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お ー ろ ら 通 信 （２６８） 2020年 7月号        

 
 
今月の記事 洋友・スポーツ・カラオケ・山行・投稿 
・お知らせ 
 
※新型コロナウイルス感染症の二次感染を防ぎましょう 
新生活様式へ対応で With コロナ‼ 
 

〇 会報誌「洋友」令和２年秋号及び令和 3年新春号について（お願い） 
 

いまだ新型コロナウィルス感染が収束に向かわず、洋友会活動も自粛傾向で、なおかつ、昨今

の感染者増加傾向から、第 2波の襲来が懸念される昨今です。 

会報誌「洋友」は、下記の企画にて編集いたしますのでご応募をお願いいたします。 

「秋号」 ＜原稿の投稿締め切りは 8 月 17日です＞ 

1. 表紙 「秋の風物詩」をテーマに写真、絵画を募集します。 

     秋の祭り等は中止が続いていますが、下記のようなテーマの作品を応募ください。 

      （例）紅葉や黄色いイチョウと神社・仏閣  

味覚の秋：きのこ、果物、魚（秋刀魚・鰯等） 

お月見 ：満月とススキ・月見団子  等々 

                横組みのカラーで、かつできるだけ高解像度で鮮明な写真をお願いします。 

2. 特集ページ  

①「ステイホームを楽しむ」外出自粛時に自宅で行われていた活動                     

②「私の健康法」 スポーツ、ボランティア、趣味、食事等 

※1000 字程度の原稿と写真、現在のカラー顔写真をメールにてお送りください。 

3. その他    ①一般投稿      1000字以内の原稿と内容に関わる写真 2～3枚、顔写真。 

鮮明な写真でお願いします。 

②俳諧・川柳 

   「新春号」 ＜原稿の投稿締め切りは 11月 9日です＞ 

1. 表紙        「新春にふさわしい華やかな絵柄」 初参り、10日恵比寿、新春行事等 

2. 特集ページ 

       ①「各地の年末・年始の風物誌」 各地で実施の地域振興行事、伝統行事等 

1000字程度の原稿と写真、現在のカラー顔写真 

② 「丑年・年男の抱負」    ※200字以内、全地区 1～2名の応募 

3. その他    ①一般投稿      私の「第 2の人生」等 

※1000字以内の原稿と内容に関わる写真 2～3枚、 

②俳諧・川柳 

 

〇 スポーツ健康愛好会例会報告（６月度） 
 23日 13：00～15：00（火曜日） 参加者 6名  

23 日は曇り、外気温 25℃。3 月から新コロナウイルス感染拡大の防止対策で体育館が閉鎖となり、スポー

ツは休止しておりました。 

23 日から体育館の再開を機に活動を開始しました。トレーニング室は時間割制となり、不都合が生じて活

動時間の変更することにしました。トレーニング室に入るには、アルコール消毒液と拭くためのテッシュを渡

されて機器の消毒をしながらのトレーニングになります。 

トレーニング機器もキープデスタンスで配置が大きく変わり室の新鮮さを感じます。本日は入室が途中から

で、残念ながら全行程はできませんでした。 

アリーナでは NO.5 コートにネット設置。バドミントン試合は参加者名簿提出で検温、住所、連絡先記入

と煩わしさがあります。バドミントンは 13：00 から早めに開始一時間試合を継続。ネットの片付け、コート清

掃後いつもと同様に談笑後散会。 大泉町民体育館 開催日は毎月第 3・4週（火曜日）13：00～ 

担当幹事  福田勝弘 TEL:0000-00-0000. 

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 

電話は原則毎週水曜日 9 時半～11 時 
E-mail: yoyugunma@juno.ocn.ne.jp 

http://yoyugunma.sakura.ne.jp/ 
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○  カラオケ愛好会例会報告 
6月の例会 

  6月 30日 13:30～16:00 場所：まねきねこ大泉店 

参加者：6名 天候：晴れ 発表曲：26 

特記事項：コロナウイルスの感染拡大防止策として発

令された緊急事態宣言は 5月 25日に全国で解除され、

休業要請も順次解除された。当例会は 3月以降自粛し

ていたが、群馬県の感染状況及びカラオケ店の感染対

策状況を確認しつついつ再開できるか検討してきた。

この度カラオケボックスまねきねこの対策に加えて、洋友会独自の対策を加えることにより 6月

30日から再開。当日開始時間前にマスク、フェースシールドをして入店し検温、アルコール消毒

を済ませ、スタッフからゴム手袋、マイクカバーを貰い入室。テーブル、椅子、リモコン、マイ

ク等を持参の次亜塩素酸水で消毒して皆さんが来るのを待ちました。1時半過ぎ会長から例会を

再開する予防策等について説明し、新幹事として菅沼さんを加えて運営していくことにしまし

た。4か月ぶりなので皆さん歌っていた曲名も忘れ、以前のような歌い方は難しい状況ですが、

久しぶりに大声（？）を出してストレスを発散していました。歌った曲（下表参照）はつい最近

発売された新曲から馴染みの曲まで多種多様でした。久しぶりなので早めに(16時)散会。 

今後の予定は文末に記載しますが、東京地区で連日 200人を超える感染拡大している状況でも

あり、予定通りに開催できるかどうか流動的ですので、おーろら通信、ＨＰ及びメールを注視し

てください。 

感染防止対策  写真参照 

まねきねこ側：入店時のアルコール消毒、非接触体温計での検温、マイクカバー1枚/人、 

薄手ビニール手袋１組/人、定期的な窓開放 

洋友会側  ：マスク、フェースシールド、次亜塩素酸水、除菌シート持参、３密防止     

 今月の発表曲  

ＹＯ  
残花      

山本譲二 

夜明け前 

山本譲二 

前に… 

北島三郎 

男の庵    

鳥羽一郎 

未練なんだぜ 

大川栄策 

花も嵐も 

山本譲二 

TＳ 

 

北のみれん酒 

藤原浩 

契り酒 

香西かおり 

男酒 

鳥羽一郎 

男哭酒 

坂本冬美  

  

ＭＩ  
好きだよ             

白川裕次郎           

雨音 まつざ

き幸介   

北の駅舎  

藤原浩      

かすみ草 

千葉一夫 

涙のピリオッド 

まつざき幸介  

北のたずね人

中澤卓也   

ＴＳ 

 

茜色の恋 

中澤卓也 

望郷山河 

三山ひろし 

南部蝉しぐれ 

福田こうへい 

Lemon 

米津玄師 

みちのくひとり旅 

山本譲二      

 

ＴＴ 

 

夜明け前 

山本譲二 

祭りの唄 

鳥羽一郎 

わすれ宿 

鳥羽一郎 

天城宿 

五木ひろし 

津軽三味線ひとり  

彩青            

 

今後の予定：8月 4日、9月 1日 8日 13時 30分～（17時）まねきねこ大泉店 参加費 800円 

担当幹事  奥山 泰彦 (000-0000-0000) Email：00000000-000000000@00000.00.00 

        石関 正明 (0000-00-0000)  

○  「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

8月の例会は中止いたします。 

＜報告＞ 

第 105回 7月 3日（金）金山 曇り 18名参加 

梅雨空の中、予報では午後 3時過ぎ雨。幸いハイキングは実施

できた。久々の金山である。9 時半を過ぎ人が集まり総勢１８名とな

った。Y さん指導のストレッチで入念に体をほぐす。10 時スタート。

表参道より熊野神社にお参り社協センター駐車場より登山開始。平和の塔で小休止。山を登り親水広場

にて休憩。 小八王子山を登り東屋で再度休憩「さわやかな風が吹き気持ちがいい」。中八王子 大八王子

山と登り御城橋を渡り展望台にて休憩。足利の大小山や三毳山の 2 つのピークがハッキリ見える。最後の

急坂を登り石段へ、石段脇に孟宗の若竹が 3 本太く輝き強く印象に残った。最後の石段を登ると新田神

 
金山城址で 
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社。参拝を済ませ東の隅のお立ち台へ再度展望を楽しむ。三毳山の右にかすかに筑波山が確認できた。

12時南曲輪休憩所に移動し昼食。40分と長い昼食タイムを取り帰途に就いた。途中東屋付近に咲いてい

たテイカカズラを紹介、駐車場脇の道を下り東屋で休憩、呑竜様境内に 13時 30分到着無事解散した。 

担当幹事 内田光男 

〇 投稿欄 

   

↑上 サボテンの花 

←左 月下美人 

 

写真投稿 

岸 雄二様より 

 

新型コロナウイルスと向き合って・楽しい温泉旅行を・・ 

草津温泉の巻       投稿者 西 正裕 様より 
 新型コロナウイルスで家に閉じ込められていずに、山本群馬県知事の英断

で群馬県民が県内の宿泊施設を利用する場合、７月末まで一人五千円の補

助が受けられる制度を活用して博物館のボランテｲア仲間と草津、四万、水上

などの温泉場を訪ねて、温泉を堪能してコロナウイルスをすっかり忘れる旅をし

ています。 

 ６月初めに、訪れた草津の湯畑は平常で有れば、大勢の観光客でにぎわっ

ているのに、コロナショックで人影はゼロの湯畑、時計の針が止まったような光

景でした。 

 草津の別荘地帯にある宿『湯宿・季の庭(ゆやど・ときのにわ)』に泊まる。宿に

入り靴を脱ぐとスリッパ無し、素足で畳の廊下伝いに、係の人に案内され、部屋

に入るとベランダには桧造りのかけ流し露

天温泉風呂があり、トイレの中まで畳敷！

宿のお風呂は太浴場もありましたが、貸し

切り温泉が５か所庭に散在して予約で 5か

所の風呂巡り、夕食はほぼ個室近い仕切

りで、おいしい上州牛のステーキ食べ放題、

追加をすれば係の方が持って来てくれて、

ビール、日本酒などが飲み放題で１万円

以下の宿泊代でした。 

 特記する事、部屋のテレビ台の横にバイ

ブルや佛教典ではなく『古事記』が置いて

有りました。 

 

写真  宿で寛ぐ西さん 
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-------------------------------------------------------------------------------------   

〇 訃報   山本 余所夫さんの奥様（はつ江様）が 3月 6日に亡くなりました 

規定に従いお花代をお送りしました。 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：０００－００００－００００ 

○ 「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）  6月～7月まで 

木村、松沢、奥山、臼倉、久保田（勇）、飯野、内田、 

 

 

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、「新しい生活様式」として、一人ひとりが感染防止の３つの

基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の

対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。 

これから、夏を迎えるにあたり、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」における

熱中症予防のポイントを厚生労働省がまとめていますのでご紹介します。 

 

◆マスクの着用について 

マスクは飛沫の拡散予防に有効で、「新しい生活様式」でも一人ひとりの方の基本的な感染対策として

着用をお願いしています。ただし、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中二酸化

炭素濃度、体感温度が上昇するなど、身体に負担がかかることがあります。 

従って、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋

外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう。 

マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給

を心がけましょう。また、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、マスクを一時的にはずして休憩すること

も必要です。 

外出時は暑い日や時間帯を避け、涼しい服装を心がけましょう。 

◆エアコンの使用について 

熱中症予防のためにはエアコンの活用が有効です。正し、一般的な家庭用エアコンは、空気を循環さ

せるだけで換気を行っていません。新型コロナウイルス対策のためには、冷房時でも窓開放や換気扇によ

って換気を行う必要があります。換気により室内温度が高くなりがちなので、エアコンの温度設定を下げる

などの調整をしましょう。 

◆涼しい場所への移動について 

 少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動することが、熱中症予防に有効です。一方

で、人数制限等により屋内の店舗等にすぐに入ることができない場合もあると思います。その際は、屋外で

も日陰や風通しの良い場所に移動してください。 

◆日頃の健康管理について 

 「新しい生活様式」では、毎朝など、定時の体温測定、健康チェックをお願いしています。これらは、熱中

症予防にも有効です。平熱を知っておくことで、発熱に早く気づくこともできます。日ごろからご自身の身体

を知り、健康管理を充実させてください。また、体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養するように

しましょう。 

◆最後に 夏になって気温が高くなれば、感染拡大が収まるのではないかとの期待もありましたが、現状で

はそのような状況ではありません。夏本番を迎える中、熱中症に注意しながら「新しい生活様式」を実践

して、新型コロナウイルスの感染を防止しましょう。 

以上 

 

お知らせ 


