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お ー ろ ら 通 信 （２６６） 2020年 5月号        

 
 
今月の記事 地区総会・本部総会・山行・お知らせ 
 
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に付き、 
おーろら通信の校閲が不十分です。誤字・脱字等は 
ご容赦ください。 

 
 新型コロナウイルス感染防止のため 3月以降総会の中止、各種行事の自粛を行ってきました。

お陰様で群馬地区の会員が感染したという報告は受けておりません。群馬県内は 5月に入って

新規感染者も少なく、5月 14日緊急事態宣言解除に至りました。洋友会活動も 6月から徐々に

再開したいと考えています。しかし、ワクチンがまだ実用されていない現状では第 2派、第 3派の

到来も予断を許しません。今後も罹患しないためには今までの皆様の努力（３密を避ける、手洗

い・うがいの徹底他）に加え、新しい生活様式への移行も重要になってきます。例えば、①買い

物：通販や電子決済の利用し、買物は行くときは 1人で ②娯楽、スポーツ等：筋トレ等は自宅 

中心で、狭い部屋に長居はしない、歌や応援は十分な距離をとる ③食事：持ち帰りや出前等も利用し、

おしゃべりは控えめにして料理に集中 ④会議等：オフィスは広々とし、オンラインも利用、対面での打ち

合わせは換気とマスク着用。５0年以上身に着けてきた慣習を変えるのは大変だと思いますが、自分の命

と大切な人の命を守るために頑張りましょう。   

洋友会群馬地区会長 奥山泰彦 

 

〇 群馬地区定時総会の報告 
 既にご案内の通り新型コロナウイルス感染拡大防止のため地区総会を中止し、次のような形で 

総会議案書の議決を実施した結果、過半数以上の賛成を頂き全て原案通り可決しました。 大変有難うご

ざいました。 

 ≪議決結果≫ 

  総会開催案内時議決委任状を頂いた方             ： 委任状数 182名 

  総会に出席予定者 119名に議案書への議決行使を依頼  ： 賛成者数  103名（返信なし：16名） 

* 4月現在の会員数 411名 賛成者数 285名（委任を含む） 賛成票比率 69％ 

 

〇 洋友会本部総会の報告 
 本部総会は新型コロナウイルス感染予防対策のため開催予定日が 2度延期されましたが、最終的に開

催中止になり、代替策として議案書のメール配信による審議になりました。以下議案書の概要を記します。 

 ★令和元年度活動報告 

１．会員同士のふれあい活動、親睦会や交流会等の実施 （地区別活動内容の報告書あり） 

２．会員に有益な情報提供 『洋友』年 4回発行、本部 HP、地区 HP及び地区別会報誌による情報提供 

及び健康ニュースの発行 

３．社会貢献活動の継続実施  

 ・『プルタブを集めて車椅子を贈ろう運動』の継続的な活動 大東地区、滋賀地区で各 1台寄贈 

 地区独自活動として北海道で 4台寄贈、全体活動と合わせて累計 49台 （群馬地区は累計 3台） 

 ・パナソニックエコリレージャパンへの参加     ・地域でのボランティア活動への個人参加促進 

４．パナソニック OB会連絡会との活動連携（OB会連絡会加入６OB会と情報交換他） 

５．本部の活動 

    ・2回の施策検討委員会及び全国会長会議にて入会条件の緩和等の課題解決への方向性を出す 

    ・会社（三洋電機）との定期的なコミュニケーション（決算報告、情報交換）実施 

６．その他洋友会加入メリット活用促進 

    ・企業スポーツ（ラグビー・野球等）の無料観戦の告知 

    ・家庭常備薬斡旋の継続実施 

    ・契約保養所ダイヤモンドソサエテイ法人契約をパナソニックＯＢ会Ｇｒにて新規加入 

    ・オリックスレンタカー特別価格適用      ・人間ドックの割引対象医療機関 
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  令和元年度会員動向（令和 2年 3月末） 

          会員数   入会者    退会者   逝去者  

    全体    4,060     38      102     101 

    群馬         411           13                5             5 

  長寿祝い者    （平成 31年 4月～令和 2年 3月） 

          白寿    米寿   喜寿 

    全体     0       48       244 

    群馬          0        4      31      

★令和 2年度 役員改選  （詳細を知りたい方は問い合わせください） 

  会 長   後藤 勝祥 （相談役へ） ⇒ 小林 善尚 （大阪地区会長） 

  副会長   吉岡 美隆  留任 

  副会長   川端 通（洲本地区会長） ⇒ 藤田 三男 （滋賀地区会長）  

各地区会長兼本部幹事 15名の内 8名が改選予定  

★令和 2年度活動方針  取り組み目標 （新規に取り組む活動のみ記載します） 

 １．親睦 『洋友』に会員間の情報交換を目的に掲示板コーナーを新設 

       新規契約保養所ダイヤモンドソサエテイの PR  

 ２．社会貢献 『みんなで“AKARI”アクション』への取り組みを始める 

★規約改定 洋友会群馬地区で提案した“議案書の規約改定”と基本的に同じです。 

 報告者 奧山泰彦 

 

○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 105回 6/ 5（金）行き先 ：みどり市笠懸 鹿田山フットパス 

集合場所：清水新沼駐車場  時間：AM10：00 

第 106回 6/19（金）行き先 ：足利市天狗山・両崖山コース 

集合場所：さいこうセンター駐車場 時間：AM10:00 

≪道案内≫ 

第 105回案内ナビ用： 県立渡良瀬特別支援学校前に 

フットパスの道標あり TEL:0277-76-7321 

第 106回案内ナビ用：さいこうふれあいセンターTEL:0284-22-4406  

 ＜報告＞ 

第 101回金山 5月 1日 晴れ 14名参加 

緊急事態宣言が発せられ、急きょ佐野市唐沢山から太田金山に変更、呑竜様境内に 13名集まる。 

予報では快晴、春カスミが掛かり遠方の山々は見えない。ストレッチ後 10時境内をスタート、表参道を通り

受楽寺へ。親水公園で休憩していると A さんが合流、総勢 14名となる。小八王子山の東屋で休憩後、

中・大八王子山を越えて御城橋で綺麗に咲く桐の花を見て展望台で休憩。カスミがかかり筑波山は見えず

三毳山や足利の山々がかすかに確認できる程度であった。最後に新田神社の階段を登り今月初参拝。一

段下がった東側テラスに移り昼食をとる。周りにオドリコソウや八重のヤマブキがきれいに咲いていた。 

12時 20分下山開始、南曲輪休憩所はベンチを中にしまい戸締めとなり使用できず。トイレ休憩後日本百

名城記念碑を囲んで記念写真を撮り帰路に就く。モータープール脇の階段を下り東屋で休憩、呑竜様に

13時 20分到着無事解散した。 

担当幹事 内田光男 

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

〇 金婚祝い 
 結婚５０年、おめでとうございます。 

 これからもご夫婦仲良く健康で幸せな日々をお過ごしください （敬称略） 

 《４月》渡部 正二（美恵子） 栗原 茂文（玲子）  石原 専一（みよ子） 

     内山 俊栄（ミヨ）  山本 修章（直子）  山口 豊義（芳子） 

《５月》滝原 喜男（信子）  小川 正昭（環）   皆川 雅利（冴子） 

   長澤 哲郎（文子）  鈴木 邦雄（美恵子） 鈴木 忠次郎（美也子） 

お知らせ 

 
日本百名城記念碑を囲んで 
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洋友会行事予定表  
＜今後 3 ｹ月間の予定＞ 

参考   囲碁   ：7/17、9/18、11/20、 2021/1/15、3/19毎金曜日開催予定 

カラオケ :6月末より開催予定 暑気払いは中止 

 

〇新会員   乙川 博敏さん （大泉町在住）                

 宜しくお願いいたします  

------------―――――――――――――――――――――――――――――――------------- 

〇訃報  佐古敏明さんが 5月 14日に亡くなりました 86歳 

                                       ご冥福をお祈りいたします。 

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

＊ 訃報発生時は、奥山泰彦（洋友会群馬地区会長）に連絡を下さい。 

（配偶者の方も対象になります） TEL：０８０－５６８２－８５５１ 

〇 投稿のお願い 
 自粛により、洋友会活動が停滞しています。おーろら通信の記事も寂しくなっています。 

 つきましては、皆様が自粛活動の中での成果を投稿して頂きたいと思います。次のような作品の投稿

をお願いします。おーろら通信の空きスペースとの調整もありますが、出来るだけ多くの作品を掲載した

いと思いますので宜しくお願いします。 

花、景色等の写真、書、絵、短歌、俳句、川柳、他 （一言説明を加えてください） 

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

○ 「ボランティア活動」からの連絡  

＜お願い＞ アルミ缶にスチール缶が混入しないよう選別をお願

い致します。 

 

各月のノート記載プルタブ等寄贈者（敬称略）  3月～5月まで 

松沢、久保田（武）、木村、栗原（茂）、奥山、小林（一）、飯野、臼倉、阿部、 

白石（昭）、 

クラブ名 6月度 7月度 8月度 備考欄 

洋友会旅行 中止   年 2回 

カラオケ愛好会 30日予定 7日、14日予定 4日予定 毎月第 1、2火曜 

麻雀 中止   年 3回 

囲碁 予定なし 17日（金） 予定なし 年 6回 

山遊会 中止 予定なし 
8月 23・24日 

「立山」予定 
年 6回 

金山でも歩こう会 実施 実施 なし 毎月第 1・3金曜 

スポーツ健康愛好会 町民体育館開館後   月 2回 

書絵愛好会 中止 中止 中止 月 2回 

パソコン教室＆ 

スマホ勉強会 

緊急事態宣言 

解除後（マスク着用） 
  毎週水曜日 PM 

ゴルフ 中止   年 2回 

ボウリング、  今期中止  年 3回 

グランドゴルフ  今期中止  年 2回 
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免疫力アップの鍵！   ＜本部提供 健康ニュース＞ 

新型コロナウイルスの収束には、まだ時間を要しそうです。皆さんも、手洗い・うがいの徹底や、換気、咳エチケッ

ト、人が多く集まる場所への不要な外出を控えるなど感染予防対策を実施されていることと思いますが、それに加え

て、ご自身の生活習慣を見直して、免疫力を下げない・高める工夫を取り入れてみませんか？そこで今回は『免疫

力アップ』に関するお話です。 

◆免疫とは？ 

 免疫とは、体内に侵入した異物を攻撃し排除するために、体に備わっている防御システムのことです。免疫には

2種類あります。 

【自然免疫】生まれながらに備わっているもの。例えば、皮膚、唾液や耳あか、涙やくしゃみ、腸内細菌等がある。ま

た、血液中の白血球の中にある免疫細胞（マクロファージや好中球、ナチュラルキラー細胞など）も体内に入って

きた異物に対して攻撃する力を生まれながらに持つ。 

【獲得免疫】自然免疫によって排除することができない異物や病原体に対して力を発揮する。過去の感染の経験や

ワクチンの接種により、免疫を記憶し、次に同じ病原体が体内に入ってくると免疫細胞が直ちに増えることで感染

を防いだり、症状を軽くすることが出来る。獲得免疫に最も関わっているのが、白血球中のリンパ球（Ｔ細胞やＢ細

胞など）である。  

また、免疫システムには「全身免疫」と「粘膜免疫」があり、前者はリンパ中心のシステムで、後者は腸管独自の

システムとなっています。そのため、腸内環境も大変重要な要素の１つです。 

    ◆免疫力アップの鍵 

  免疫力アップの 6つの鍵をご紹介します。 

◎その１ 「睡眠の質を高める」 

質のよい睡眠は、リンパ球の増加や細胞の成長や修復、疲労の回復、自律神経を整えることにもつながります。 

睡眠の質を高めるためには、体内時計を整えるために出来る限り起きる時間と寝る時間を一定にする、就寝前の

入浴、寝る前に携帯電話やパソコンなどの光を浴びない、起床時にはカーテンを開けて日光を取り込む、運動を

取り入れるなどがあります。 

◎その 2 「ストレス解消と笑いを取り入れる」 

過剰なストレスは、自律神経のバランスを崩しやすくなります。ストレスは溜めこまないように、趣味を行う、ストレッ

チや軽い運動を行うなど日々の生活の中で解消していきましょう。また、笑うことで脳の中に鎮静作用のあるホル

モン分泌が促されるなどの効果もあります。 

◎その 3 「体を冷やさない、温める」 

体温が低いと免疫細胞の働きも弱まると言われています。お風呂では湯船に浸かる、靴下やストールなどを活用

する、温かい飲み物を飲むなどして、温めることを意識してみましょう。 

◎その 4「適度に体を動かす」 

体を動かすことで体温の上昇にもつながる他、自律神経バランスを整えたり、リンパ球を増やす力も高くなります。

軽いストレッチや散歩、ウォーキング等、無理のない範囲で楽しみながら体を動かすようにしましょう。 

◎その 5 「１日 3食、バランスの良い食事を心がける」 

バランスの良い食事のポイントは、下記の 3つの要素が食卓に揃っているかということです。 

・主食…炭水化物（ご飯など） 

・主菜…タンパク質(肉・魚・卵・大豆製品など) 

・副菜…ビタミンやミネラル類（サラダ・煮物など） 

不足しがちな栄養素を補給するために、おかずとなる副食の種類を一品増やす／野菜を増やし食事に彩りを加

える（理想：白・黒・赤・黄・緑の５色）などを意識してみてください。 

また、朝食は体温の上昇や基礎代謝量を上げる効果や、体内時計を整える働きもあり、免疫力を高めることにつ

ながります。 

◎その 6 「腸内環境を整える」 

腸内の善玉菌は腸内を酸性にすることにより悪玉菌の増殖を抑え腸の運動を活発にし、病原菌による感染の予

防につながります。また、善玉菌自体を構成している物質が、免疫力を高めることも報告されています。 

善玉菌を増やすため、ヨーグルト・納豆などのビフィズス菌・乳酸菌を含む発酵食品、野菜類や豆類、果物類に多

く含まれているオリゴ糖や食物繊維の摂取などを意識してみてください。 

 

◆最後に 

 自粛が必要な時期は、まだ続きそうですが、ご自身の生活習慣に照らし合わせて、改善すべき点がないか、今一

度振り返ってみてください。 


