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お ー ろ ら 通 信 （２６９） 2020年 8月号        

 
 
今月の記事 役員慰労・ゴルフ・山行・スポーツ・カラオケ 
投稿・お知らせ 
 

※新型コロナウイルス感染者が群馬県でも増加しています。 
 今まで以上に感染対策に留意してください。 
 

〇 「お疲れ様でした」退任役員の慰労会の実施 
役員を退任した時には役員全員で慰労会を実施し、規定に従って慰労金をお渡ししています。 

今回は新型コロナ感染対策のため慰労会は取りやめ、感謝をこめて事務所で役員による慰労金とお花の

贈呈式を行いました。対象者は柿沼義男さんと小倉一雄さんです。長年大変有難うございました。 

〇 秋の洋友会コンペ開催のご案内 
新型コロナウｨルスが心配される昨今ですが、会員の皆様にはお元気でお過ごしでしょうか？ 

奥山会長との協議の結果、今秋の洋友会コンペを予定通り開催する事といたしました。  

春の開催は残念ながら開催中止と致しましたが、秋の大会は今から十分な対策の上、例年通り“城山カン

トリー倶楽部”（足利市小俣町）で開催いたします。心待ちにしておられたゴルフを愛する会員の皆様、お

待たせいたしました。例年通り豪華商品を準備して多くの会員の参加をお待ちしておりますので、担当幹

事まで申込み頂きますようお願い申し上げます。 

 開催日程  

・日 時：2020年 11月 6日（金）  

・場 所：城山カントリー倶楽部 （☎0284-62-3131）   

     〒326-0141 栃木県足利市小俣町 4008 

・集合時間：8時 20分時間厳守 （スタート：9時 01分～OUT・ IN） 

・参 加 費：2,000円（ﾌﾟﾚｰ費、食事費は各自負担） 

・募集人員：8組（32名） OUT&IN 各 4組  ＊4名 1組での参加申込みも受付ます。 

・申込締切：10月 20日（火） 定員になり次第締切り 

・担当幹事：前田浩良    TEL：0000-00-0000 E-Mail:000000000@00000.00.00 

     携帯：000-0000-0000 

    ：岸 雄二   ＴＥＬ：0000-00-0000 E-Mail：000000@ooo.00.00 

：松沢千代子 ＴＥＬ：000-0000-0000 E-Mail：00000000000@000000.00.00 

 お 願 い  

・新型コロナウィルス感染防止の為、申込み締切日（１０月２０日）以降大会開催日までの間に東京及び 

３県（埼玉、千葉、神奈川）に出かける予定のある方は、ゴルフ大会参加の自粛をお願い致します。 

・当日の入浴は無くシャワーのみとなります。 

・表彰式は行わず順位賞のみ渡す形になります。 

＊新型コロナ感染予防の為、色々ご不便をかけますがよろしくお願い致します。 

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/ 

発行者：奧山泰彦   編集者：内田光男 

三洋電機洋友会群馬地区お知らせニュース 

  
柿沼義男さん：幹事 5期、副幹事 1期          小倉一雄さん：副幹事 6期 

mailto:000000000@00000.00.
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○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 109回 9/4 （金）行き先：太田金山 コース当日決定 

第 110回 9/18（金）行き先：太田金山 コース当日決定 

集合場所：呑竜様境内     集合時間：AM10:00 

 

〇 第 126回山行「磐梯山」ハイキングご案内 
福島県を代表する名山、磐梯山は約５万年前と西暦 1888年の少なくとも二度大規模な山体崩壊・岩な

だれを起こしました。1888 年（明治 21 年）の水蒸気爆発により山は崩れ、現在の姿になりました。「宝の山」

とも呼ばれており、山麓の彩り豊かな湖沼群と併せて素晴らしい景色が魅力の山です。六つ登山口がある

中山頂までの高低差が少なく、比較的初心者にも登りやすい八方台ルートを選びました。 

登山後は温泉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わえます。皆様の参加をお待ちし

ています。 

※ コロナ禍のもと、計画の変更見直しもあり得ます。 

日時：2020/10/04(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：休暇村裏磐梯 営業時間 11：00～13：20 ＠800  

TEL: 0241-32-2349  

費用：割り勘  

申込みは 0000-00-0000 or 00000000.000000.00.00 内田まで 

（期限：９月 10日(木) 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ください。 

ルート ：大泉 P 5：00発⇒太田桐生ＩＣ⇒＜北関東道・東北道・磐越道＞⇒磐梯河東ＩＣ⇒＜県 64

号・磐梯山ゴールドライン＞⇒八方台着 P8:30⇒9：00発 

コース ：（所要時間４H） 八方台登山口 9：00発→＜0：30＞→中の湯跡→＜1：20＞→弘法清水 

→＜0：25＞→磐梯山山頂→＜1：50＞→八方台 P 

ルート ：八方台 P発 14：00発⇒休暇村裏磐梯＜入浴＞⇒16：00発往路を戻る⇒大泉着予定 20:00 

担当幹事 内田光男 

 

〇 スポーツ健康愛好会例会報告（７月度） 
２１日 13：00～15：00（火曜日） 参加者５名  

２１日は連日雨模様で天候がすっきりしない。本日は都合で時間に遅れたのでトレーニングを休みバド

ミントンだけの参加とした。一人欠席の連絡があり、参加人数の心配があったが、K さんの紹介で女性の参

加があり、人数の確保が出来た。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、連絡先記入を行なった。  

バドミントンは 13：00 から開始。初めての参加の女性も慣れれば試合に参戦出来そうです。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 

  

○  カラオケ愛好会例会報告 
7月の例会 

 7月７日 13:30～17:00 場所：まねきねこ大泉店 参加者：7名 天候：曇り 発表曲：32 

特記事項： 休会後２回目の例会で、まだ皆さん若干他人行儀の様な戸惑い有り。先回と今回も、

皆さん久し振りのカラオケで、発声やいろいろな面で戸惑った感じで、頭をひねって居る様子も

見られ、特に点数も予想外と言う様子が多く観られました。しかし、曲の方は相変わらずにレパ

ートリーを増やしている様で勉強の跡が見られました。兎も角も対ウイルスの感染予防対策に気

 
長手浅間神社にて 

 
会津磐梯山 
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を配りながら、なるべく穏やかに、こじんまりと続けて行きたいと思います。そこで、本日の活

動時間は予定通りで開始は１３時半から終了は１７時で、小部屋１部屋と大部屋１部屋の計２部

屋を使用して曲の練習・披露を実施し、大部屋で歌い継いだ曲数は 32曲でした。 

7月２８日 13:30～17:00 場所：まねきねこ大泉店 参加者：６名 天候：小雨 発表曲：31 

特記事項： 休会後３回目の例会で、さすがに、採点で徐々に９０点越えも見られました。コーラ

ス関連等で歌に長く関わっている方は音階等しっかりして居て、直ぐに“勘”が戻るのでしょう

かと聞き惚れている感じです。本日も２部屋に分かれて、皆さんじっくりと練習と披露を行い、

予定時間を消化。時間も参加者も歌った曲数も前回と大きな違いはなく予定通りに終了。 

 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 

涙とめて 

吉幾三 

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  

泪酒 

半田浩二 

雨降り酒 

松原のぶえ 

ＭＩ  
好きだよ             

白川裕次郎           

雨音 まつざ

き幸介   

八尾風の盆 

鏡五郎      

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 

 

残花 

山本譲二 

望郷山河 

三山ひろし 

南部蝉しぐれ 

福田こうへい 

ツナミ ｻｻﾞﾝ

ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ 

みちのくひとり旅 

山本譲二      

好きだよ 

白川裕次郎 

ＴＴ 

ＫＴ 

夜明け前 

山本譲二 

天城宿 

五木ひろし 

わすれ宿 

鳥羽一郎 

 津軽三味線ひとり  

彩青            

涙の夜風 

増位山 

今後の予定：9 月 1 日 8 日、10 月 6 日 13 日 13 時 30 分～、まねきねこ大泉店 参加費 800 円 

担当幹事  奥山 泰彦 (000-0000-0000) 

        石関 正明 (0000-00-0000) 

  〇 投稿欄 

新型コロナウイルスと向き合って・楽しい温泉旅行を・・ 

奥利根ゆけむり街道の巻       西 正裕  

 前回に続き今回は奥利根の谷川岳が目の前に見える上牧の山下清の壁画

で有名な辰巳館に行きました。仲間と高崎を午前１０時に出発。途中『天空の

城下町』さなだの里、沼田に寄り城址公園を一巡り、沼田女子高の道場では女

子高生徒の気合の入った剣道や薙刀の試合を見物、流石『かかあ天下』の真

田の里。 

 宿に着くにはちょっと早い時間、途中水上駅に寄り道、駅前は人影無しでお

土産屋のおばさんは手持ち無沙汰、やはりここもコロナショック？ 駅構内に昔

懐かしい D５１蒸気機関車が展示されていて、写真をパチリ。 

 水上駅をあとに利根川沿いに有る宿「辰巳館」に着く。帳場で渡されたのは

部屋の鍵と籠に入ったアルコールスプレイ。女将さんに案内されて部屋に入る、

窓の下には利根川が流れ、対岸に大きなクリニック病院の看板、後で聞くと田

中角栄元首相が療養された施設との事、右手に雨に霞んだ谷川岳。 

 山下清の壁画がある温泉にノンビリと入り夕食、個室風に仕切られた部屋で、地元利根川で取れた鮎の

炭火焼き、山菜などを堪能、最後はおにぎりの味噌たれ、香ばしい匂いの炭火焼きでした。 

翌日帰路には匠の里に寄り、周辺に点在している野仏さんにお参りしながら帰宅しました。 

特記する事、県の５千円割引プラス辰巳館でのサービス千円券、４人で４千円分飲み代・お土産代に利用。

貸し切り風呂には冷蔵庫、開けるとビール、お酒コーラ 飲み放題でいい湯だな～でした。 

 



- 4 - 

 

俳句+こぼれ話                       杉山 安正 様 

「老いし身を愛し合いつつ暑気払う」 
 「３密を避け、外出を自粛してください。」という言葉に素直に従うと、日々の生活は、「あれはダメ、これも

ダメ、同窓会や懇親会、飲み会等も密集なのでダメ、カラオケは大声を出すからダメ」等と、人々との交流

を楽しみにしてきた長年の習慣の殆どはなくなり、孤独な晴耕雨読の日々を押し付けられているような圧迫

感に襲われる。そのような中、コロナ以前の形の会合が続いているのは、俳句の会合・句会である。俳句に

は、俳句作品について、大声で議論をする程の絶対的な規則や基準はないので、出席者同士の間合い

を十分に取れば３密を回避した集会が可能である。句会では、新たに提出された俳句について、淡々と評

価し、話し合い、より良い語法や言葉に納得し、互いに褒め言葉を交わしつつ静かに談笑し、散会すること

ができる。句会、特に小規模な句会は、老いの身に優しい会と言える。 

  

「いずれ此処永遠の住み処と墓洗う」 
 コロナ禍の生活の中、菩提寺から「今年の施餓鬼法要は、コロナウイルスの影響による安全面から中止を

する。卒塔婆を法要日以降に渡すので、墓前にお供えください」という案内ハガキを受け取った。菩提寺

の墓は、寿陵ということもあって、年に一度、施餓鬼法要の頃に清掃をしていたが、今年は、寺の法要がな

いので、例年と異なる気持ちの墓清掃となった。そのせいだろうか、清掃時に、例年とは違った感慨を持た

された。 

 

「激動の地球を見つめるうろこ雲」 
 何かの拍子に、空をみると、頭上から地平線の彼方まで、空全体を覆うよ

うに広がるうろこ雲（別名 鰯雲）に驚かされた。「夕焼けの翌日は晴れ」と

同様、「うろこ雲が出たら３日のうちに雨」と言う諺もあり、良く当たっている。

このようなうろこ状の波の現象は、空ばかりでなく、至る所にあり、海岸や河

原の砂上ではよく見かけられる。目には見えないが、自然現象として人間

社会や経済にも同様な波があるのかもしれないと推測される。このたびの

covid-19は、どのような波なのだろうか。アフターコロナの社会がどのような

新常態になるのか、経緯に波があっても、最終的には、安穏な日々として

終息することを願っている。 

 

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

〇 あかりを届けてみませんか？ 
“AKARIアクション” 

無電化地域にソーラーランタン(パナソニック製品)を贈り

未来を照らす、あかりを届ける活動に参加しませんか？ 

ご家庭で不要の古本・ＣＤ・ＤＶＤの寄付をお願いします。 

 

洋友会事務所前にＢＯＸを用意しておきますので、

ノートに記入をお願いします。 
 

夜あかりがないと、仕事も、勉強も、治療もうまくいきません。

パナソニックは、無電化地域にあかりを届け、より良いくら

し、より良い世界を拡げていきます。 

 

※対象の古本は、ISBN（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ）の表記がある書籍とな

ります。 

 

お知らせ 

 
うろこ雲 
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〇 麻雀クラブからの連絡 
10月度開催予定の麻雀大会（当初 10月 8日木曜日）は、中止します。新型コロナの影響で雀荘プラ

ザセンチュリーが人数制限しているためです。次回 2月度は、他の雀荘を含め検討予定。 

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

＊ 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  

≪アルミ缶売却報告≫  

7月末までの実績をご報告いたします。 

昨年 8 月から 7 回アルミ缶を売却、キロ数にして 190 ㎏、額にして

12,680 円 繰越金を加え現在 13,733 円となりました。会員の皆様の

ご協力に感謝いたします。 

引き続き更なる協力を宜しくお願いいたします。 

アルミ缶換金表                                                                 残金（繰越金） 1,053円      

年月日 数量 Kg 単価 円/Kg 金額 円（税込） 累計 円 

1/8/21 40 70 3,024 3,024 

1/9/25 20 60 1,296 4,320 

1/11/27 30 65 2,145 6,465 

2/1/22 20 60 1,320 7,785 

2/3/11 20 65 1,430 9,215 

2/5/27 30 50 1,650 10,865 

2/7/29 30 55 1,815 12,680 

合計 190  12,680 13,733 

前回購入した時と同じ金額で車椅子を購入できると仮定すると、あと

6,000円程度で次の寄贈が出来ます。皆様のより一層のご協力をお願い

します。 

 

＜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）  7月～8月まで 

前田、久保田(武)、斎藤(正)、奥山、小林(一)、城田、森村 

 

 

 

 

 
車椅子を贈ろう 
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新型コロナウイルスに起因する"ストレス"に対処するには？ 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 

NHKが 3月 9日に発表した世論調査では、新型コロナウイルスに自分や家族が感染する不安をどの

程度感じるかについて、「大いに不安を感じる」が 24％、「ある程度不安を感じる」が 50％、と回答するなど、

新型コロナウイルス感染への不安を抱く人が 7割を超えています。 

今回は、こうした不安からくるストレスへの対処についてのお話です。 

 

◆まずは 生活習慣を整える！（睡眠、食事、運動３つを見直しましょう） 

 睡眠覚醒のリズムを保つことが大切です。良質な睡眠をとることがストレスの緩和につながります。毎朝一

定の時刻に起きることで、体内時計のリズムを整えましょう。また良質な睡眠をとるために、ぬるめのお湯に

つかって体を温めると、副交感神経が有意になってリラックスして寝つきがよくなり深い睡眠が得られます。 

食事バランスも重要です。ビタミン・たんぱく質をしっかりとりましょう。ストレスがたまるとストレスホルモン

が増えて、血糖値があがりやすくなります。糖質をむやみに増やさないようにしましょう。（疲れやすさや肥

満にもつながります） 

適度な運動も大切。からだを動かすと、骨格筋の緊張がとれてリラックスします。有酸素運動をとりいれて

笑顔ですごしましょう！ 

◆情報にふりまわされない！ 

 新型コロナウイルスについては、特に興味をひきそうな情報、不確定情報、意見の割れている知識が、さ

まざまなメディアでとりあげられています。多方面に新しい情報を求め過ぎてこうした情報にふりまわされな

いようにすることがストレスの解消のためには大切です。 

不安を解消したいと思うあまり、ほしい情報に行きつくまで検索しつづけたりすることもあります。知らない

うちにこうした行動にかなりの時間をとられ、結果的に心理的な視野が狭くなるとストレスがたまります。 

わからないことは、わからないままにしておくことも大切です。専門用語では「不安耐性」というものの要

（かなめ）だそうです。SNSなどでの議論や私見発信の機会にむやみに参加したりシェアしたり、そこで見

聞きした極端な情報を鵜呑みにしないようにしましょう。 

◆燃え尽きに注意  

新型ウイルスの収束が見通せない中、ひたすらのんびりする時間を作ることも大切なことです。そういっ

た観点に立った不安に対処するための 5 ヶ条「APPLE」をご紹介します。APPLE とは、Acknowledge（認め

る）、Pause（小休止)、Pull back（一歩下がる）、Let go（受け流す）、Explore（探索する）の頭文字です。 

 Acknowledge（認める）：不安を感じたらそれに気づき、認める 

 Pause（小休止）：普段のような反応をしないこと。反応そのものを、しないこと。いったん止まって深呼吸 

 Pull back（一歩下がる）：いつもの不安感がしゃべり始めただけ。自分にそう言い聞かせる。断定的な答え

が欲しい気持ちは役に立たないし、無用だと。不安なのは、単にそう思うだけ、感じるだけ。自分が考え

た内容をなんでも信じないように。思考は、何かの宣言でもなければ、事実でもない 

 Let go（受け流す）：不安な考えや気持ちを受け流す。不安はそのうち過ぎ去るものだから、反応しなくて

いい。雲や泡になって流れ去っていくところを想像するのもいい 

 Explore（探索）：今に目を向ける。なぜなら今まさにこの時、この瞬間、すべては大丈夫だから。自分の呼

吸、息をする自分の感覚を意識して。自分の下の地面を意識して。周りを見回して、たった今自分が見

聞きしているもの、触っているもの、におっているものを意識して。その次に、別のことに意識を移して。

やらなくてはならないこと、不安に気づく前にやっていたこと、または全く違うことでもいい。そうしたことに

じっくり丁寧に、自分の意識を集中する 

◆最後に 

最後は、なんか哲学的な話になってしまいましたが、「感染症予防×熱中症予防」が必要なコロナの夏

は、誰もが初めての経験です。３密（密集・密接・密閉）を避けるのは勿論ですが、ストレスへもうまく対処し

ながら、この夏を乗り越えていきましょう。 

以上 

 


