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今月の記事 ・定時総会  ・山行 ・スポーツ健康愛好会 
・書絵愛好会 ・カラオケ ・囲碁 ・麻雀  ・ボウリング 
・おしらせ 

〇 群馬地区定時総会開催のお知らせ 

4月 12日（木）10時より「大泉文化むら」にて平成 30年度群馬地区定時総会を次の通り開催致しま

す。また、毎年行っている講演会は、群馬県健康福祉部保健予防課・歯科医長の石田圭吾様をお迎え

し、お話していただきます。テーマの口腔ケアは、口の中を清潔にするだけでなく、歯や口の疾患を予防。

さらに口腔の機能を維持することにより、高齢社会で急増する要介護高齢者の QOLの向上以外に、誤嚥

性肺炎、 感染性心内膜炎、敗血症、虚血性心疾患などの全身疾患の予防、健康状態の維持・ 向上にも

つながりますので、その重要性をお話して頂ける予定です。講演会の後は、会場を変更して長寿祝いを行

い、講師を交えて旧友と懇親を深めながらの昼食、続いて景品が盛りだくさんのビンゴゲームを楽しんでい

ただきます。大勢の皆さんにご参加頂き、楽しい実のある総会にしたいと思います。最終的な総会案内書

と返信用葉書を来月同封しますので、日程の確保をしていただきますようお願い致します。 

・日時：4月 12日（木）10:00 開会（受付 9 時 20分～） 

・場所：大泉文化むら（総会：小ホール、長寿祝い・昼食懇親会：展示棟展示ホール） 

・議題：報告事項  29年度事業報告、29年度決算報告、その他 

   承認事項  役員改選、退任役員挨拶、新役員の紹介 

   協議事項  30年度事業計画案、30年度予算案、その他 

・講演会 

  講師：群馬県健康福祉部保健予防課歯科医長 石田 圭吾 様 

  テーマ：「適切、的確な口腔ケアについて」 

・記念写真 

・展示ホールにて長寿祝いと昼食懇親会 

○ 山遊会総会報告 

1月 26日（金）に総会を行い、2018年度の役員と山行計画を決定しました。 

＜役員＞ 役員に変更はありません 

会長：内田光男 会計：岸 雄二 顧問：掛川武之助   

連絡先：e-mail  0000000@000.00000.00.00  TEL:0000-00-0000  内田 

2018年度山遊会山行計画 

実施日 

月/日 

山名 所在地 標高 

歩行時間 

見所・目的 

特徴 

備考 

4/8（日） 

第 111回 

岩殿山 山梨県 

大月市 

634ｍ 

3.5Ｈ 

さくらの名所丸山公園があり、

花見が期待できる城跡。 

ｽｶｲﾂﾘｰと同じ標高 

 

6/3（日） 

第 112回 

御座山 

(ｵｸﾞﾗﾔﾏ) 

長野県 2112ｍ 

4Ｈ 

南佐久地方の最高峰日本

200名山。360度の大パノラマ 

 

8/19、20 

（日、月） 

第 113回 

仙丈岳 

日本百名山 

長野県 3033ｍ 

1日 3.5H 

2日 3.2H 

南ｱﾙﾌﾟｽの最北に位置し、た

おやかな山容から南ｱﾙﾌﾟｽの

女王と呼ばれている 

仙丈小屋

泊 

10/21日） 

第 114回 

霊山 

（りょうぜん） 

福島県 825ｍ 

3Ｈ 

伊達市のシンボルでもあり東

北の秀峰として名高い 

 

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/ 

三洋電機洋友会群馬地区お知らせニュース 
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12/9（日） 

第 115回 

王岳 

（富士山） 

山梨県 1623ｍ 

4.5Ｈ 

富士山の外輪山で絶景ポイン

ト 

山梨百名

山 

2/10（日） 

第 116回 

宇都宮ｱﾙﾌﾟｽ 栃木県 

 

約 500ｍ 

6H 

宇都宮ｱﾙﾌﾟｽの愛称で親しま

れる篠井富屋連峰は 1日で

手軽に縦走できる山々 

栃木百名

山 

※出発時間は全て 5：00発です。 

※第 113回仙丈岳の集合場所はＮＯ８駐車場です 

 担当者：内田 光男 TEL:0000-00-0000 

〇 第 111 回山行「岩殿山ハイキング」ご案内 

岩殿山は、山梨県大月市にある山梨百名山です。標高は東京スカｲツリーと同じ 634mです。岩殿山丸

山公園は古くは修行の場として利用され、その後岩殿城となる。難攻不落を誇った武田氏の有力家臣・ 

小山田氏の居城です。中世の代表的な山城です。 

岩殿山の頂上からは、桜越しに富士山を望む絶景とハイキングが楽しめます。また、ここからの眺めは

関東の富士見百景に指定され 3月下旬から 4月中旬にソメイヨシノ、4月下旬からはヤエザクラと長い期

間花見ができます。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：2018/04/8(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：芭蕉 月待ちの湯 ＴＥＬ：0554-46-1126 

費用：割り勘 

申込みは 0000-00-0000or 00000@000.00000.00.00 内田まで 

（期限：3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・中央道＞⇒大月 IC⇒＜国 20・国 139号＞⇒ 

岩殿山丸山公園駐車場 8時着 

コース：（所要時間 4時間）8：30発→＜40分＞→岩殿山→＜70分＞→天神山→＜25分＞→稚児落とし

→＜40分＞→浅利川の橋→＜15分＞→浅利公民館前→＜30分＞→大月駅→＜20分＞→

駐車場 13：00着 

ルート：丸山公園駐車場発 14：00⇒＜国 139・県 711号＞⇒芭蕉 月待ちの湯 16：00⇒都留ＩＣ⇒ 

＜中央道・圏央道・関越道＞⇒東松山 IC⇒大泉着 P 19：00 

○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 

＜連絡＞ 

第 53回 3/02（金）行き先：栃木市 大中寺―ぐみ峠―太平山―大平神社―大中寺  

第 54回 3/16（金）行き先：栃木市 大中寺―ぐみ峠―晃石山―桜峠―清水寺―大中寺  

  集合場所：大中寺Ｐ  集合時間：AM１０ 

＜報告＞ 大小山―西場富士 

1/19（金) 晴れ、大小山山行。富田観光協会駐車場に 20名集まる。妙義山大小山が下からよく見え

る。一番左のコースをとり大小山を目指す。大小の文字のある見晴台へ寄り道写真撮影。登山道へ戻り大

小山から妙義山へ 11時 35分到着する。風もなく温かく晴れていたが富士山は見えない。昼食後 12時

10分下山開始今回参加者の多くが初めての西場富士ルートを通り下る。14時 10分駐車場に到着解散

した。近場の低山ハイキングでしたが初めての西場富士に登り好評だった。 
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※国道 50号を走る。佐野ＩＣ越え道の駅みかもの信号の次、広域農道の信号を左折、旧 50号の信号・両

毛線の陸橋を越え岩舟総合運動公園を過ぎてＹ字路を右折、ブドウ団地を走り過ぎると左に池が出てく

る。大中寺の案内板に従い左折すると大中寺駐車場 

 

 

 

 

 

 

〇 囲碁大会結果報告 

今期第 5回の囲碁大会は、平成 30年１月 19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） 小内邦彦、 二勝賞  高井信秋、山崎邦明、金井林一 （敬称略） 

次回の囲碁大会は，平成 30年 3月１6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くださ

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 第 68 回麻雀大会結果報告 

今年度 3回目（通算 68回）の洋友会群馬麻雀大会を 2月

8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。

インフルエンザの流行や降雪が心配されましたが、当日は快晴で予定していました 28人全員が集合し和

気あいあいの内に行われました。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、黒田三郎さ

んが優勝を飾りました。黒田さんは 2年前準優勝されてから久しぶりの栄冠です。準優勝は奥山泰彦さ

ん、3位は木村孝雄さんでした。特記事項としては、しばらく出ていなかった「役満賞」を青木広志

さんが獲得した事です。誠におめでとうございます。尚、会場風景や受賞者の写真を収録した

「写真集」が久保明さんのご厚意で事務所のパソコンにインストールされています。写真を欲し

い方は事務所に来て見て頂きたいと思います。 

 次回は 6 月 7 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 
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〇 スポーツ健康愛好会例会報告    

1月 30日 13:30～15:30（火曜日） 参加者 4名  

第三週の 23日は前日の大雪の影響もあり例会は中止としました。30日は快晴でトレーニング室の室温は

22℃で快適温。利用者は誰もいない静かな雰囲気でトレーニングを開始。血圧測定してから機器の配列

に従い一時間の活動。最近は身体全体を振動させるバランスウエーブ機器で最後に１０分間筋肉ほぐし、

血流のストレッチをしている。アリーナでは No.6 にネットを張り 1 時間バドミントン試合を実施 輪投げ器具

は設置せず、かたづけ清掃後椅子に座り談笑して散会 

大泉町民体育館 開催日は毎月第 3・4週（火曜日）13:30～ 

担当幹事：福田 勝弘 TEL:0000‐00‐0000 

〇 書絵愛好会例会報告 

年明けから平年を大きく下回る氷点下の寒さに、凍えながらも 1/11 に 6 名参加で今年初めの活

動をしました。水彩画は前月の東京の紅葉スポットを描いた完成作品の絵を披露。赤、黄、緑のコントラス

トがすばらしく良く描けていて感心しました。また、1/22 は久々に大雪に見舞われ一面の雪景色になった

田園風景を写真に数枚撮り、各人好みの構図を選び描きまし

た。道路、家、樹木、山など全てが雪に覆われた風景は日頃

なかなか描けない難度の高い構図でしたが日頃の技量を試

す題材として挑戦しました。白生地の紙に雪の白さをいかに表

現するか、細かな作業とテクニックを要します。周りを着色して

白生地をのこして形を表現したり、マスキングによる作業などで

悪戦苦闘しました。 

担当：渡部 正二 TEL:0000-00-0000 

〇 カラオケ愛好会例会報告 

カラオケ愛好会の平成 30年の活動は正月早々の第一火曜日をスキップして第二、三週の 9日と 16日

に開催。帰宅後のテレビ報道によると、前橋市内の県道で 1月 9日朝、自転車の女子高生 2人が同市の

無職 85歳男性の運転する乗用車にはねられ重体であり運転者は過失運転致傷の容疑で逮捕される事

故が報じられていた。近年、高齢者の逆走トラブル、ブレーキとアクセルの踏み間違い等の大事故が社会

問題となり 75歳以上の方の運転免許更新が難しくなっている様である。これは“高齢者は早く運転免許を

返却せよ”との事かもしれませんが、東京地区や大阪地区等の洋友会とは違って群馬地区では車は必需

品です。洋友会活動において役員会集合、総会への参加、クラブ活動への参加の全てが車での行動に

なりますし、日常生活でも車がないと生活し難いという環境にあります。今後自動ブレーキ搭載車への乗り

換え等も選択肢として考える必要があります。今月の例会は１・２回共に参加者９名と少なめでしたが、皆さ

ん心身共に健康を維持すべく心掛け、その一環としてカラオケに興じています。新しい曲を聴き・覚え・披

露し、採点のアップを目指して機械の採点理由・修正指摘を参考に良い意味で採点に拘り、大声を出し、

練習をしていると言えると思います。ある意味では“ボケ防止の為に少しでも無理なく頭を使う”行動の一部

と考えて居ます。しかし、理屈ではなく、コーヒー・紅茶・アイスクリームと一緒に菓子類を食べながら、会話

を楽しみながら 4～5時間を過ごします。この様に楽しみながら単にカラオケを歌っている様でも、高得点

を出す人は、それなりに練習・工夫をして居ることが解ります。採点ゲームで使用している機械はＤＡＭの

最新機よりは１～２世代前のＬＩＶＥＤＡＭデラックスです。この機械は最新機に比べて 2点前後厳しい点

数になっています。即ち、92点の場合最新機では 94点前後に相当します。今月の 2日間で歌った曲は

9日が 32曲（新曲 12曲）で 16日が 37曲（新曲 18曲）でした。皆さんの参加をお待ちします、また奥様と

一緒での参加も大歓迎です。 
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新曲：ああ奥入瀬に雪が降る（木原）恋歌酒場（五木）忍び川（西方）道ひとすじ（福田）・・以上初 

盛り場たずねびと（浜博也）湯西川（水森）ふたりでよかった（山本）倖せ花（千葉）他 

懐かしい曲：おふくろさん、奥飛騨慕情、美しい昔（ベトナム語）与作、小樽の人よ、海から来ました、青葉

城恋歌、ダンシングヒーロー、岸壁の母、長崎から船に乗って、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 13 10 9   

例会 2 13 12 12 12 26 11 12 10 32 9   

例会は今年度も原則第 1・第 2火曜日に開催します。3月は 6日と 13日,4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下さい。 

4 月 3日はカラオケの総会を月例会の前に（1時半～）開催しますので会員の方は参加をお願いします。 

担当幹事  奥山 泰彦 000-0000-0000 Email：000000@00000.00.00 

石関 正明  TEL:0276-63-5577 

〇 ボウリング大会（12月 26日）の実施報告 

斎藤正子副会長の華麗な始球式で始まり、白熱したチーム戦を展開しました。全盛期に近いＦさんの実

力発揮と最長老のＳさんの 2ゲーム目までの途切れない集中力が優勝チームの原動力となりました。 

優勝：福田勝弘、財田徳七、前田浩良、斎藤正子、久保田勇ﾁｰﾑ 

準優勝：石田敏、石関正明、栗原小百合、柿沼義男ﾁｰﾑ 

参加人数：15名（女性 4名） 

担当：栗原小百合 

TEL:0000-00-0000 

    岸  雄 二  

TEL:0000-00-0000 

 

 

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

  〇 金婚祝い 

林田 重平さん、石井 武さん、長谷川 清さん                 おめでとうございます 

 

〇 新入会員 
半田 誠二さん                                     よろしくお願いします 

 

〇 訃報                              

   高木 清次さんが 2月６日に亡くなられました  90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、森村さん、小林さん、伊藤さん、奥山さん 
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「賢く選んで油を味方に！」（健康ニュース…洋友会本部提供） 

調理で使用する油にも、様々な種類があります。きっかけがなければ、毎回同じものを選びがちです

が、特徴を知って賢く選べば、実は油も健康管理の味方になります。 

そこで今回は、『油の種類』に関するお話です。 

◆見える油脂と見えない油脂 

 食用のあぶらは、常温で液体の油と、常温で個体の脂に分けられ、あわせて油脂と呼びます。そして、私

たちが日頃摂取している油脂には、植物油やバターなどの「見える油脂」と、肉や魚、乳製品、菓子類など

の含まれている「見えない油脂」があります。日本人の摂取割合では、「見える油脂」は 20パーセント程度

で、「見えない油脂」は 80パーセント程度と言われています。「見えない油脂」は特定の食品に偏らず、摂

り過ぎないように注意しながら、「見える油脂」は目的に応じて賢く選び、健康管理に役立ていくことが必要

です。 

◆注目の油、話題の油 

 油の健康効果に着目して、注目の油や話題の油をいくつかご紹介します。 

【ごま油】 

強い抗酸化作用でがんや老化、動脈硬化を抑制するリグナンを多く含む酸化しにくい油。特有の香ばし

い香りと濃厚なコクが特徴で、加熱にも強いため、炒め物や揚げ物、ドレッシングなど幅広く利用できる。 

【オリーブ油】 

血液中の LDL（悪玉）コレステロール低下作用があるオレイン酸を多く含み、酸化しにくい油。エクストラ

バージンオイルは一番絞りで風味が高く、ドレッシングやマリネにお勧め。ピュアオイルは炒め物や揚げ

物に。 

【ココナッツオイル】 

 体内でエネルギーとして利用されやすい中鎖脂肪酸を多く含むため、体脂肪として蓄積しにくい。炒め

物やお菓子作りにバターの代わりに使うと良い。 

【エゴマ油】 

 シソ科の植物、エゴマの種子からとる油。血液中のコレステロールや中性脂肪値の低下、動脈硬化予

防、アレルギーを抑制する a－リノレン酸を多く含む。酸化しやすく、独特の風味があるため、ドレッシン

グや和え物などに少量使用するのがお勧め。 

油も種類によって含まれる成分が違うため、基本となる油（サラダ油、キャノーラ油など）を決め、その他

2～3種類組み合わせて使用していくと、脂肪酸のバランスも良くなると考えられます。 

◆油を使用した調理のポイント 

 油を使用した調理では、油のコクや香りが加わることで、塩分控えめでも美味しく仕上がるというメリットが

あります。一方、油は 1グラム当たり 9キロカロリーと、炭水化物やたんぱく質と比較してエネルギーが高い

ため、使用量には注意が必要です。また、油は酸素や光、熱、金属などの影響で、過酸化脂質を生成しま

す。過酸化脂質は、がんや老化、動脈硬化を促進するなど健康に害を及ぼすことがあるため、油の保管や

使用法にも注意が必要です。 

◆最後に 

 世界での油の歴史として、エジプトピラミッドから油脂を使用した痕跡が発見されるなど、人類は数千年

以上も昔から、油を利用していることが分かっています。日本でも、日本書記に「ハシバミの実から油をとっ

た」という記述が残されていますが、当時の油は、限られた階層の人のものでした。 

現在は、様々な種類の油が流通していますが、正しい知識をもって、毎日の食卓に賢く取り入れたいも

のですね。 

 

以上 
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