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今月の記事 ・会長年頭挨拶  ・山行 ・スポーツ健康愛好会 
・書絵愛好会 ・カラオケ ・おしらせ 
 
 

〇 新年のご挨拶 

新年あけましておめでとうございます。昨年に引き続き今年もよろしくお願い 

申し上げます。 

今年洋友会は会員皆様に支えられて発足30周年目になります。今年は30周年を 

記念して歩数計・活動量計を会員全員に贈呈したいと考えています。健康維持には元気で歩ける

ことが一番大事です。ウォーキングを継続するためには楽しみとか、目的があった方が良いと思

いますのでその手段としてお役に立てて頂ければと考えております。4月以降お届けいたしますの

で楽しみにして下さい。また、30周年を機に入会条件を大幅に緩和し、三洋電機等に10年以上勤

務して50歳を超えていれば入会できるように致します。これを機にお知り合いの方や後輩の方に

お声掛けいただいて1人でも多くの方に入会して頂きたいと考えています。特に、女性の方で従来

の条件を満たさずに入会できなかった方が今回の条件変更で入会して頂けるようなりますので是

非お声掛けをお願い致します。 

地区独自の活動として昨年末から地区ごとの懇談会を始めております。イベントへの参加が難

しい方との顔合わせを主な目的にしたもので、軽食を食べながら懇談しています。大泉地区から

順に各地区で開催していきますので、是非皆様のご参加をお願い致します。 

春秋の旅行、ゴルフ、麻雀、カラオケ等の各行事も例年通り開催していきますので、皆様お忙し

いとは思いますが是非興味のある行事に参加して元気な姿を見せて頂けるようお願い致します。 

奥様（配偶者様）の参加も積極的に推進していますので是非宜しくお願い致します。 

皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念致しまして新年のご挨拶とさせて頂きます。 

群馬地区会長 奥山泰彦 

〇 第 109 回山行「パノラマ台」ハイキング報告 

パナソニック№8駐車場を 4時 50分出発。総勢 25名。予報では晴れ、狭山 PAに 1時間ほどで到

着。辺りは薄明るくなってきた。雲が南の空にあるのが心配だった。高速を順調に走り鳴沢道の駅で 7時

15分「トイレタイム」、精進湖駐車場に 7時 40分予定より早く到着。駐車場からの富士の眺望は素晴らし

い。霞がわずかかかっていたが美しく輝いていた。登山支度を済ませ S さんのストレッチで入念に体をほぐ

す。8時 5分出発。ホテル前を通りパノラマ台下バス亭登山口へ。バス停から階段を登り落ち葉で敷き詰 

められた山道を歩く。20分ほど歩くと汗ばんできたので着替える。その後 8時 50分陽だまりで富士を見な

がらの休憩。少し歩くと根子峠に出た。樹間から南ｱﾙﾌﾟｽが真白に大きく輝いていた。9時 25分パノラマ

台山頂は富士が真向かいに美しい姿を見せてくれた。集合写真を撮るが逆光で顔が暗くなってしまう。10

時山頂から急坂を下り少し登り返すと烏帽子岳に 25分で着いた。山頂に大きなアンテナが設置されてい

た。再度富士山の雄姿を写真におさめ、下る。落ち葉の積もった道は滑りやすく注意をしながら下る。富士

を仰ぎ見るようになった。「大分高度を下げた」。東海自然道に出たところで 11時 15分昼食休憩。冬枯れ

し葉を落とした樹海は明るく歩きやすい。信玄が築いた城山跡入口を通り国道下のトンネルを越え青木ケ

原樹海を歩く、途中陽だまりで 12時 20分休憩。民宿村に着くとすぐに国道に出た。精進湖へ曲がり 30

分ほど歩くとパノラマ台下バス停先の駐車場に 13時 10分着いた。再度富士を写真におさめる。 

精進湖の子抱き富士を車窓から眺め西湖温泉いずみの湯に到着。露天風呂に浸かるがぬるく内湯で

体を温め風呂上りのビールを堪能、15時帰途に就く。時間的に小仏トンネルの渋滞が心配だったが思っ

たより順調に走り狭山 ICに 2時間で着いた。大泉に 18時前に無事到着早い解散となった。 

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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〇 囲碁大会結果報告 

○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

第 51回 2/02（金）行き先：足利市 塩坂峠―越床峠    集合場所：樺崎八幡宮（地図添付）  

第 52回 2/16（金）行き先：足利市 塩坂峠―寺久保山   集合場所：樺崎八幡宮 

集合時間：AM１０ 

＜報告＞ 七福神めぐり 

1/5(金) 既に初詣も済んだのか大光院境内は静かだった。20名集まる。S さんのストレッチで入念に体

をほぐ掛川会長のあいさつを受け 10時 05出発。予報では曇り。しかし、予報に反し青空が広がり温かく

なった。 

今日のルートは七福神コース。まず大光院境内の弁財天・金龍寺の毘沙門天をお参り、石段を下り万

葉の碑から中八王子山へ尾根ルートを登った。急登であったが登山道はハッキリしており１０分足らずで山

頂に着いた。御城橋から石段を登り鳥居をくぐると日本水仙が小さな花を咲かせ春を告げていた。新田神

社にお参り後急坂を下る。神明宮から玉厳寺の福禄寿をお参り長い石段を下り永福寺の寿老人、曹源寺

の布袋尊を参拝。改修後のサザエ堂を３００円払い拝観。サザエ堂内を一巡すれば百ケ所の札所を巡っ

た功徳を得られるそうで「今年はワンダフルな年」になりそうだ？拝観後境内で昼食。１３時受楽寺へ。今回

長念寺は大分離れ時間もかかるので参拝をやめることに決定。受楽寺の大黒天をお参り後本堂前の石段

で記念写真を撮り境内のロウバイ見学。ロウバイはきれいに咲匂っていた。ロウバイを見た後表参道から大

光院へ戻り無事解散した。 

＜足利市樺崎八幡宮案内図＞ 
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〇 書絵愛好会例会報告 

 新年おめでとうございます。会員一同気持ちを新たにレベルアップを目指し、年明け 

の寒さ厳しい１月１１日から頭と身体もまだ慣れない中、昨年末からの途切れた空間を 

埋めながら６名参加でスタートしました。 

昨年末は１２月７日と２１日、東京の紅葉写真を水彩画の題材にしました。皇居前、新宿 

御苑、神宮外苑のカエデ、イチョウ、松などのあでやかな紅葉を再現したく挑戦しました。 

しかし絵の具の混色、鮮やかさ、濃淡など難しさを痛感しました。習字は新年の用語を書きました。 

水彩画、習字の新期会員を募っています。興味のある方は是非ご連絡下さい。 

担当：渡部 正二 TEL：0000-00-0000 

〇 カラオケ愛好会例会報告 

 今月の 5日は参加者 10名で通常の例会を開催、12 日は参加者 32名で唄い

締めとして忘年会を開催しました。5 日は忘年会発表曲のエントリーの締め日なの

で皆さん曲の完成度を採点結果と聴衆者の感想でチェックしていました。忘年会

に向けて覚え始めた最新曲を歌う人が多く新曲の比率が約 50％と多かった。忘年

会では初めての試みとしてドリンクバーをカットして１オーダー制にしました。ドリンクバーは 500円ですが、大体同じ

値段で 1人 1品相当の食べ物（若鶏の空揚げ、チジミ、枝豆、野菜サラダ等）を注文し、各テーブルに１皿ずつ配

置しました。今回特別参加して頂いた女性の方達から混ぜご飯等そしていつものＳさんから高級ウイスキー等の差し

入れもあって食べきれないほどの量でした。ドリンクバーがない代わりに野菜ジュースや甘酒等ソフトドリンクを多め

に買い込み飲み物がないという状況にならないように留意しました。男女半々の参加者になったため会場は非常に

華やかでいつも以上に食事は美味しかったようです。食事が一段落したので 12時半からエントリー曲を「白雪草」

「千年の古都」という感じで男女交互に歌い始めました。どこの発表会でもそうですが、やはり歌いこんだ曲の方が多

く新曲は 10曲弱に留まりました。続いてデュエット曲の発表です。クジで決めた急づくりのカップルで、しかも通常の

例会ではデュエット曲の練習はあまりしないのでエントリー曲のダブりがあり、曲の変更も２、３ありましたが、「二人の

大阪」「銀座の恋の物語」「二輪草」等の馴染みの曲が多く歌われました。デュエット曲の発表は雰囲気を楽しむ感じ

になるので年甲斐もなく(笑)、顔を見合わせたり、腕を組んだりして急づくりのカップルとは思えないように息がピッタ

リあっていました。 

歌い終わって全員で記念写真撮影し、ゲーム（ビンゴ）タイムに移行する。Ｎさんから寄贈され会場に飾られてい

た“シクラメンの花”が今回の超目玉。そのため、ゲームが始まるとリーチの声が気になるが、暫くはたんたんとゲーム

音だけが響いている。暫くして女性からビンゴの声、１呼吸おいて男性からもビンゴの声があがる。ジャンケンで優先

権を決めたが、めでたく女性が勝ちシクラメンは女性の手へ、男性の手には清酒赤城山が納められ一件落着。ビン

ゴは続くがやはり人気の的のワイン、ビール等から売れていく。酒類が無くなると“貼るカイロ”、“甘酒”、“野菜ジュー

ス”や“月刊カラオケ本”等好みによって選ばれていく。外れなしなので最後に２人残ったところでジャンケンにより順

番を決め景品を選んでいただき 16時過ぎにゲーム終了して中締めとする。会が始まって 4時間半遊んで十分に満

足した人は帰路に着き、まだ歌い足りない人（約半数）は 2部屋に分かれて歌い続ける。各部屋６～7人なので歌の

順番は順調に回ってくる。最後にＫさん自慢のトランペットの独奏を全員で聞き 18時に散会しました。 

新曲：涙の流星(ﾊﾟｸ・ｼﾞｭﾆｮﾝ),海峡酒場しぐれ(宮崎武),流川ﾌﾞﾙｰｽ(谷竜介),湯西川(水森),終の恋歌(山口ひろみ),

慕情(中島),ふたりでよかった(山本譲二),倖せ花(千葉),オホーツク海岸(川野) 

馴染みの曲：雨に咲く花,千年の古都,さざんかの宿,矢切の渡し,シクラメンの香り,はぐれコキリコ,山 

デュエット曲：二人の大阪,銀座の恋の物語,二輪草,居酒屋,東京ナイトクラブ,北空港他 

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 

例会 1 10 10 12 9 11 9 14 13 10 

例会 2 13 12 12 12 26 11 12 10 32 
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例会は今年度も原則第 1・第 2火曜日に開催します。2月と 3月は 6日と 13日開催。 

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 TEL:000-0000-0000 Email：000000000@00000.00.00 

      石関 正明 TEL:0000-00-0000 

〇 スポーツ健康愛好会例会報告    

１２月１９日 13：30～15：30、26日（火曜日）13：00～15：00 参加者 12名 19日も寒い日が続いている

が最近はバドミントンの試合だけの参加が多くなっている。私はバドミントンの準備体操としてトレーニング

を実施している。女性の参加者がいつもより 30分早く来てアリーナ２階のランニングコースでウオ一キング

を実施。その後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。26日は東北・北海道地区が

爆弾低気圧で猛吹雪の被害増大のニユース。私は 11時からトレーニング開始。１２時からは卓球クラブメ

ンバーと 14時まで練習。バドミントンネットを準備してバドミントンの試合。女性が久々に２名の参加。途中

に休憩を取り果物をご馳走になり談笑。トレーニング室はＩさん 1人の活用。本日は１６時からボウリング大

会のため参加者は清掃後散会。 

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  

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

  〇 金婚祝い 

野口 三男さん、水谷 茂樹さん                          おめでとうございます 

〇 新入会員 
松沢 千代子さん                                    よろしくお願いします 

〇 訃報                              

   中井 幸穂さんが 1月 5日に亡くなられました  95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 

中田さん、奥山さん、栗原（小）さん、栗原（茂）さん 

〇 公的活動で活躍する会員紹介 

社会での活躍状況を新聞や広報誌等で紹介された記事（中田 誠一さん、小林 一夫さん） 

（自薦他薦を問いませんので会員の皆様の活躍状況をお知らせ下さい） 
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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 

 


