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お ー ろ ら 通 信 （２４３） 2018年 5月号        

 

 
今月の記事 ・総会・会員募集・ボーリング・スポーツ健康愛好会 
・パソコン・書絵愛好会 ・山行・カラオケ ・おしらせ 
 

  ○ 第２９回群馬地区定時総会ご報告  

4月 12日（木）大泉町文化むら小ホールにて、会員１54名の出

席と会社代表をご来賓としてお招きし、第 29回定時総会が開催さ

れました。会員数は減少傾向の中、昨年より多くの皆様に出席を頂

きました。心より御礼申し上げます。年一度のこの総会で旧友との

再会を楽しみに参加される方もおられるようです。会食懇親会では

今年度が対象者最多の長寿祝いの皆様のご紹介、お祝い金授与

に続き、食事をとりながら歓談、旧交を温め、現役時代にタイムスリ

ップしたような活気と生き生きとした表情が会場のあちらこちらで見

受けられました。会員皆様があっての洋友会ですのでぜひ来年度以降も多くの皆様にご出席頂ければ幸い

です。議案は出席の皆様のご協力により原案通り承認され終了。（詳細は総会資料を参照下さい）会員の皆

様には今後とも洋友会運営に関してご意見、ご提案等がございましたら幹事にお声掛け頂ければ幸甚に存じ

ます。 

総会概要：開会に先立ち、前年度にご逝去された物故会員 8名の御霊に黙祷。 

●奥山会長挨拶：会員の皆様の日頃の洋友会活動へのご理解とご協力に感謝され、現在の会員状況の説

明、群馬地区４１１名、前年比△６名、新入会員 3名。平均年齢は 75歳強。今回、洋友会設立 30周年の記

念事業で会員全員に歩数計の配布。新会員入会促進のため、入会条件の変更（緩和）も実施、昔の仲間、

友人の入会を期待。本部総会は 4月 25日に予定。今年度も関係各位、各機関のご支援とご協力お願いし

ます。 

●来賓挨拶：パナソニック(株)アプライアンス社、ＡＰ社直轄人事・総務センター総務部群馬総務施設課      

主幹 津久井 明人 様、 

・洋友会の盛会を心よりお祝い申し上げます。群馬製作所はパナソニック（株）のアプライアンス事業で滋賀県

草津と並ぶ生産拠点として事業の中核を担っています。昨年から新規採用も行い事業拡大と地域の活性化

に貢献しています。今後とも洋友会と会員皆様のご健勝をご祈念申し上げます。                   

＜来賓のご紹介＞ 

・パソナ・パナソニックビジネスサービス(株)サービスソリューション部門 東日本広域サービス部 

群馬サービスセンター 松野 和之 様（総務担当マネージャー）   荻原 千秋 様（業務企画チーム） 

・パナソニックアプライアンス労働組合 エアコン・コールドチェーン支部組合  関根 悟 副委員長 

●議事進行：議長に星野 薫氏を選出。２９年度実施事業、会員の状況、決算状況、監査について各責任者

から説明があり、一括承認された。３０年度事業計画（案）、予算（案）説明があり原案通り承認。 

●講演会：群馬県健康福祉部保健予防課 歯科医長 石田 圭吾 先生  

演題：「口から始まるエトセトラ ～健康長寿は健口から！～」 

・冒頭に「健康で長生きするためには」お口の健康、「健口」が大切であることを強調され、順に「歯を失うリス

ク」、「歯周病について」、「オーラルフレイルについて」、具体例とユーモアを交えての講演でした。 

・お口の健康のためには、社会と関わりを持って、「よくしゃべり」「よく食べて」「人と会いよく笑う」事が大切で

あると、講演をまとめて頂きました。 

＊講演会内容をおさめた貸出用ＣＤを準備してありますので、ご希望の方は事務所までご連絡下さい。 

●総会終了後記念写真撮影、その後懇親会：食事をとりながら歓談の中で、「長寿祝い」のご紹介と出席者の

方に直接お祝い金を授与、代表で荒木秀夫様に乾杯のご発声、栗原茂文にご挨拶代わりのトランペット演奏

を頂きました。労働組合・関根悟副委員長と大泉町・佐藤久芳議員ご挨拶、例年好評の豪華賞品のビンゴゲ

ームなどで盛り上がり、最後に全員参加のジャンケンゲームでしめくくりお開きとなりました。 

報告者：副幹事 高崎  久志 
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〇 平成３０年度本部定時総会の報告 

 さる４月２５日、大阪府門真市のパナソニック企業年金基金 松心会館において、平成３０年度三洋電機洋

友会の本部総会が開催され群馬地区より、奥山会長、斎藤副会長が出席しました。 

 大会は、全国１４地区から２８名の代表者、本部・事務局から１３名、また来賓に三洋電機 井垣誠一郎社長、

石橋親典総括を迎えて、午前１０時３０分からはじまりました。まず、平成２９年度物故会員の御霊に黙祷を捧

げた後、議長に京滋地区、野間会長を選出し、式次第に従い議事に入りました。 

会の冒頭、まず後藤勝祥会長が挨拶。洋友会は平成元年に３４５名で発足し、本年は３０周年の節目を迎

えることが出来た。しかし平成２１年をピークに会員が減少してきている。こうしたことから入会の条件を緩和

し、各地区で会員の入会促進を進めて行く。今まで賛助会員で参加されていた女性の皆様にも本会員にな

ってほしい。４月１日から来年の３月３１日まで、入会キャンペーンとして紹介頂いた方にクオカード進呈を行っ

ていく。人生１００歳時代、いつまでも元気に活動してほしい、と述べました。 

一方、井垣社長は、昨年４月から社長を務めている。洋友会設立３０周年大会で挨拶をする機会を頂き嬉

しく思っている。２月５日に発表したパナソニックの年間売上は約８兆円、営業利益は３，５００億円、純利益は

２，１００億円。またパナソニックは３月７日で創業１００周年を迎えた。これまでの１００年は松下幸之助創業者

の１００年だったが、これからの１００年は、社員が創造していく１００年である。人々の暮らしに寄り添い、ベタ

ーライフ、ベターワールドで、社員が世の中の変化をとらえ、新しいことを想像し次の１００年を目指して行く、 

と挨拶をされました。 

◎主たる平成３０年の活動方針 

 洋友会３０周年記念事業の実施 

 ・歩数計等を活用した地区行事の展開 

 ・地区記念事業の会報誌「洋友」への掲載 

 ◆情報提供を活動の起点として 

 ・本部ホームページを活用したタイムリーな情報提供 

 ・会報誌「洋友」による本部・地区・会員間の情報提供 

 ・生活に密着した健康・住まい・保険・介護等の情報提供 

1. 健  康    ・ホームページや地区だよりを通して健康情報の提供と人間ドックの受診促進 

             ・家庭常備薬斡旋販売の活用 

             ・スポーツ・クラブ活動への積極的な参加促進 

2. 親  睦   ・クラブ活動、趣味の会、地域単位での集まり等の実施 

             ・定期的な親睦会、懇親会等の実施 

             ・社会的関心事や話題のセミナー開催の実施 

             ・パナソニックＯＢ会連絡会に加入しているＯＢ会との地区毎の活動連携 

3. 社 会 貢 献   ・『プルタブを集めて車椅子を贈ろう運動』の継続実施 

              プルタブを８００㎏集め、年１台車椅子寄贈を目標 

             ・個人参加による地域社会貢献活動の推進 

             ・パナソニックエコリレージャパン（環境保全活動）への参加 

4. そ の 他   ・パナソニックＯＢ会連絡会の他のＯＢ会との情報交換 

             ・会社との定期的なコミュニケーション 

             ・幹事の団体傷害保険への継続加入 

報告者：洋友会群馬地区副会長 斎藤 正子 

 

〇 洋友会入会促進キャンペーン実施要綱 

平成 30年度本部総会にて加入者の拡大に向けた規約改定を行い、入会条件のハードルを下げることになり 

ました。具体的には次の通りです。（詳細は群馬地区 第 29回定時総会次第の三洋電機洋友会規約参照） 
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①三洋電機株式会社、及び三洋電機労働組合と労働協約を締結していた会社等に在籍し退任した役員 

及び 10年以上勤務し退職した社員で、入会時 50歳以上であること 

②洋友会入会においては、入会地区会員の推薦、及び地区会長の承認が得られること。 新入会条件を満 

たすかどうか不明の場合は会長または幹事に相談して下さい。 

また入会時に納入すべき会費は入会金 20,000円と年会費（最大活動費 3,600 円）のみです。年会費は翌年

度より慶弔引当金（1,200円）を加えた 4,800円になりますが、80歳を超えると段階的に免除されます。詳細

は新規約を参考、または幹事にお問い合わせ下さい。 

 この会員拡大策を更に実効性のあるものにする為、本年 4月 1日より来年 3月 31日までの 1年間で入会

者を紹介して頂いた会員の方にクオカード 1枚（1,000円）をお渡し致します。 

 更に、群馬地区独自策として新入会者先着５名様にオムロンの歩数計（30周年記念品）をお配り致します。 

是非、この機会に身近の仲間等にお声をかけて頂き、新入会員拡大につながるよう積極的に活動して下さる

ようお願い致します。 

洋友会群馬地区会長：奥山 泰彦 

〇 パソコンクラブ通信 

洋友群馬ホームページに、第 29回（H30年）総会の写真を掲載致しました。 

ホームページ →http://yoyugunma.sakura.ne.jp/ を閲覧お願いします。 

参加された皆様の写真がありますので、コピー等お願いします。 

担当幹事：臼倉  敏和 

〇 ボウリング大会のお知らせ 

本年度最初の大会です。 

日  時：6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を基本とし平均点比較） 

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：6月 13日（水） 

申し込み先：担当幹事 栗原 小百合 TEL：0000-00-0000 

           岸  雄二  TEL：0000-00-0000 

           松沢 千代子  

〇 スポーツ健康愛好会例会報告    

4月 17日、24日 13:30～15:30（火曜日） 参加者 11名  

17 日は曇りで肌寒い日 トレーニング室に最近高齢者が多く見受けられるのは健康意識が高くなっている表

れでしょうか。私たちも高齢者であるが長い間例会は継続できているのが自慢である。各機器で一時間の活

動をする｡その後バドミントンコートネットをはり、輪投げ器具を設置して練習開始。輪投げはいかに安定した

投球が出来るかが課題である。計算上は最高点 81 点であるがボウリングでのパーフェクトより難しいのではな

いかと思う。私の最高点は 52点ですが 100回投球して 1～2回出れば良い方である｡バドミントンは女性の参

加もあり賑やかに試合実施。ネット、輪投げ器具の片付けをして清掃後散会。 

24 日曇りで雨模様外気温は 16℃。トレーニング室利用者は 5～6 人で静かにマイペースの活動。血圧測

定後各機器を一時間トレーニングに活用。女子のソフトバレーボール試合終了後にコートへのネット張り、 

輪投げ器具を設置。バドミントンの試合に参加しない一人は輪投げの実施。清掃片付け後、椅子席では女性

の配慮で菓子をたべながら談笑散会。 

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 
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〇 書絵愛好会例会報告 

４/5 と 4/19 第一、第三木曜日の定例日に活動しました。特に 4 月は桜のシーズンに合わせて例年どおり城

之内公園での写生を計画しておりましたが、今年は桜の開花が予想以上に早くて予定の 4/5 には葉桜となり

写生を断念し、やむなく事前に撮影した風景写真で補い、城之内公園や菅塩沼の満開に近い桜を題材とし

ました。いつもながら桜の風景は難しく思い通りに仕上がりませ

ん。特にソメイヨシノの白っぽい花の表現は難しく、実際の桜は

ただの白っぽさだけでなく、青と赤が微妙に混じった色味、しか

もふんわりした立体感があります。 

これらの表現の仕方をどうするか大きな課題です。書道は K さ

んが水彩画との両刀使いで、Y さんも含め 2名で題字は心照と

春華秋実を書きました。最近Yさん行書の書き方の新刊書を購

入し参考にしています。行書は楷書より少し崩した続け書きで

草書より読み易い実務的な書体です。冠婚葬祭の封筒書き程

度はきれいな行書で書きたいものです。 

担当幹事：渡部 正二 TEL：0000‐00‐0000 

○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 59回 6/01（金）行き先：太田市 金山（コース当日決定） 

第 60回 6/15（金）行き先：太田市 金山（コース当日決定） 

     集合場所：大光院境内  集合時間：AM１０ 

＜報告＞ 足利市小俣―石尊山・深高山コース 

第 57回 5月 4日 晴れ  

小俣地区叶花集会所に大型連休にもかかわらず 16名集まる。前線と寒気団の影響で明け方雨が降り

清々し良い気温。久々の S さん指導のストレッチで体をほぐし 10時スタート。車道を進み道標に従い石尊神

社から登山道へ入る。雨上がりの泥道を 25分ほど進み休憩。気温が低く爽やかで気持ちが良い。女人禁制

の石柱を過ぎ山頂に近づくと道は岩場となる。しおれた山ツツジがまだ残っていた。山頂直下の天狗とカッパ

を祀った石尊神社にお参り山頂に 11時 25分到着する。爽やかでナラの新緑が美しい。稜線を進み深高山

に 12時 10分到着。昼食後記念写真を撮り 12時 40分出発、途中 2回ほど休み叶花集会所に 14時 20分

無事到着し解散。 

〇 第 111 回山行「岩殿山」ハイキング報告 

4/08（日）快晴、参加者 25名 パナソニック正門前駐車場を 4

時 45分出発。すでにあたりは薄ら明るい。予報は晴れ高速道で

日の出を見る。談合坂 SA は早朝でもあり空いているのでは？と

久しぶりに立ち寄るがやはり混んでいた。先に下山口の浅利千

本松駐車場を確認するが迷う。土地の人に教わる。登山口は駐

車場がないため大月駅前でバスを止め素早く身支度を済ませ 7

時 50分出発。前方の岩殿山の岩壁を見ながら歩く。桜祭りの旗

の立つ登山口に 8 時 5 分着く。階段交じりの急な山道を登ると

ふれあい館のある丸山公園に出た。「富士に桜」を期待したがすでに葉桜へ変わる。残念！九十九折の階段

を登り稚児落し分岐で休憩後山頂へ。岩殿山 8 時 45 分岩殿城跡の石碑の立つ山頂は眺望が最高。富士山

をバックに大月・都留の町並みが美しい。記念写真を撮りアンテナの立つ最高峰で休憩する。 

9時 15分来た道を戻り稚児落し分岐より縦走路へ。乾燥しきった登山道は滑りやすい。細い尾根道を所ど

ころ咲くツツジを見ながら慎重に歩く。築坂跡を過ぎ兜岩へ。天神山手前で 10時 45分休憩。 2 ヶ所のクサリ

場を巻き道で通過。特に兜岩の巻き道は厳しい。一人ひとり慎重にロープで急斜面を下りた。アセビの咲く穏

やかな尾根道を歩く。天神山通過後石祠のある山頂から高圧線伝いに歩き稚児落しへ。先方の大岩壁の上

に人の姿が見える。あそこが稚児落し。細い岩稜を歩き稚児落し分岐に 11 時 25 分到着。風をよけ樹間で昼

食。稚児落しの岩場で写真や展望を楽しみ 11 時 55 分急で滑りやすい砂交じりの道を下る。途中 2 ヶ所のロ

 

足利市深高山

で 

 岩殿山山頂で 
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ープとクサリ場を通過 12 時 30 分登山口に下りた。山里に咲く花々を見ながらバスの待つ浅利千本松駐車場

に着く。大月駅へ歩く登山者を横目にバスで都留の月待ちの湯に。ぬるめの露天風呂に浸かり疲れを癒す。

入浴後はいつもの通りビールで乾杯。1時間ほど過ごし 14時 30分帰途に就く。途中日本三奇橋の猿橋を見

学。深い渓谷に架かる猿橋についてガイドから説明を受ける。帰路は国道 20 号を走り上野原 IC より高速に

乗るがやはり小仏トンネルは混んでいた。17時 5分狭山ＰＡで休憩後大泉に 18時 30分無事到着解散した。 

担当幹事：内田 光男 

〇 カラオケ愛好会例会報告 

4月 3日参加 11名と委任状 5名で総会開催し、新体制でスタートした。総会に引き続き月例会になった

が、最近は諸事情で毎回集まれない様で 10名前後と寂しい状況が続いている。その内約半分の方は固定

で残り半分の方は入れ替わって数回置きに参加と言う状態です。しかし参加された時の皆さん元気に歌い話

し積極的に楽しんで一日を過ごしています。しかし世の中には一人で家に籠り、誰にも相談できずに特殊詐

欺の被害者になって仕舞う様な方も多くいます。世田谷区の 80代の女性宅に 4月 10日、長男をかたる男か

ら「東京駅で会社の大事な書類や小切手の入ったカバンを盗まれてしまった」などと電話があった。男はこの

穴埋めに現金を切望。女性は求めに応じて長男の同僚を名乗る男らに 11回、自宅付近で会い、計 1億

1200万円を手渡したという。この現金のうち約 8500万円は女性のタンス預金との事ですが、相談する隣人・

友人がいなかったのかな推測します。洋友会の各クラブ活動に積極的に参加し仲間同士の繋がりを続け付き

合いを楽しんで居る事は、大変素晴らしい自己保身になっていると思いますが、如何でしょうか？ この様な

楽しみに 3日は 27曲歌い、翌週の 10日は参加者 9名で 39曲を歌い継ぎました。大声で歌い・話し・人前 

で発表するだけで大変な憂さ晴らしをし、新曲も覚えたり、緊張したりして、若さを保ちに来ませんか？ 

新曲：北のひとり星（走）愛してブギウギ（野中彩央里）勝負の花道（氷川）ほんの小さな過去だから（増井山） 

･･初披露、千島桜（鳥羽）、湯西川（水森）、酒暦（香西）、津軽酒（福浦隆之）、恋歌酒場（五木）他 

懐かしい歌：海から来ました、トウキョウ-トワイライトナイト、ふるさとは今もかわらず、さざんかの宿、紅い花、 

釜山港へ帰れ、北国の春、 

例会の参加者推移（単位：人） 

 

 

月例会予定日 6月 5日 12日、7月 3日 10日

暑気払い 7 月 31 日 12時から実施予定です。

担当幹事：奥山 泰彦 TEL：000-0000-0000 

石関 正明 TEL：0000-00-0000 

 

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  

「斎藤 功さんのふるさと紹介」 

 

上高地への玄関口 長野県安曇村島々 

（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） 

 

 

 

 

＊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 

 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3 月 4 月 5 月 6月 7 月 8 月 9 月 

例会 1 14 13 10 9 12 8 11      

例会 2 12 10 32 9 10 10 9      

 

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

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

- 

邑楽町広報掲載 

/ 
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○ 「ボランティア活動」からの連絡 

各月のノート記載プルタブ等寄贈者（敬称略） 

３月：小林（一）、中田、奥山、栗原（小）、飯野、森下、 

４月：有居、久保田（勇）、臼倉、斉藤（正）、奥山、 

５月：松沢、奥山、斉藤（勝） 

 

「健康診断を受けられましたか？」（健康ニュース…洋友会本部提供） 

皆さん、今年度の健康診断は既に受けられましたか？ 

これから、受診される方もいらっしゃると思いますが、健康診断は、病気の早期発見、早期治療のほか、検査

結果から身体の発する危険信号が察知されることで生活習慣の改善を促し、病気を予防するといった大切な

役割を担っています。 

今回は、あらためてその目的を紹介させていただきます。 

◆健康診断の目的 

１．生活習慣を振り返り、改善するきっかけにする（一次予防） 

多くの病気は、必ずしも加齢によるものではなく生活習慣の結果、起こることが明らかになってきました。

言い換えれば、不健康な生活習慣を改め、健康的な生活を送っていれば、多くの病気は防ぐことができ

ます。健診を受けることによって、自分の生活習慣が健康かどうかを見直し、日常生活のなかで、どんな

点に注意すればよいのかがわかります。 

２．病気を早期発見し、早期治療につなげる（二次予防） 

体に症状がないときは、病院を避けたくなるものです。しかし、自覚症状がない病気も少なくなく、気づい

たときには病状がかなり進行していたという例もあります。ほとんどの病気は、発見が早ければ早いほど、

治る確率が高くなります。初期の段階で体の異常を見つけるためには、定期的に健診を受けることが大切

です。 

［静かに進行する生活習慣病の怖さ］ 

生活習慣病には、「がん」「心臓病」「脳卒中」という命にかかわる重大な病気や、糖尿病や痛風、骨粗しょう

症など QOL(生活の質）を下げる危険な病気があり、次の特徴（怖さ）があります。 

①自覚症状があらわれにくく、気づいたときにはかなり進行していることが多い 

① 複数の病気を併発することが多い 

③加齢を土台にした慢性病なので完全には治らず、生涯にわたってコントロールしていかなければならな

い 

 
［生活習慣病の芽を摘み取る］ 

悪い食習慣、運動不足、ストレス、睡眠不足、喫煙及び過度の飲酒の５つが生活習慣病を発症させ進行さ

せていく大きな要因です。つまり、その名の通り、生活習慣の良し悪しが生活習慣病の発症と深くかかわっ

ており、その改善が予防に繋がります。 

1年に 1回は、健康診断を受診していただき、ご自身の健康状態の把握にお役立て下さい。    

以上 
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