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お ー ろ ら 通 信 （２７１） 2020年 10月号        

 
 
 
今月の記事 ミニ講演会・書絵・スポーツ・山行・カラオケ 
・投稿・お知らせ 
 

※新型コロナウイルスは気温が 20℃以下になると 
ドアノブ等で 1ケ月以上生存するとの事です。 
マスク、３密対策に加えて手指消毒をしっかり行ってください。 

 

〇 ミニ講演会のお知らせ 
本年の総会で予定していた講演会をミニ講演会として以下の通り開催します。コロナ感染は終

息していませんが、万全の態勢で対応しますので宜しくお願いします。 

渋沢栄一は、今まさに注目の人。記念館を訪れる来館者は一日 1000名を超える時もあるそうで

す。栄一が明治期から昭和初期にかけて設立に尽力し、日本の資本主義の礎を築いた企業・産業

の起業に関する苦労話や、現代においてもなお各方面から注目されている栄一の功績やその精神

について解りやすくお話しいただきます。 

2014年に世界遺産に登録された『富岡製糸場と絹産業遺産群』との深いかかわりについても知

ることのできる機会になると思います。 

 ――――― 記 ―――――― 

1. 日時：令和 2 年 11 月 27 日（金）13 時 30 分～15 時 

2. 場所：大泉町文化むら 大ホール棟 研修室 

3. 講師：渋沢栄一記念館解説員 塚原 允（まこと）様 

4. 演題：新紙幣の肖像 渋沢栄一の人物像について 

（サブタイトル「天が日本に遣わせた男・渋沢栄一」 

5. 参加者数：申込先着 40名 （希望者は幹事まで連絡ください） 

6. 注意事項 

 ・マスクは必ず持参し着用して下さい 

 ・受付でアルコール消毒後参加予定名簿をチェックして下さい  

 ・定員 90名の部屋で 40名以下の参加予定です。 

 ・待ち時間中大声での会話は避けて下さい。 

 ・豪華な（？）お土産を準備してお待ちしております。 

 ・11月 13日以降東京等感染者多発地域に出かける方は参加自粛お願いします。 

担当幹事 奥山泰彦 、  斎藤正子、  小林一夫 

 

〇 書絵愛好会報告 
 3月以降コロナの感染拡大の関係で活動を自粛、休止をしていました

が、それ以来なかなか、収束もならず先の見えない状況で、会員一同の

総意で、活動を終了することになりました。平成 24年に活動開始以来今

年で 8年目となりました。その間メンバ-の入れ替わり、増減もありましたが

毎月 2回、季節の花、野菜、果物や人形、置物など、また春、秋の季節に

は、風景画も楽しみました。結構長い間、真面目に活動出来たものと自負

しております。お～ろら通信にも約 3年間、寄稿をさせていただき、書絵

愛好会の活動の紹介も出来て、会員一同感謝しております。有難うござい

ました。8月頃から作品集の編集を始めていたものが、丁度 10月に完成し、会員それぞれの活動の成果

を、収集することが出来ました。今後は自由に制約なしで、それぞれの趣味として続けていきたいと思いま

す。長い間有難うございました。 

担当：渡部正二 TEL 0000-00-0000 
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〇 スポーツ健康愛好会例会報告（９月度） 

15日 13：00～15：00（火曜日） 参加者５名  

朝夕は涼しくなり暑さから解放されつつあります。本日の外気温 28℃、湿度 50％、トレーニング室も室温

28℃、湿度 40％。 

トレーニング室は外気温と変わらずである。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、機器を代えながら筋力運動ですが、不特定者の利用なので新コロナ感染の不安は残る。 

バドミントンはアリーナの NO.6 コ一トにネット設置。試合は休みを入れずに交代しながら一時間の活動。

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。  

9 月例会の 22 日は秋分の日で休みとしました。例会は令和３年１月まで休会となりますのでスポーツ愛好

会例会の記事も休みます。（体育館改修工事のため）  

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 

 

○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 113回 11/06 （金）行き先：太田金山 コース当日決定 

第 114回 11/14 （金）行き先：太田金山 コース当日決定 

 

＜報告＞ 

第 111回 10月 2日 （金） 晴れ 17名 参加 

予報では久々に夏日とのこと。呑竜様境内に 17名集まる。コー

スは水道山を経て玉厳寺。そして金山山頂の新田神社に参拝。そして南曲輪休憩所に決定する。 

K さんの解説付きのストレッチで体をほぐし 10時丁度にスタートする。 

境内裏から赤、白の咲くヒガン花を写真におさめ金龍寺へ。途中まゆみの実を見付ける。１輪だけ白い花

が咲いていた。「これがまゆみの花か」？初めて見る。 

金龍寺は珍しく戸が開き、参拝ができる様になっていた。遠めに見ると窓越しにきれいなスクリーンが二つ

見えた。不思議に思い近づくとステンドグラスの衝立だった。庭にはキキョウの花がまだ咲いていた。水道

山へ登り、側道から車道を下る。玉厳寺の石段で記念写真を撮り参拝後休憩 10 時 40 分、境内裏の巻き

道を通り神明宮に行く。急で土がむき出しで滑りやすい登山道を慎重に登り新田神社にでて参拝後南曲

輪へ移動、欅の下で 11 時 50 分昼食。日差しは強いが日陰は過ごしやすい。少しながめの 40 分ほど休

み、モータープール経由で下り途中東屋で休み呑竜様裏手のなだらかな日陰コースを通り 13 時 30 分に

到着無事解散した。 

 

〇 第 127回山行「高指山・明神山」ハイキングご案内 
山中湖ハイキングコースは、「石割山ハイキングコース」「三国山・パノラマ台ハイキングコース」「大平山

ハイキングコース」「高指山・明神山ハイキングコース」の４コースがあります。 

富士五湖の中でも人気があり、四季折々の美しい景色が楽しめます。 

今回高指山・明神山ハイキングコースを歩くことで 4 コース全てを歩くことになります。 

師走のひととき、のんびりと富士を見ながらのハイキングは、いかがでしょうか？ 

登山後は「石割の湯」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：2020/12/13(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：石割の湯 TEL:0555-20-3355 

費用：割り勘  

申込みは 0000-00-0000or 0000000@000.00000.00.00 内田まで 

（期限：11月 10日(火) 24名満員になり次第締め切ります） 

 
玉厳寺表参道にて 

 
高指山から 
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※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⇒東松山ＩＣ⇒＜関越道・圏央道・中央道・東富士五湖道＞⇒山中湖ＩＣ⇒ 

＜県 729号＞⇒平野バス停着 P8:00⇒8：30発 

コース ：（所要時間 3H） 平野バス停 8：30発→＜1：00＞→高指山→＜0：30＞→切通峠→＜1：00＞

→明神山（鉄砲木の頭）→＜0：20＞→13：00着パノラマ台 P発 13：30 

⇒石割の湯♨14：00～15：30 

ルート ：石割の湯発 15：30発⇒山中湖 IC⇒往路を戻る⇒大泉着予定 19:00 

担当幹事 内田光男 

 

〇 第 126回山行「磐梯山」ハイキングの報告 
2020/10/4（日） 晴れ 参加者 20名  

パナソニック正門前駐車場を 4時 50分全員集まり出発。 

新型コロナ対策と乗車時、検温と手の消毒、そして車内換気と

マスク着用をお願いした。太田桐生 IC より北関東道に乗り岩

船 JCTから東北道を走り上河内 SA と五百川 PAで休憩後、

会津河東 ICで降り九十九折のゴールドラインを走り 8時 45

分八方台駐車場に到着。すでに満車で車道にバスを止め急

ぎ登山支度してバスを第二駐車場に移動。 

K さんの 3分ストレッチで体をほぐし 9時スタート。登山口

で登山届を提出。明るいブナ林の中、よく整備された広い道

を歩く。途中広い木道や石祠もあり古くからの信仰の山だと知る。中の湯に 30分ほどで到着し休憩。中の

湯はすでに閉館。建物は朽ち屋根は剥がれ廃墟となっていた。 

ここより山道となり勾配はきつくなる。中の湯の右手を行く。湿原の木道から階段を登り分岐を過ぎると直

登気味の尾根道となる。朝一番に登った人はすでに下ってきた。休憩スペースがないので登山道脇で休

憩する。下山者が多く道を譲り、中々前に進まない。尾根道から側道に変わり樹林帯の中をしばらく歩くと

10時 40分お花畑の分岐に出た。ここから右を行き弘法清水に 11時 15分到着。西吾妻や東吾妻、そし

て安達太良山の山波み、眼下には檜原湖や小野川湖、そして秋元湖を良く見ることが出来た。ここで記念

写真を撮り大休止。山頂へ 11時 30分出発。一気に急坂を登る。途中福島・富山・東京と大きな団体とす

れ違う。磐梯山頂に１２時丁度に到着。沢山の人で賑わっていた。石祠をバックに写真を撮り昼食。眺望を

楽しみながらの食事は、「また格別だ」。眼下には猪苗代湖や稲を刈り終えた会津盆地が広がっていた。

磐梯山の標識をバックに記念写真を撮り 12時 30分下山。 

弘法清水で 5分ほど休み 13時お花畑コースを下る。前方に檜原湖を望み、足元は草紅葉！振り返る

と磐梯山頂は赤く染まっていた。途中 1度休み、中の湯に 14時 20分到着。仲間を待っているのか沢山

の子供たちで賑わっていた。休憩後ブナ林の中、広い林道を下り八方台駐車場に 15時丁度に着いた。 

整理体操をしてバスに 15時 20分乗り込み出発。会津河東 IC より高速に乗り一区間走り会津若松 IC

で降りた。田んぼ中に大江戸温泉物語「あいず」はあった。まだ新しい様だった。入浴時間は 1時間と少な

い。早めに入浴を済ませる。食堂がまだ開店してないため大広間に集まり缶ビールで乾杯。無事の下山を

祝った。すぐに帰り時間となり 17時帰途に就いた。会津若松 IC より順調に走り那須高原 PA、出流原 PA

で休憩後、大泉に 21時無事到着解散した。4時間と長いドライブだった。 

担当：内田光男 

 
○  カラオケ愛好会例会報告 
９月の例会 

 ９月１日 13:30～17:00 場所：まねきねこ大泉店 参加者：6名 天候：曇り 発表曲：50 

特記事項： 7年半におよぶ長期政権を築いた安倍晋三首相の突然の決断。職の辞任の意向を固め

た安倍首相は 28日午後 5時から、首相官邸で記者会見を開きました。そこで、想像もつかなかっ

た首班指名・前段の動きがあり、最終的に、菅官房長官、岸田総務会長、石破元幹事長の三者に

よるポスト安倍の党員選挙に決まった。奇妙な派閥の活動や知名度の高い党員の動き等に対する

 
磐梯山山頂で 
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我々の意見が大いに盛り上がり議論（？）が進み、通常日の開始より約 30分程経過して曲の披露

が始まった。そしてその後、約 50曲を歌い継いで解散。 

 

９月８日 13:30～17:00 場所：まねきねこ大泉店 参加者：7名 天候：小雨 発表曲：50 

特記事項： コロナ禍の休会後、参加が遅れて居た、伊勢崎在住の“Fさん”が戻って来られて 

徐々に以前の例会の状態に戻りつつあります。“Fさん”と大泉在住の“Sさん”は安定的に高得

点を出すベテランで歌上図な方であります。今回よりいつも使っている大部屋のカラオケ・マシ

ンが「Joy Sound」に変わったので「DAM」のマシンを使用する為に小部屋二部屋の使用に変更。

今までにずっと「DAM」に慣れてきたので、今後の部屋使用の検討が必要になる。 

感染防止対策は今まで通り充分な対策を実施している。    

 今月の発表曲  

ＹＯ  
残花      

山本譲二 

夜明け前 

山本譲二 

涙・止めて 

吉幾三 

男の庵    

鳥羽一郎 

人生(み

ち)吉幾三 

未練なんだ

ぜ大川栄策 

半歌~愛しき

人 小田純平 

TＳ 

 

酒の舟  

真木ことみ 

泪酒 

半田浩二 

偲び酒 

五島つばき 

まよい酒 

水森かおり  

のぞみ酒 

杜このみ 

海峡酒場し

ぐれ宮崎武 

戻れないん

だよ 鳥羽 

ＭＩ  
また逢う日

の為に純烈                  

地図のない

旅新沼謙治   

八尾・風の盆 

鏡五郎      

出世灘 

西方裕之 

雨の香林

坊角川博 

涙のﾋﾟﾘｵｯ

ﾄﾞまつざき  

北のたずね

人中澤卓也   

ＴＳ 

 

好きだよ 

白川裕次郎  

望郷山河 

三山ひろし 

南部蝉しぐ 

れ 福田 

和み酒 

五木ひろし 

TSUNAMI 

ｻｻﾞﾝｵｰﾙ 

みちのくひ 

とり旅山本      

少年時代 

井上陽水 

ＴＴ 

 

夜明け前 

山本譲二 

出世灘 

西方裕之 

雄冬岬 

鳥羽一郎 

ソネット 

村下孝蔵 

糸 中島

みゆき 

慕情～長崎

の女森進一            

この空を飛べ

たら 加藤 

ＹＦ 

ＫＦ 

乱れ月 

角川博 

恋の川 

中村仁美 

倖せの隠れ場

所北川大輔 

明日へのか

け橋 北原 

命船  

古都清乃 

涙の夜風 

増位山 

遠き昭和の 

五木ひろし 

今後の予定：11月 3日 10日、12月 1日 8日。11月 3日は祝日ですが通常通り実施します。 

        まねきねこ大泉店（13時 30分～）、会費 800円。1部屋２～3人で楽しんでいます。  

担当幹事  奥山 泰彦 (000-0000-0000) 

        石関 正明 (0000-00-0000) 

                                               

〇 投稿欄          俳句＋こぼれ話  

① 「先人を偲ばむ空に雁わたる」                            杉山 安正 
 子供の頃には、雁が列をなして夕空を飛んで行く姿をよく見かけたと記憶している。そのようなとき、雁の

群れに向かって、大声で「山になれ」「鈎になれ」等と、呼びかけて、群れ飛ぶ雁の列の形が変わるのを楽

しんだことを懐かしく思い出す。しかし、最近は、雁の群れ飛ぶ姿を見る機会も殆どなくなった。そのような

こともあって、列をなして飛ぶ雁の姿を見かけるとき、昔を懐かしむ気持ちと共に、音信の途絶えた古い知

人や友人、ご恩を受けた方々の面影が薄れ行く雁の群れに重なり、寂莫とした感傷にひたることになる。と

はいえ、そのような感傷の世界は一瞬である。雁の群れが遠ざかり、見えなくなればすぐに、現実の世界に

引き戻される。 

 

② 「秋空の先に星あり大宇宙」 
 昼間の空は、太陽の光を受けて星の輝きよりも明るいので、澄んだ秋空であっても地上から星を見ること

できない。しかし、その先の宇宙では、常に地上の昼夜に関係なく無数の星が輝いている。地球を覆う青

い空の先は、百数十億光年もの広がりを持った星の世界、宇宙と言われている。百数十億光年等といわれ

ても、想像を絶するが、例えば、地球から太陽までの距離は、光の速さで、約 8分の距離（六万三千分の

一光年の距離）であることを頭において、一光年は、その光が一年間に進む距離、その距離の百数十億

倍が宇宙の大きさと思えば、宇宙の巨大さも少しは推測できるように思われる。巨大な宇宙では、新しい

星、銀河が生まれ、成長し、消滅して塵のようになった後、その塵が再び集積して星に生長する事象が観

測されていることも分かるように思う。莫大な数の銀河がある宇宙の中の一つの銀河の片隅にある小さな太

陽系の中の地球と認識するとき、澄み切った空に同化され、一瞬、気宇壮大な気持ち、良い気分転換にな

る。 
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③ 「裏おもて失せて散らばる柿落ち葉」 
 秋、柿の木には、赤く魅力的な柿がたわわに実っている。そのためなのか、柿の木の紅葉は、印象が薄

い。紅葉に気付かないのは、柿の葉の多くが、実よりも早い時期に散り落ちるためにその印象が薄いから

なのかもしれない。そのような柿の紅葉、丁寧に見てみると、その葉には、紅、朱、黄色が入り混じった多様

な模様があり、厚みのある葉は、表裏の区別がつきにくいままに色づいていることに気付かされる。そのよう

な風情で散り落ちた柿の葉の色模様は、趣に満ちている。上の俳句は、このような柿紅葉を詠んだもので

あり、新たな気付きを評価されてか、月例の「俳壇」において、特選に次ぐ準特選に選ばれている。 

 

 

 

 

 

 

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

〇 金婚祝い 
渋谷 武（栄子）さん、松井 昇（容子）さん、 

渡辺 勇（美千代）さん、関口 宣雄（良子）さん                                              

おめでとうございます  

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

〇 新会員 
高橋 弘幸さん （大泉町在住）  

松本 成仁さん  （熊谷市在住）                           宜しくお願いいたします 

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

〇 訃報 
中野 徳一さんが10月１日に亡くなられました 90 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：０００－００００－００００ 

 

○ 「ボランティア活動」からの連絡  

【AKARIアクション・アルミ缶・プルタブ回収活動】 

 

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ご協力をお願いいたします。 

ご家庭で不要の古本・ＣＤ・ＤＶＤの寄付をお願いします。      

尚 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。 

 

＜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）9月～10月まで 

奥山、城田、二宮、松沢、木村、川瀬、内田、小林 

 

 

 

 

お知らせ 
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あなたの目、乾いていませんか？ 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 

「読書の秋」とよく言われますが、最近は、電子端末で読書をされる方も増えているかと思います。長時

間画面を見ることで「目に違和感がある」「ゴロゴロする」等の経験はございませんか？  

そこで今回は、『ドライアイ』 に関するお話です。 

◆ドライアイ（角膜乾燥症）とは？  

目は涙の膜によって覆われ、乾燥を防ぎ、汚れを洗い流しています。また目に酸素

や栄養を供給するなど涙は重要な働きをしています。瞬きの度に水分やその蒸発を

防ぐための油、粘性のある「ムチン」という成分が分泌され、涙を目の表面に保つ働き

をしています。 

ドライアイとは、涙の分泌量が減ったり、涙の成分が変化し、涙の膜がうまく保てず、

目の表面である角膜や結膜などの粘膜の健康が損なわれ、目の渇きや違和感、目の

疲れなどの症状が現れる病気です。男性よりも女性に多く、特に中高年に多いのが特

徴です。 

ドライアイは年々増え続ける傾向にありますが、自分では、気づいていない人も多くいます。次の項目

に一つでも該当する方は「ドライアイ」の可能性がありますのでご注意ください。 

①十秒間瞬きをせずに目を開けていられない/②目がゴロゴロ、ショボショボする 

③目が疲れやすい/④午後になると目がかすむ/⑤朝起きたときに目を開けにくい 

⑥寒くなると涙が出る/⑦悲しくても涙が出ない 

◆ドライアイの原因 

代表的なドライアイの原因としては、次のようなことが挙げられます。 

[加齢]：年齢を重ねると、涙の分泌量が低下します。 

[過度のＶＤＴ作業]：パソコンなど、モニター画面を長時間みつめているとまばたきの回数が減るため、涙

が蒸発して目が乾きやすくなります。 

[乾燥した環境]：エアコンなどで室内が乾燥していたり、乾燥した季節は涙が蒸発しやすくなります。 

[コンタクトレンズ]：汚れたコンタクトレンズを使用するとムチンが分泌されにくくなります。 

[喫煙]：タバコの煙にさらされると、涙の状態が悪くなる事が知られています。 

[薬]：血圧を下げる薬や精神疾患薬など「抗コリン作用」をもつ薬では、涙が減少する事があります。 

[全身疾患]：シェーグレン症候群という、涙や唾液を出す腺に対する自己免疫疾患では、強いドライアイ

を生じる事がしばしばあります。 

◆ドライアイ対策事例について 

 対策としては、次のような事例があります。 

[目の休息]：定期的に目を休める /遠くを見たり、目を動かして目の緊張を和らげる/蒸しタオルで目を

暖め血行をよくする/目の周囲をマッサージする/まばたきの回数を意識的に多くする/睡眠を十分に取

る（睡眠不足など生活習慣の乱れにより、涙の分泌量が少なくなりドライアイになることもあります） 

[部屋の湿度を保つ]：部屋の湿度が下がると、ドライアイになるリスクが高くなるので、加湿器などを利用

して、部屋の湿度を保つようにする。  

[目薬を活用する]：ドライアイの症状がひどい場合には、ドライアイ専用目薬を利用する。（但し、過度の

目薬の利用により、くれぐれも習慣化しないように気をつけてください）  

◆最後に 

ドライアイの症状が軽い場合にはやがておさまることもあります。しかし、症状がひどかったり、いつま

でも長びくような場合には、眼の表面が傷ついている可能性があるため、安易な自己判断をせず、眼科

の受診・治療をオススメします。 

以上 

 

 


