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今月の記事 ミニ講演会・洋友・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 ミニ講演会開催報告 
テーマ 『新紙幣の肖像 渋沢栄一の人物像について』 

～天が日本に遣わした男～ 

講師：深谷市渋沢栄一記念館 解説員 塚田允様  

開催日：2020年 11月 27日  於）大泉町文化むら会議室  参加者：37名 

講師：塚田先生              熱心に聴講               消毒風景 

 来年の大河ドラマの主人公に「渋沢栄一」が決定した。また 2024 年から新一万円札の肖像として渋沢栄

一の肖像画が採用されることが決定している。この機会に今年の 4 月の総会で記念講演として予定してい

たが、新型コロナ感染問題により総会が中止になり、講演会も中止になっていた。今回、幹事を総動員して

万全な新型コロナ感染対策を実施することにより、講師、受講者の賛同を得て開催することが出来ました。

皆様のご賛同とご協力に感謝致します。なお、新型コロナ対策内容については本報告の趣旨と異なるの

で割愛させていただきます。渋沢栄一の生家は埼玉県深谷市ですが、群馬県とはふか～いご縁があると

のことでこのような機会を持てたことを塚田先生も大変喜んでいました。以下講演の概要を報告します。 

渋沢栄一が多大な偉業を残すことが出来た最大の出来事は「一橋慶喜」と知己を得られたことである。 

それは、尾高惇忠（従兄弟）らと協力して 100 人足らずの農民（当時渋沢栄一は農民）が高崎城を乗っ取

るという計画を立てたこと。しかし、惇忠の弟（従兄弟）の懸命な説得により中止する（強運①）。この時の伝

手で渋沢栄一は京都に出奔して一橋家に士官、西郷隆盛、伊藤博文、大隈重信、井上馨等幕末以降の

政治経済をコントロールしていく人物と知己を得られた（強運②）。しかし、慶喜に士官していた関係で運が

悪ければ戊辰戦争で一命を落としていてもおかしくなかったが（事実義弟は彰義隊で落命している）、戊辰

戦争の直前慶喜の弟徳川昭武を代表とするパリ万博親善使節の一員として 2 年間渡仏しており、戊辰戦

争終了後命令により帰国することになった（強運③）。渡仏中銀行制度や株式会社制度をはじめとするヨー

ロッパの先進文明に接し、後の活躍の基礎を築いたのである（強運④）。明治元年新政府（大隈公・伊藤

公らが関係して）は東京・大阪の有力な商家に協力させて現在の会社のようなものを作らせたが、誰も会社

運営を知らないため一年間で全て破綻してしまった。大蔵省に入省した渋沢栄一は後始末を命じられた

が、官僚と関係が上手くいかず大蔵省を辞して、官界から実業界に転進した（強運⑤）。実業をやるために

銀行が重要として第一国立銀行（のち第一銀行⇒みずほ銀行）を始め多くの銀行設立に関与した。そして

会社経営では代表的なものとして世界遺産になった富岡製糸場の創設に尽力した。更に王子製紙、大阪

紡績（のちの東洋紡績）、東京瓦斯株式会社等の製造会社や、東京商法会議所（のちの東京商工会議

所）、帝国ホテル等の企業や団体の創立や運営に参画した。これら会社・団体の設立に関与したのは 500

社以上とされている。 

 教育機関の創立にも熱心で一橋大学、日本女子大学、早稲田大学、同志社大学への支援にも寄与した。

また、当時医療機関も脆弱だったので、誰でも医療機関に掛かれるようにしようとして慈恵会、済生会、 
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聖路加国際病院などの医療機関の設立にも関与した。70 歳で会社経営からは基本的に辞任し、日米親

善に心血を注ぎ、排日移民法の撤廃やワシントン軍縮会議の成功に精力的に尽力して、2 度ノーベル平

和賞の候補になった。関東軍が中国で大暴れしていたころ、中国は戦場ではなくマーケットであるといった

のは渋沢栄一の先見性を知るエピソードである。  

塚田先生のお話は大変分かりやすく時間が進むのを忘れるようで、あっという間の 1 時間半でしたが、

最後に質問を数点受けられ聴講者は渋沢栄一像をイメージして、塚田先生に感謝の意を表し閉会としまし

た。 

以上  

報告者 奧山泰彦       

 

〇 会報誌「洋友」令和 3年春号及び夏号企画について（投稿のお願い） 
コロナ禍の第３波が全国的に猛威を振るっており、各地区の洋友会活動も自粛を余儀なくされ

ていることと存じます。外出自粛で洋友会の貴重な情報手段である会報誌「洋友」で、各地区の

会員様のお元気な姿を掲載いたします。 

会報誌「洋友」に会員の皆さまの積極的な投稿をお待ちしております。 

 

   

「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字以内の原稿と 

内容に関わる写真 2～3枚、 

②俳諧・川柳、ナンプレ、                        

※春号の原稿の投稿締め切りは 2月8日です。 

「夏号」 

  １．表紙        「各地の夏の風物詩」 

           夏祭り、夏の食べ物、夕涼み 等 

           ※写真でも、絵画でも 

                                 

 2．特集ページ   

①ご当地の夏の風物詩 

   郷土の夏の行事。田植えや初物魚 

   ②オリンピック関連 

   ※1000字程度の原稿と写真 

                                                                                           

  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、 

④俳諧・川柳、ナンプレ、 

   ※夏号の原稿の投稿締め切りは 5月 7日です。

  

〇 山遊会からの連絡 
コロナ禍の中、第 128 回 2 月 7 日の「高宕山」ハイキングは行き先を近場の山に変更し、現地

集合で実施致します。 

行き先は後日関係者にメールにて連絡いたします。 

 

○ 金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 117回 1/15 （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 115回 12月 4日（金）晴れ 参加者 13名 

年末にも拘わらず 13 名集まる。Y さんのストレッチで体をほ

ぐし 10 時スタート。初冬の山道を、落葉を踏みしめ、親水公園

に 10時 30分到着し陽だまりで休憩。水道専用道を歩き松風峠の車道に出て下る。玉厳寺に 11時 10分

 
玉厳寺にて 
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到着し休憩。境内に皇帝ダリアがきれいに咲き誇っていた。皇帝ダリアと観音様をバックに記念写真を撮る。

神明宮を通り急登の泥道を登り詰めるとモミジが真っ赤に染まり陽に輝いていた。武者走りの紅葉を愛で

ながら新田神社に 12 時 10 分到着参拝後眺望を楽しむ。今日は久々の好天で遠く筑波山やスカイツリー

が良く見えた。しばし休憩後南曲輪休憩所に移動して昼食をとった。12 時 40 分下山開始。途中月の池の

陽だまりに一輪スイセンが咲いていた。モータープールより階段を下り東屋で休憩後、呑竜様境内に 13時

30分到着し無事解散した。 

担当幹事 内田光男 

 

〇 第 12７回山行「長瀞アルプス」山行報告 
12月 13日 晴れ 15名参加 

コロナ感染拡大でバス車中の 3密が心配されるため、

急きょバスの利用を中止し近場の長瀞アルプスに計画を

変更し現地集合で実施した。 

長瀞町役場の駐車場に 15名集まる。ストレッチで体を

ほぐし 8時丁度にスタート。万福寺のきれいな観光トイレに

立ち寄り長瀞アルプス登山口より 8時 15分登山開始。落

葉した明るい雑木林の谷筋の道をしばらく歩き尾根に出て

8時 30分休憩。「汗が出て来たのでお色直し」。 

緩やかな尾根の左右後方の谷には雲海が広がり、神秘的な景色となり眺望を見ながら歩く。空には青

空が広がり、風もなく、温かな陽気となってきた。時間に余裕があるので分岐を御嶽山へ向かう。尾根のピ

ークの先に大きな石碑に御嶽神社が祀られていた。9時 5分参拝を済ませ休憩。来た道を引き返す。氷

池分岐を過ぎ、知らないうちに野上峠を通過、日当たりの良いピークで 9時 55分休憩。少し歩くと小鳥峠

を通過し林道の通る奈良沢峠に出た。杉の樹林帯の暗い林道をしばらく歩くと、毒キノコの看板のある宝

登山登山口に 10時 25分到着し休憩。 

宝登山まで木の階段が真直ぐに延びる。急登を一歩一歩登り 11時宝登山山頂に到着。大勢の人で賑

わっていた。記念写真を撮り 11時 40分まで昼食とした。南向きの陽だまりで寒桜や秩父連山の眺望を見

ながらの食事は最高の贅沢だった。 

帰途、葉を付けたロウバイの枝先に蕾が膨らみ、よく見ると一輪、また、一輪と花を咲かせていた。ロー

プウェイ駅でトイレを済ませ 11時 50分売店脇の下山道を狂い咲きのツツジを見ながら急坂を下る。九十

九折の林道を、ショートカットを繰り返しながら直線的に下り、12時 30分宝登山神社に出た。初めての人

がいたので神社に参拝する。社殿は彫刻がきれいに彩色され異彩を放っていた。 

参道を通り長瀞駅へ。時間に余裕があり岩畳を見学、記念写真を撮り長瀞駅へ、秩父鉄道 13時 37分

発で野上駅へ、浦和の F さんと車中で別れ下車、町役場駐車場に１４時前到着、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 
11月の例会 

 11月 3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：46 

特記事項：本日は文化の日で休日であるが、当会は開催した。休日は普段の日より料金が高いが、

お客はずっと多い。最近では珍しく部屋はほぼ満室状態である。我々は、一日に 10曲前後の曲を

歌いますが、時にＡＩ採点で高いボーナス点がプラスされると、以前の大部屋の時より高得点が期

待できる。この機種は歌唱後の結果画面で、Ai感性メーターと Ai感性ボーナスが項目として新た

に追加されました。Ai感性メーターは演奏区間ごとの評価結果を表にしたグラフで、どこが良かっ

たのか（ピンク色）、どこが良くなかったのか（青色）が明確になることで、歌唱力アップにつな

がるとの事です。そして、さらに正確性・表現力が高い低い、安定性が悪く震えがちである、それ

らの評価と、５０文字程度の総合的な文書評価が曲毎に出されます。そこで、各自で評価内容を理

解し、他の参加者からの指摘・教え等で会員間の会話が捗ります。この様に我々のカラオケ愛好会

は、専任の指導者は居ませんが、会長を中心に、コロナ対策を講じながら、機械に拠る採点・評価

を頼りに、曲の披露を楽しんで約３時間強の時間を過ごして居ます。  

11月 10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：49 

 
宝登山山頂で 
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特記事項：ここ数日の TVや知人との会話は、もっぱら米国の大統領選の結果でのトランプ現大統

領とバイデン新大統領候補の行動と社会の動きと、我が国の新型コロナの感染者拡大とＧＯＴＯ 

トラベルの因果関係等についてである。良くも悪くも桁外れの実業家としてのトランプ氏の行動は

全く理解出来ませんが、暴言に近い意見で多くの熱狂的な支持を得ており、我が国のトップの様に

何も説明せずに無言で自説を曲げないで国会を通す姿は、やりたい放題で、さすがに同盟国の指導

者(?)と言う様に思える。若者から見ると我々も同類で他人の意見に耳を貸さない高齢者と思われ

ているのかな？今日も二部屋に分かれて時間どおりに進み、気分転換できた。 

 

 今月の発表曲  （紙面の都合上一部曲名は記載していません） 

ＹＯ 
残花      

山本譲二 
雨の香林

坊角川博 

男の庵 

鳥羽一郎 

半歌～愛し

き人 純平 

未練なんだぜ 

大川栄策 

また逢う日ま

で尾崎紀世彦 

涙とめて 

吉幾三 

ＴＳ 

 

男の花    

若山かずさ 
男場恋 

秋山涼子 

北のみれん

酒 藤原浩 

放浪酒 

山本譲二  
酒ごころ 

キムヨンジャ 

雨降り酒 

松原のぶえ 

冬椿 

こおり健太 

ＭＩ 
出世灘 

西方裕之          

八尾風の盆

鏡五郎 

また逢う日の

ために 縦列       

面影しぐれ 

大川栄策  

東京狼 

小田純平 

面影橋から  

小金沢昇司 

北のたずね

人中澤卓也   

ＴＳ 

 

和み酒 

五木ひろし 

花火 

ミスチル 

南部蝉しぐれ 

福田こうへい 

言えないよ 

郷ひろみ 

みちのくひとり 

旅 山本譲二      

夜明のﾌﾞﾙｰｽ 

五木ひろし 

好きだよ 

白川裕次郎 

ＫＦ  

 

遠き昭和の 

五木ひろし 

雪明かり 

藤原浩 

雪明り 

藤原浩 

足手まとい

サザン 

時にはあなたに

小田純平 

山里しぐれ嶋

三喜夫 

涙の夜風 

増位山 

ＹＦ 
契り酒 

香西かおり 

神戸の女 

岩出和也 

夢でいいから 

たくみ陵 

 昭和平成令和に

生きる森進一  

男がひとり飲

む酒は 純平  

はぐれｺｷﾘｺ 

成世昌平 

MH 
影法師 

堀内孝雄 

憧れ遊び 

堀内孝雄 

酔いれんぼ 

堀内孝雄 

再愛 

山川豊 

ワインレッド

の心安全地帯 

メロディー 

玉置浩二 

ｼｸﾗﾒﾝのかお

り 布施明 

 

 来月の予定 2021年 1月 12日、19日（第 3火曜です）、2月 2日 9日、まねきねこ大泉店 13時 30分 

コロナ感染対策（3密対策、マスク、換気、消毒、マイクカバー他）を実施して開催しています。 

担当幹事 菅沼俊夫、田名網隆弘、石関正明、奧山泰彦  

 

 

〇 投稿欄                                              杉山安正 

                                                                

① 「ひとつずつ 想いたどりて 栗拾う」 

店で売られている栗の実に出会うと、色々なことが思い出される。山に行き、栗の実を拾い集めた収穫の

喜び、囲炉裏の端や焚火の傍で焼いて食べた栗の味、栗ご飯にしていただいた少年時代が懐かしい。大

人になってからは毎年のように美濃の栗の産地の専門店に行き栗モナカや栗きんとんを賞味し、観光を楽

しんだものである。栗の専門店では自家の畑に防虫剤を撒きながら栗を育てて収穫しているが、野生の栗

は、外見が美味しそうでも実には虫が入っていることが多かった。虫も食わないような栗はおいしくない等と

言われたりもするが、虫に備わっている生きるための感覚器官は人間よりも発達しているのかもしれない。

最近の新技術の開発やモノ作りの中には、生物の形状や構造からヒントを得て省エネや省資源の製品に

した実用例がいくつもあって興味深い。 

 

② 「息災の 願い書き足す 年賀状」 

毎年、暮になると、百通余の年賀状を書いている。納得のいく賀状のデザインを決めるのに時間がかかり

切羽詰まることも多いが、決まれば、一気に印刷して出来上がる。ラインやメールを使った賀状が増えてい

るといわれているが、IT機器に不慣れ人も多く、交誼を頂いている方々の姿を思い浮かべながら、ハガキ

の賀状に、一言を書き添えて賀状にしている。書き添える言葉の多くは、無事息災を願う言葉である。年賀

状書きは、忙しい年末に体力的な負担と緊張感を求められているとはいえ、昔から続く微笑ましい趣味とし

て、続けている。ＤＸの進化と共に、ハガキの賀状は消えていく運命といえるが、ささやかであっても、お互

いの元気や健康を気楽に確かめあい、祈ることのができる賀状によって、互いに愛しみあいながら徐々に

消えていくような穏やかな年月が過ごしていけることを願っている。 

 



- 5 - 

③ 「張替し 障子に映える 日の眩し」   

障子は、新しい家ばかりでなく、古い家の畳や建付けにも調和する不思議な建具である。別な言い方をす

れば、障子は、広い設置場所を占めることも電気も必要としない面的な照明器具の一つのモデルとしても

位置づけられると思う。特に、新しく張り替えられた障子紙に日射しが当たるとき、障子からは、和らかい自

然光を室内に供給する新しい照明器具が点灯されて、部屋の明るさを一段と増大させたような感動を与え

られ、人の心を明るくし、気持ちを一新させる機能が生まれる。 

この句は、張替えの終わった障子に当たる日差しを詠んでいるが単純な報告の散文的表現とならぬように

心がけている。俳句は日常的な気付きの一コマを十七の文字で描写する文芸であり、その描写では、感興

の籠る句になるように記述を深め磨き上げていく推敲作業が求められている。 

 

 

 

〇 洋友会群馬 
2020年 1月 6日の洋友会事務所は閉館となります。 

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

〇 ご芳志 
谷本新二さんより 米寿の記念として多大なるご寄付を頂きました。 

                               ありがとうございました。 

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

〇 訃報 
小岩 福三郎さんが 11月 25日に亡くなられました。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：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＞ 11月 10日に太田市社会福祉協議会に寄贈いたしました。 

次の寄贈に向けて更なるアルミ缶、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）11月～12月まで 

小林（一）、久保田(ｲ)、奥山、松沢、栗原(小)、栗原(茂)、白石、

瀧谷、田中、桑原（教）、臼倉、乙川（イズミオートピア） 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
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気を付けて！『ノロウイルス』 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 

今年も早いものであと１ヶ月となりました。12月はクリスマスや年末など、忙しくも楽しみな季節ですが、今

年はコロナ禍により不要不急の外出自粛要請があるなど、活動が制限された中での年の瀬となります。 

また、この時期に注意が必要なのは、ノロウイルスによる胃腸炎や食中毒です。年間を通してみられます

が、例年 12月はノロウイルスの感染者がピークになる時期のため、特に注意が必要です。 

そこで今回は『ノロウイルス』に関するお話です。 

 

◆ノロウイルスとは 

 ノロウイルスは、嘔気・嘔吐と下痢を主症状とする急性胃腸炎の原因ウイルスのひとつです。手指や食品

などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、嘔吐、下痢、腹痛などを起こします。健康な方は軽症

で回復しますが、体力の低下した方や小児においては重症化しやすいので注意が必要です。感染力は

非常に強く、老人ホームや保育所等での集団発生例をみることもあります。 

平成 29年の食中毒発生状況によると、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数 1,014件の

うち 214件（21.1％）、患者数では総患者数 16,464名のうち 8,496名（51.6％）で、病因物質別の患者数で

は第１位となっています。 

【原因：ヒトからヒトへの感染】•患者のノロウイルスが大量に含まれる糞便や吐物から人の手などを介して二

次感染 /•家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染等直接

感染 

【原因：食品からの感染】・食品取扱者（食品の製造等に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭

で調理を行う者などを含む）が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べて感染 

•汚染されていた二枚貝（カキなど）を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べて感染 /•ノロウイルスに汚

染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取して感染 

◆普段から「感染しない」対策を 

・「手洗い」の徹底…手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。調理を行う前、食事の

前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行った後には必ず行いましょう。 

・食品の十分な加熱…一般にウイルスは熱に弱く、加熱処理はウイルスの活性を失わせる有効な手段です。

二枚貝などを調理する際は、中心部が 85℃～90℃で 90秒以上加熱しましょう。 

・調理器具などからの二次汚染の防止…ノロウイルスはアルコール消毒では完全にウイルスの活性を失わ

せることができません。ノロウイルスに汚染された可能性のある調理台や調理器具の消毒、殺菌には次亜

塩素酸ナトリウム：塩素濃度約 0.02％（200ppm）を用いるか加熱による処理が有効です。※消毒液は家庭

用の塩素系漂白剤を薄めて代用することもできます。 

◆感染してしまったら… ～二次感染の予防～ 

 ノロウイルスに感染した場合、感染者は自身の回復を心がけると共に、手洗いや消毒など「感染を拡大さ

せない」意識が大切です。また、周りで急性胃腸炎の症状が見られた場合は、ノロウイルス感染拡大を防ぐ

ことを念頭に置いた対策を取りましょう。また、吐物や汚染物の処理には、次のように十分な配慮が必要で

す。 

＜吐物やふん便＞紙タオルで静かに拭き取り、処理後その場所を次亜塩素酸ナトリウム消毒液：塩素濃度

約 0.02％（200ppm）で浸すように床を拭き取る。その後、水拭きをする。 

＜衣類＞消毒液に浸けた後、単独で洗濯する。 

＜カーペット＞洗濯用洗剤で拭き取り、水拭きした後、スチームアイロンにて約２分間加熱する。 

※処理時は、手袋・マスク・エプロン（使い捨てできるもの)・足カバー（ポリ袋+ゴムでも可）等を装着し、室

内は換気する。 

◆最後に 

冬場は、コロナ、インフルエンザを含めて感染症全般への対策が必要です。常日頃からこまめな手洗い

を基本に、自分や周囲の方への感染を予防していきましょう。 

以上 

 


