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お ー ろ ら 通 信 （２７０） 2020年 9月号        

 
 
今月の記事 AKARI・投稿・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伊勢崎市、太田市、大泉町 
等で増加しています。今まで以上に感染対策に留意してください。 
 

〇 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。 

 

※お～ろら通信 8月号の記事に対して条件追加 

対象の古本は、ISBN（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ）の表記があり 2010年以

降に出版された書籍となります。 
 

〇 会報誌「洋友」令和 3年新春号及び春号について投稿依頼 

 

「新春号」 

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パナソニック情報  

③健康管理情報 

④俳諧・川柳、ナンプレ、 

⑤地区の活動記録 

⑥会員動向 

※新春号の投稿締め切りは 11月 9日です 

 

「春号」   

1. 表紙「春の風景」桜、菜の花、芽吹く草花、

春の海、新年度の行事等 

※写真でも、絵画でも 

                       

2. 特集ページ「郷土の春」 

郷土の春の風物行事。田植えや初物魚 

※1000字程度の原稿と写真、 

現在のカラー顔写真 

                     

                       

3. その他 

①一般投稿   ※1000字以内の原稿 

②パナソニック情報  

③健康管理情報 

④俳諧・川柳、ナンプレ、 

⑤地区の活動記録 

⑥会員動向 

             

 

※春号の投稿締め切りは 2月 8日です。 

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 
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〇 秋の洋友会コンペ開催のご案内 
新型コロナウイ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？ 

 “おーろら通信” 8月号でご案内中の“洋友会ゴルフコンペ”引き続き参加者募集中です。 

申込み締め切が“10 月 20 日（火）”となっておりますので、参加を希望される会員は期日までに参加申

し込みお願い致します。 

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。 

 尚、ゴルフ場へご来場の際は新型コロナウイルス感染予防の為、マスク着用をお願い致します。 

プレー中は 3密を避けていただき、状況判断の上各自対応して頂きたいと思います。 

 

おーろら通信 8 月号の案内で既に申込みいただきました会員の皆様には新型コロナ感染予防に十分

留意頂きますようお願い申し上げます。 

 

 開催日程  

・日 時：令和 2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：0276-62-4234 E-Mail:hrmaeda598@yahoo.co.jp 

     携帯：090-4167-6825 

    ：岸 雄二   ＴＥＬ：0276-37-0748 E-Mail：drd367@ybb.ne.jp 

：松沢千代子 ＴＥＬ：090-2441-8488 E-Mail：chcotomo.f23@docomo.ne.jp 

 

 お 願 い  

・新型コロナウイルス感染防止の為、申込み締切日（１０月２０日）以降大会開催日までの遠方（東京等）へ

の外出等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。 

洋友会ゴルフ幹事 前田 浩良 

 

〇 スポーツ健康愛好会例会報告（8月度） 
18日、25日 13:00～15:00（火曜日） 参加者 8名  

県内では 9 日連続の猛暑日。18 日も外気温 38℃、湿度 40％。トレーニング室は 34℃、湿度 32％エア

コン運転の効果である。アルコールボトル、テッシュを受け取り、除菌しながらの各機器でのトレーニング。

身体は直ぐに汗ばむが機器を代えながら筋力運動。 

バドミントンはアリーナの NO.6 コ一トにネット設置。試合は中間に休みを入れて一時間汗だくの活動。 

ネットを片付け、コート清掃後、参加者名簿提出で検温、住所、連絡先記入を行ない提出散会。  

  25日も外気温 35℃、湿度 40％。アリーナは気温 32℃、湿度 45％で設置されている温度計の熱中症の

警報が鳴っている。トレーニング室に行く気力がなく、アリーナ 2 階でウォーキングの実施。Ⅰさんはトレー

ニング実施。バドミントンを実施するかどうか話題になったが、NO.6 コートにネット設置。ダブルス、シングル

スと体調を考慮しながら試合を実施。ネットの片付け、コート清掃後参加者名簿提出で検温、住所、連絡先

記入を行ない提出散会。  

大泉町民体育館 開催日は毎月第 3・4週（火曜日）13:00～ 

※10月初め～2021年 1月末まで例会は体育館工事で使用できないため中止といたします。 

担当幹事  福田勝弘 TEL:0276⁻63⁻1447 

 

 

mailto:hrmaeda598@yahoo.co.jp
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○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 111回 10/02 （金）行き先：太田金山 コース当日決定 

第 112回 10/16 （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 

＜報告＞ 

第 109回 9月 4日 晴れ １４名 参加 

熱中症が心配される今日の天気、朝から暑い。呑竜様の境内

に１４名集まる。K さんの指導のストレッチで体をほぐし 10 時丁度

にスタート。暑さを避け呑竜様社殿裏の樹林帯コースを選ぶ。途中東屋で休憩。急坂を登ると展望の開け

た見付出丸の尾根に出た。日差しは強いが時折吹く冷たい風に癒された。物見台にて日光連山や赤城･

榛名の眺望を期待したが雲が多くダメだった。11 時 15 分新田神社で参拝。南曲輪休憩所で 11 時半とま

だ早いが昼食。欅の下の芝生で食事を楽しんだ。 

帰路はガイダンスで「金山城の大手道を探る」の企画展を開催していたので立ち寄る。出土品見学と同

時に館内でゆっくりと涼み呑竜様に 13 時到着。K さんの話術と共にクールダウンを行い、笑いながらの解

散となった。 

〇 第 125回山行「立山」ハイキングの報告 
8月 23日 晴れ 17名参加 

NO8駐車場に 5時 10分前全員集まる。新型コロナ対策と

乗車時参加者全員の検温を行い、手の消毒をお願いし出

発。今日の予報では立山は雨、明日は曇りのち晴れで期待

できない。 

伊勢崎インターより高速に乗り東部湯の丸 SAで休憩。妙

高高原ＩＣに近づくと 7月末に登った妙高山がクッキリと見え

た。上越 JCT より北陸道に入り名立谷浜 SAで休憩、一路立

山 ICへ。左の車窓は雲に覆われた北アルプスの山並が次第に見えてきた。時折雲が切れ、剣岳が確認

できた。立山 ICで降り県道 3号・6号と走り、立山黒部アルペンルートの起点立山駅に 10時 15分到着。

10時 40分発のケーブルに乗るため急いで登山支度し乗車。美女平にてバスに乗り換え室堂に 11時 40

分到着。予報に反し素晴らしい天気となった。玉殿の湧水付近にて 13時まで昼食とした。食後付近を散

策アキノキリンソウやウサギキクの黄色の花に交じり、紫色のヨツバシオガマが多く咲き、ミヤマリンドｳが小

さな花を咲かせ、チングルマはすでに綿毛となっていた。特に目についたのはトリカブトが小さな群落を作

り青色の花を咲かせていたのが印象的だった。 

雄山は雲に隠れ見えない。時折雲の切れ間から一の越山荘がクッキリと見えた。 

先発二人は待ちきれず 12時 30分スタート。後発は S さんのストレッチで体をほぐし 1２時 50分スタート

した。高度のせいか？「息切れと動悸が激しい」。20分ほど歩き早めに休憩。足元の高山植物を眺めなが

ら歩きだすと突然「オコジョがいた」との声。オコジョは逃げ隠れしながら離れない。しばらく一緒に戯れる。

「飽きたのか」？上の岩場へと駆け登り姿を消した。 

途中 2回ほど休み一の越山荘に到着するころに雨がポツリ・ポツリと降ってきた。14時 10分山荘に到

着。休む間もなく本降りとなった。カッパを着なくて済みホッとした。 

部屋に落ち着いた後、まだ早いが食堂にて飲み始めた。男性群は缶ビールと焼酎、女性群は生ビール

で乾杯。コロナ禍の中他に迷惑が掛からぬ様、気を使いながら楽しむ。 

8月 24日二日目 

早朝 3時半起床。空は満天の星、見上げると金星と火星が

輝き。頭上にオリオンの三つ星が！山でなくては見られない星

空に感激。 

4人が登頂をあきらめ残ることに決定。ストレッチ後 4時ヘッ

ドライトを頼りに登山開始。登山道を探しながら石を避けジグザ

グに登る。10分ほど登ったところで 1人が体調不良で山荘に

戻り総勢 12名となった。急な岩の道を 30分ほど歩き休憩。 

 
金山城址南曲輪にて 

 
一の越山荘をバックに 

 
雄山 3000mでのご来光ウエディﾝグ 
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5時社務所前に到着。雄山の社殿にウエディング姿が確認できる「結婚式でもやっているのか」？ 

カメラマンと付き添い 5～6人いる。ドローンを飛ばし空撮もしていた。私達は邪魔しない様参拝を済ませ

社務所前でご来光を拝む。5時半最高峰の大汝山（3015ｍ）へ、岩場の道を進み 6時大汝の山頂に到

着。記念写真を撮りもと来た道を戻る。雄山の展望台にて眺望を楽しむ。槍穂を中心に笠岳、黒部五郎

岳、薬師岳と確認。後方に乗鞍岳。遠く白山が右手に見えた。 

下りは早い 50分ほどで下山。7時 15分山荘で待っていたメンバーに合流。朝食を取り 8時 30分下山 

雷鳥荘で入浴の予定を変更。立山駅まで戻り途中で入浴をすることに決定。ミクリガ池湖畔を歩き室堂バ

スターミナルへ移動。10時 40分のバスに乗りケーブルを乗り継ぎ立山駅に 11時 40分到着、入浴準備を

して出発。途中立山グリーンパーク吉峰にて入浴し、下山祝いをして 13時 30分帰路に就いた。高速道は

コロナ禍で車は少なく順調に走り途中 2回ほど休み 19時 10分到着、無事解散した。 

担当幹事 内田光男 

  

○  カラオケ愛好会例会報告 
8月の例会 

  8月 4日 13:30～17:00 場所：まねきねこ大泉店 参加者：6名 天候：晴れ 発表曲：38 

特記事項： 休会後 4回目の例会であるが、参加者（平均：6名）は以前の人数（平均 10名前

後）には戻らない。新型コロナ騒動が一段落する迄は無理かと思いますが、小部屋１部屋と大部

屋１部屋、又は小部屋２部屋で曲の練習・披露を実施して居る状態では程良い人数である。毎回

20～30名に参加して貰える“暑気払い”“忘年会”は当分の間は実施出来そうに有りません。 

しかし、我々６名は下記の感染防止対策を着実に実行しながら、他の会員の復帰を待ち、実績を

重ねながら例会を楽しんで居ります。曲の練習には、当会で購入の“月刊カラオケ”やＮＨＫの

Fm放送より新曲を録音･選曲したり、パソコンで youtube上より昔に歌われた名曲を選んでダウ

ンロード･録音したりして練習し覚えて居ます。もちろんネット上のサイトより“ＭＰ3形式”で

曲を購入する場合もあります。その場合は多分一曲当たり“300円前後”だと思います。 

ここで、雑誌以外の曲には楽譜と歌詞が有りません。しかし、歌詞はネットからパソコンでもス

マフォでも簡単に入手できますが、楽譜は難しいようです。私自身楽譜は読めませんが、曲のイ

メージを理解し高低・長短の理解に役立ちます。もちろん、曲・歌詞・楽譜を曲別にセットで提

供してくれる店も有りますが値段は“1000円以上”だと思います。その他まだ方法は有ると思い

ますが、 “今月も良い曲が無いな！！”とか仲間同士で話し合っています。歌手も若返りが進み

つつあり、我々が歌う歌は徐々に少なくなっている様です。されど少しでも研修･努力して、この

コロナ禍の不安な下でせめても精密採点の 90点越を目指します。8月は通常ならば“暑気払い”

が実施されるのですが今年は実施不可の為に例会の一回のみで、ちょっと淋しい感じです。この

様な状況で、本日も予定通りの歌い込みで 38曲を歌い継いで終了。 

※感染防止対策  

 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 

涙とめて 

吉幾三 

ＴＳ 

 

旅路の酒 

鳥羽一郎 

酒きずな 

天童よしみ 

酒場 

冠二郎 

おんな酒 

上杉香緒里   

男の酒場 

西方裕之 

男の酒 

秋岡秀治 

ＭＩ  
好きだよ             

白川裕次郎           

八尾･風の盆 

鏡五郎   

出世灘 

西方裕之      

かすみ草 

千葉一夫 

涙のピリオド 

まつざき幸介  

北のたずね人

中澤卓也   

ＴＳ 

 

夜明け前 

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 

わすれ宿 

鳥羽一郎 

好きだよ 

白川裕次郎     

和み酒 

五木ひろし 

ＴＴ 

 

夜明け前 

山本譲二 

雄冬岬 

鳥羽一郎 

南部酒 

小金沢昇司 

花の散りぎわ 

石原裕次郎 

待ちましょう 

津村謙            

遠き昭和の 

五木ひろし 

今後の予定：10月 6日 13日、11月 3日（祝日）10日 13時 30分～、まねきねこ大泉店 800円      

担当幹事  奥山 泰彦 (080-5682-8551) 

        石関 正明 (0276-63-5577) 



- 5 - 

  〇 投稿欄                                       杉山 安正 

俳句＋こぼれ話  

「身じろぎもせで明けを待つ台風裡」 
１９５９年、伊勢湾台風が東海地方を襲い、名古屋に最接近した夜の心境を詠んでいる。予想進路に沿

った急な来襲だった台風は、すざましい風雨の音に混じったごう音を立てて我が家の屋根瓦を総立ちさせ

たり、風の息継ぎ時には瓦を屋根の元の位置に戻す音を繰り返しながら去っていった。風雨が激しく雨戸

に吹き付ける闇の中で、頭上の瓦が逆立つ音に怯えながら、まんじりともせずに、夜明けを待った大自然

の脅威の体験は、６０年を経た今もトラウマとして残っている。 

 

「大花火 心の澱み掬い去る」 
今年は多くの花火大会が中止になった。花火は、悪疫退散の願いが始まりといわれているところから、コ

ロナ終息の祈願行事として花火を上げた地方もあったとニュースが伝えている。一方、プラネタリウムのドー

ムを活用した花火の例も紹介された。参観したプラネタリウム花火は、座席の前後が一列おき、隣とは一人

おきにした会場で開催され、昨年の花火大会の様子を約一時間の長さに編集したビデオ映像を、プラネタ

リウムのドーム天井に投影し、ＢＧＭを聞きながら観覧できるようにしていた。打上げ花火の映像は、その輝

きが本物の花火の明るさには及ばず、迫力に欠けるものの、ドームの中は、快適に空調され、蚊に襲われ

る心配もなく、落ち着いて花火大会の雰囲気を堪能することができた。特に、フィナーレの映像は、天井全

面に散らばって炸裂する無数の光の塊とその塊から縦横に放射され交差し飛び散って輝く光線がドーム

全体を埋めつくし、本物の花火のフィナーレを見た時と同じ感動を覚えた。終り良ければ、総て良しの感想

である。 

 

「吹く風に身をまかせたる秋の蝶」 

 最近は、蝶を見かける機会が少なくなった中、この俳句は、秋風の吹くままに、力なく流されて飛ぶ蝶の

姿を詠んだ句である。最初、「吹く風に身を任せたり秋の蝶」として足立朝日誌の「あだち俳壇」に応募した

句を、選者の先生が上記のように添削し、入選句に採用していただいた。また、冒頭の「台風裡」の句は、

「身じろぎもせなで明け待つ台風裡 」の投稿句を、足立よみうり誌の「俳壇」の選者の先生が「身じろぎもせ

で明けを待つ台風裡」と修正して入選句にしていただいている。いずれも、句作における推敲の大切さを

指導頂いた実例と受け取っている。 

 

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

〇 金婚祝い 
新井 義夫（恵子）さん、城田 隆之（千代子）さん、 

                                     おめでとうございます   

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

〇 訃報 

河辺 義郎さんが9月7日に亡くなられました  79 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）に連絡を下さい。 

（配偶者の方も対象になります） TEL：０８０－５６８２－８５５１ 

 

○ 「ボランティア活動」からの連絡  

＜お願い＞ 今年度中の車椅子寄贈のため更なるアルミ缶、 

プルタブの寄贈をお願い致します。 

なお、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）  8月～9月まで 

木村、奥山、前田、阿部、城田、塚原、小林（一）、白石、斎藤(正)、 

久保田（武）、松沢 

 

 

お知らせ 
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「怒り」は世界を変える力になる!?～アンガーマネジメント～ 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 

最近、怒りっぽくなったと感じることはありませんか？あとから振り返ってみると、そんなに怒るほどのこと

でもなかったのにと後悔してしまうこと、昔はこんなに怒りっぽくなかったのにどうしてだろうと悩んでいる人

も多いのではないかと思います。 

ストレスが多い現代社会では怒りを感じる場面が多々ありますが、一度感情のままに怒鳴ってしまうと信

頼関係を壊し修復が難しくなるきっかけになることもあります。 

そこで今回は『怒りのコントロール』に関するお話です。 

 

◆なぜ人は怒るのか？ 

 怒りは専門用語で「防衛感情」といわれており、身の危険を感じたとき、自分を守るために自然に現れる

生存本能です。目の前の敵と戦うか逃げるかという選択を迫られ、脳からアドレナリンを分泌する際に発生

するもので、生きていくために欠かせない感情なのです。 

また、怒りは「二次感情」ともいわれています。カッとする根底には苦しい・寂しい・不安・悔しいなどのスト

レスやネガティブな一次感情が潜んでおり、それが溜まって噴火するものが怒りです。さらに、「こうあるべ

き」という自分の価値観の現れでもあり、怒りの根底には「自分の価値観をわかってほしい」という感情が隠

れているといわれています。怒りの感情は誰にでも自然に起きるものであり、生き物に原始的に備わってい

るもの。その感情はなくすことができないので、うまくコントロールしていくことが大切だといえます。 

◆怒りをコントロールする 

 怒りをコントロールする心理トレーニングとして、「アンガーマネジメント」という言葉があります。怒りと上手

に付き合う方法で、怒らないことを目指すのではなく、良好なコミュニケーションを保つ方法として注目を集

めています。その実践方法についてご紹介します。 

＜アンガーマネジメントの実践＞ 

① イライラしたら、その場で行動せず間をとる   

怒りの感情のピークは６秒といわれています。カッとなったら、「いーち、にー、さーん…」と６秒数え

ると、怒りにまかせた衝動的な行動を抑制でき、周囲を傷つけるような行動が減少する可能性があ

ります。   

② 「～べき」というこだわりを捨てる努力をする   

人にはそれぞれ考え方や価値観がありますが、「～べき」というのは自分の考え方で、周囲は同じよ

うな考えや価値観をもっているとは限りません。自分と異なった考えや価値観を持つ人とは摩擦が

生じやすいものです。対策としては、一度、「～べき」というこだわりをノートに書き出し、不要なこだ

わりを見つけて捨てることを実践してみてください。  

③ その場から離れる・切り替える・受け流す   

カッとなってイライラする自分に気が付いたら、その場から離れて落ち着くまで別の空間で過ごして

みるのも有効です。また、「小さいこと」「まあいいか」「時間がもったいない」など、“柳に風”のイメー

ジで軽く受け流すようになれたらよいですね。 

◆最後に 

 青色発光ダイオードの発明でノーベル賞を受賞した中村修二さんが「自分のモチベーションは怒りだっ

た」と話されたことは有名です。「怒り」のエネルギーは頑張りや努力の原動力に重要なものです。怒りをう

まくコントロールし、「力」に変えられるよう意識できるとよいですね。 

以上 

 


