り、早くも今年が終わろうとしております。書絵 

愛好会のメンバーも皆高齢ながら、1年間、毎月 2回ほとんど休み 

なく活動してきました。その分、さぞかし上達したかと云えば微妙です 

が、それでも向上心旺盛に元気で活動できることを良しとしています。 

水彩画は 11/2、11/16に大小いろいろな菊と来年の干支である置物 

の犬を描きました。 

 習字の題字は落葉と愛媛をそれぞれ書きました。一年間ありがとう 

ございました。良いお年をお迎え下さい。 

書絵愛好会会員一同 

担当：渡部 正二 TEL：0000-00-0000 

〇 グラウンドゴルフ大会の実施報告 

 秋晴れの最高のコンディションの中、今年初めての大会が 11月 16日開催できました。 

ホールインワンも 5人が達成、3 ラウンドはあっという間でした。 

優勝：小林 一夫(53)、 

準優勝：高橋 克明(59)、三位：前田(61)()内はスコアを表示 

（敬称略） 

どなたでも、すぐに習得できて充分に楽しめる競技です。 

次回は更に多くの方の参加を頂き、盛り上げたいと思います。 

場  所：スバル運動公園 

参加人数：11名 

担当幹事：小林 一夫、岸  雄二 
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tel:0276-37-7343


 〇 カラオケ愛好会例会報告 

 平成 29年 11月のカラオケ愛好会例会は 7日と 14日に開催された。参加者は 7日が 13名で 14

日は 10名であるが、皆さん元気に時間一杯歌い継いで時間になると「さっと」帰路に就く。我が

洋友会の他のクラブ(グラウンドゴルフ大会が 16日に実施等)も大変活発に運営されている。とこ

ろで 11月 7日の小学館の発表によると、作家佐藤愛子さんが、自らの老いなど身辺雑記をユーモ

ラスに綴ったエッセイ「九十歳。何がめでたい」の発行部数が、100万部に達したそうである。 

11月 5日に 94歳を迎えた佐藤さんはミリオンセラーに「なんで自分の本が売れるんだ？」と当

惑し、「本が売れて、何がめでたい」と言っているそうである。同書をはじめ、高齢者が人生訓

を綴ったエッセイが近年よく売れているとの事である。佐藤さんのエッセイに就いて、読者から

の反響も大きく 9歳から 99歳まで、「元気をいただきました」という声が多いという。佐藤さん

は「毒づいていると私自身が元気になる。自分が元気になるように書いていたようなものです」

言って居るそうですが、我々もカラオケ愛好会で大声を出し、懐メロ、覚え立ての新曲、デュエ

ット曲等を歌って居ると元気を得ることが出来ると実感し、健康（特に喉に）にもストレスなど

に良いと確信しています。所謂最新曲でなくても本人にとって新曲であれば脳トレになりますの

で色々な挑戦法があると思います。どうか皆さん“ストレスの発散のため、脳トレのため“との

気軽さで参加してみませんか？この様な次第ですが、7と 14日に何時もの様に約 3時間半で歌い

継いだ曲は 37曲（新曲 8曲）と 40曲（新曲 17曲）でした。 

新曲：アカシアの街で（北山）、盛り場たずねびと（浜博也）、南部酒（福田）、赤いピアス

（小金沢）以上初 夢のつづきを（秋元）残り香（小田）、男の夢（北島）他  

懐かしい曲：よこはまたそがれ、くちなしの花、なみだの操、みだれ髪、江梨子、吾亦紅、北国

の春他 

 12月 12日は忘年会を開催。斎藤さんのお友達の参加もあり今回は当会始まって以来の初めて

女性の多く賑やかな会になりました。また Nさんからシクラメンの立派な花を寄贈いただきまし

た。詳細は来月に報告しますが全体写真等を掲示します。 

 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 

例会 1 10 10 12 9 11 9 14 13 10 

例会 2 13 12 12 12 26 11 12 10 32 

 1月は正月の関係で第 1火曜はスキップして 9日と 16日に開催します。 

是非歌い初めに来て下さい。 

担当幹事：奥山 泰彦 000-0000-0000 

Email：00000000@0000.00.00 

     石関 正明  0000-00-0000 

 

 

○ 「金山でも歩こうかい」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

第 49回 1/05（金）行き先：金山 太田７福神巡りコース 集合場所：大光院境内  

第 50回 1/19（金）行き先：足利市大小山、妙義山 集合場所：阿夫利神社（地図添付） 

集合時間：AM10：00 

＜報告＞ 金山ハイキング 

12/1(金) 好天の静かな日であった。菊祭りや七五三も終わり境内は静かだった。１5名集まる。S さん

のストレッチで入念に体をほぐし 10時出発。 
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今日のルートは、まだ子供の国へのルートは閉鎖のため、表参道を通り社教センター、平和の塔から親

水公園、八王子山は登らず御城橋を渡り新田神社コースに決定。 

受楽寺手前で彼岸花の葉を見つける。手に取って見るのは初めてだった。水仙の葉を細くし中央部に

薄グリーンの筋の入ったきれいな葉だった。熊野幼稚園付近のクヌギやナラの紅葉は既に終わり枯葉とな

っていた。登山口から階段を登り平和の塔に出る。林道コースを歩くとまだモミジの紅葉が残りトンネルとな

りきれいだった。親水公園から林道を通り御城橋で写真を撮り休憩、新田神社前の欅付近のモミジは既に

さかりは過ぎたがまだきれいだった。 

１１時ごろ神社に到着。お参り後休憩所に移動し、まだ早いが昼食にした。 

12時昼食を終えモータープールを経由、呑龍様へと下った。12時 30分呑龍様境内に到着。所どころ

残るモミジやカエデの紅葉を愛でたハイキングであった。 

 

＜足利市阿夫利神社駐車場案内図＞ 

県道 67号（旧 50号）で佐野市へ向かう。 

栗田美術館へ左折、神社先の Y字路を左に進む。後は大小山の道標に従い進む。  

※ 車は最初の駐車場に止めてください 

〇 スポーツ健康愛好会例会報告    

11月 21日、28日（火曜日）13:30～15:30 参加者 12名 

21日は全国で寒波に覆われているが小春日和で久しぶりに暖かい。トレーニング室は 20℃でスポーツに

快適な環境。体育館では最近になって健康管理を自覚してトレーニングを開始するため講習会参加者も

増えている。また、最近は女性だけの健康体操カーブスも大流行し、健康意識が高くなっている。私たち

は継続して十数年例会活動しているので良かったと思っている。バドミントンの試合も継続しているが、輪

投げゲームに転向する人がまだいないのは身体が動けているので喜ばしい事なのだろうと思う。輪投げを

練習していると体育館利用者から一緒に参加したいと声が掛かったがＯＢ会行事なのでと断りました。コー

トは西陽が当たらないコートを予約。バドﾐントンネットを準備してバドミントンの試合を 1時間実施。清掃し

て散会。28日は曇り日で暖かい。トレーニング室は 5～6人の活用状況。アリーナでは、バレーボール形

式で羽根型用具をパスして試合をしており、賑やかに歓声が上がっていた。 

バドミントン試合は 4人で休憩を取りながら 1時間実施。輪投げは試合の合間に実施。清掃後散会。私は

15時 30分からは別のクラブメンバーと卓球を 17時 30分まで練習して帰宅。 

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  TEL：0000-00-0000                                                         

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

＊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 

奥山さん、本田さん、星野さん、木村さん 
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御城橋

で 
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『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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