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お ー ろ ら 通 信 （２７４） 2021年 1月号        

 
 
 
今月の記事 会長挨拶・麻雀・山行・カラオケ・投稿 
お知らせ 
 

※新型コロナの感染拡大を受け緊急事態宣言が 11都府県に発令 
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。 

 

年頭のご挨拶を申し上げます。 
昨年は新型コロナ感染拡大防止のため大変な 1 年でした。皆様

には無事元気で新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。 

さて、昨年は 4月以降総会も含めて全ての行事を中止せざるを得

ませんでした。7 月以降感染対策が十分実施できる行事から再開し

ました。11 月 28 日には総会で予定していた講演会「新紙幣の肖像 

渋沢栄一の人物像について」を講師、受講者及び幹事の賛同、協

力を得てミニ講演会として無事開催できたことは大変喜ばしいことで

した。有難うございました。また、プルタブ・アルミ缶の収集活動によ

り群馬独自に車椅子を太田市社会福祉協議会に寄贈することが出

来、感謝状を頂きました。群馬地区としては累計 4台の寄贈になりま

す。今後ともこの活動は継続していきますので皆様の更なるご協力

をお願い致します。 

 今年は感染対策が出来た行事から活動を再開していきます。総

会も 4月末には開催方法を工夫して 

実施したいと考えています。 

しかし、12 月以降新型コロナウイルス感染の第 3 波が猛威を振るっており、東京では 2000 人／日を超

える感染者数になっています。1 都 3 県と 7 府県で緊急事態宣言が発出されています。群馬県もコロナ病

床数の占有率が非常に高くなっています。今後どのように終息していくか予断を許さない状況ですが、感

染対策は我々1 人 1 人がどのように活動するかにかかっています。皆様にはもう少し会食を避け、三密対

策、手洗い消毒等を実施して家族様も含めて元気に過ごして頂きたいと考えます。そして新型コロナを乗り

越えて、一日も早く平穏に、自由に生活できる日々が来て、皆様と元気に再会できることを祈念して、新年

の挨拶とさせていただきます。 

群馬地区会長 奧山泰彦 

 

○ 麻雀クラブからの連絡 
2月度開催予定の麻雀大会（当初 2月 4日木曜日）は、中止します。前月までは 3月開催も検討して

おりましたが、コロナ禍がますます悪化しているため、今期の開催は、全て中止とします。 

担当幹事 菅沼俊夫 

 

〇 山遊会からの連絡 
コロナ禍の中、バス車中の三密回避のため 第 128 回 2 月 7 日の「高宕山」ハイキングは行き先

を変更し、現地集合で実施致します。 

 

行 き 先 ：マンサクの花咲く道「塩坂峠から山王山」コース  

集合場所：足利市 樺崎八幡宮駐車場    

集合時間：AM:10：00 

コ ー ス  ：（所要時間 4H） 樺崎八幡宮 10：00発→＜0：15＞→塩坂登山口→＜0：50＞→塩坂峠→ 

＜1：45＞→山王山→＜1：00＞→樺崎八幡宮着 15：00 

担当幹事 内田光男 
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○ 金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 118回 2/5(金) 

行き先：県立多々良沼公園 沼１周 5.67㎞コース 

集合場所：松沼南駐車場 ナビ用 TEL:0276-56-9978 

集合時間：AM10：00 

第 119回２/19(金) 

行き先：足利市 天狗山・両崖山 一周コース 

集合場所：足利市 さいこうふれあいセンター 

ナビ用 TEL:0284－22-4406 

集合時間：AM10：00 

 

＜報告＞ 

第 117回 1月 15日 上州太田七福神スタンプラリー 曇り 参加者 19名 

予報では太田は午前中晴れ、埼玉熊谷は曇り。熊谷の影響が強いのか金山は高曇り。K さんのストレッ

チ後、10 時丁度にスタート。呑竜様境内の弁財天スタンプを押し参拝。呑竜様裏より金龍寺行き毘沙門天

スタンプを押し参拝。石段を下り親水広場へ。昨年末にきれいに整備された登山道で小八王子山を登り東

屋で休憩。中・大八王子山を越え御城橋を渡り展望台にて休憩。眺望は効かず三毳山が雲に浮かんで幻

想的だった。新田神社で参拝を済ませ急坂を慎重に下り玉厳寺に到着。福禄寿のスタンプを押し参拝後

12 時休憩。永福寺へ向かう途中日当たりが良く温かいのか、あぜ道に菜の花が数本咲いていた。永福寺

できれいなトイレで用を済ませ、寿老人のスタンプを押し参拝。墓地の中を通り、さざえ堂へ。12 時 30 分さ

ざえ堂に到着。参拝後布袋尊スタンプを押し昼食とした。13 時出発、玉厳寺前から水道専用道を通り受楽

寺へ。大黒天スタンプを押し参拝、満開のロウバイを写真に収め長念寺へ。大通りより山門をくぐると沢山

の幼稚園生が境内でボールを蹴ったり三輪車に乗ったりと思い思いに遊んでいた。最後に恵比寿様スタ

ンプを押し参拝、八瀬川の大きな鯉を見ながら呑竜様に 15時到着無事解散。所要時間 5時間、2万歩ほ

ど歩き少し疲れは残ったが充実した気分で新年初仕事終えた。 

担当幹事 内田光男 

 
○  カラオケ愛好会例会報告 
12月の例会 

 12月 1日 13:30～17:00、場所：まねきねこ大泉店、参加者：5名、天候：曇り、発表曲：50 

特記事項：我々のカラオケ愛好会は新型コロナ禍での休会から、店との協力で細かな感染防止策を

講じて、活動を再開しましたが現時点では女性の復帰者は残念ながらゼロです。そんな折の 11月

29日のＴⅤで、史上初となる三冠馬三頭が競うレースに、圧倒的強さで有終の美を飾った牝馬のア

ーモンドアイの美しい疾走の姿とレース展開に魅せられました。女性が強く、美しいのは人間だけ

ではないと実感しました。以前の大部屋の時の夏の暑気払いと、暮れの忘年会では 10名前後の女

性の参加を頂き、好きな曲を選んでのデュエットを大いに楽しんでいましたが、新型コロナが克服

されれば、元に戻るのかと思いやられる次第です。新しい曲を覚え・高得点を出す向上心、男女デ

ュエットの楽しさ・新鮮さ、大きな声を出す爽快感、まさにカラオケのだいご味だと思います。本

来なら当月は忘年会の月で在り、当日は食事有り、果物・菓子類・ツマミ有りでビール・焼酎・ウ

イスキー有りで、個人の得意曲披露・デュエット大会・ビンゴ大会有りで、なかにはダンスをする

人も有りで皆さん大いに楽しんで夕方に散会します。今年は中止になり前回までの記憶を辿ると多

くの人の協力で大変有意義な時間が過ごせていたと思い出されます。来年以降にまた楽しい暑気払

い・忘年会が出来るように月毎の例会を続け、実績を残したいと思います。そこで、本日も 50曲

の披露を楽しんで約３時間強の時間を過ごして散会。  

12月 8日 13:30～17:00、場所：まねきねこ大泉店、参加者：５名、天候：晴、発表曲：42 

特記事項：会計担当の Iさんがスマホの ZOOMの講習会参加ということで欠席となり参加人数を心

配したが、Hさんの参加にて 5名となり一安心。一足先に入店しドアノブ、テーブル、椅子、リモ

コン等を消毒し、窓を全開にして換気を行い皆さんが来るのを待つ。新曲の覚え方は人それぞれで

す。カラオケボックスを利用する人、ウォーキングしながら覚える人、パソコンで覚える人等で

す。しかし、今はカラオケボックスを利用する機会はめっきり減ったようでパソコンとかカーオー

 
さざえ堂にて 

tel:0284－22-4406
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ディオとかウォークマンとかを利用する人多そうです。群馬県の新型コロナ感染の警戒度が 1月 9

日から 25日までレベル『４』になっているので、1月度カラオケ愛好会の活動は休会とします。今

は自粛しますが、早くコロナ感染問題がなくなり昔のようにカラオケボックスを自由に利用できる

日が来ることを期待します。 

 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 

戻れないんだ

よ 鳥羽一郎 

涙とめて 

吉幾三 

ＴＳ 
男の花    

若山かずさ 
酒場恋 

秋山涼子 

北のみれん

酒 藤原浩 

しぐれ酒 

岡ゆう子  

いのちの花 

一条寛太 
よりみち酒 

松村和子 

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 

夜明け前 

山本譲二      

夜明のﾌﾞﾙｰｽ 

五木ひろし 

氷雨 

佳山明生 

同上 望郷山河 

三山ひろし  

夜明け前 

山本譲二  

言えないよ 

郷ひろみ 
ＭＨ 

恋の予感 

安全地帯 

ワインレッド

の心安全地帯 

再愛 

山川豊 

ＫＦ 
島唄   

川島一成 

和み酒 

五木ひろし 

屋形船 

増位山 

君がすべて

さ 千昌夫 

時にはあなたに

小田純平 

なかせ船  

岩出和也 

涙の夜風 

増位山 

 来月の予定 2021年 2月 2日 9日 3月 2日 9日（火曜日）、まねきねこ大泉店 13時 30分～ 

     （群馬県の新型コロナ感染警戒度がレベル４の場合は休会とします）               

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 

                                                                

趣きを群がりも間合いも静か寒の鯉 

冬の朝、公園の池のほとりを散歩していると、水底に鯉が群がっているのに気が付いた。 

鯉は、水底でじっと動かずに寝ているようにみえる。しかし、良くみてみると、動かないと見え

たのは身体だけであり、どの鯉も時々、胸鰭を動かしながら身体の背を上に、腹を下にした姿勢

を保って水底に横たわっていたのである。しかも、それぞれの鯉は、隣の鯉との間を近過ぎも遠

過ぎもしない一定の間隔を保ってお互いに身体が触れないようにしている。鯉は、どのようにし

て冬を過ごすのに良い場所を探したのだろうか。冬が来る前に水底のあちこちを泳ぎ、探し当て

た場所に群がっているのだろうか。 

 

日溜りの花に身を寄せ冬の蝶 

春になって花を飛び回る蝶は、冬の間は成虫でなくて卵や蛹の形で越冬するはずと多くの人は

考えている。しかし、俳諧の世界の季語を分類して、その解説や例句を付けた解説書である歳時

記には、「冬の蝶」という季語が記載されている。蝶の種類は異なるが、花鳥風月等、自然の営み

の気付きを俳句に詠んできた 

俳人たちは、冬にも蝶がいることに気付き、句作に取り入れてきたと推測される。上の俳句も寒

さに耐えながら生きている冬の蝶の姿に遭遇したときの驚きを詠んだ一句である。蝶は、偶然に

めぐり会った花とその周りの温もりから、久々の食と暖とを満喫して幸運を感じたのだろうか。 

  

吹き荒ぶ庭に寄す野趣白き梅 

人為的に整備された庭の梅の花は、庭の作品として美しいが、冬の風に吹き荒ぶ庭に、凛とし

て咲く白梅には別の意味で格別な趣きがある。冬を迎えて枯れ木が増え、松や山茶花等の常緑樹

の葉も緑のトーンを落としている庭に、冷たい風が吹き荒ぶとき、整えられた庭も自然の趣きを

増してくる。そのような乾いた色合いの空間に白い梅の花が添えられると、色彩のバランス的

に、冬でなければ得られない色合いを持った庭の趣きを味わうことができる。白梅は、早春に紅

梅に先駆けて咲き、花の寿命が長いので、開花中に起こる色々な気象が庭にもたらす変化、時に

は、アンバランスとさえ思われる破壊的変化から生じる多様な庭の姿にあっても、凛として咲き

続け、整った庭では味わえない趣き、冬だからこそ味わえる 

自然で力強く、野性味のある素朴な趣き等を庭にもたらしてくれる。 
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〇 金婚祝い 
石塚勝憲(美恵子)さん、 

粕川賢栄(八重子)さん、 

堀江千恵子(正美)さん、 

おめでとうございます。 

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

〇 金婚祝金申請対象者の方へ 
事前申請が必要となります。別紙を添付いたしましたのでご覧ください。 

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

〇 訂正とお詫び 
「洋友新春号」のナンプレページにおいて誤植ミスがあり、訂正しお詫びいたします。 

正誤表を別紙に添付いたしました。締め切り日を 2月 10日（水）から 2月 17日（水）に延ばしまし

たので応募して下さい。 

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

＊ 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＞  

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、アルミ缶、古本等寄贈者（敬称略）     

12月～1月まで 

乙川（いずみオートピア）、奥山、久保田勇、久保田（武）、 

小林（一）、前田、城田、松沢、澤井、石川、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
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新型コロナウイルス第 3波！ 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 
第 3 波とされる新型コロナウイルスの流行に伴い、首都圏では緊急事態宣言があらためて発令されまし

た。関西や東海エリアなどにおいても発令が検討されており、終息の兆しは全く見えない状況です。そこで、

今回は厚労省のホームページに掲載されている「新型コロナウイルス感染症 の“いま”についての 10 の知

識」（2020年 12月 25日掲載）の抜粋をご紹介させていただきます。Q&Aの形でまとめられていますので、

参考にしてください。 

 

◆新型コロナウイルス感染症の患者数・病原性について 

Q：日本では、これまでにどのくらいの人が新型コロナウイルス感染症と診断されていますか。 

A：日本では、これまでに約 209,980 人が新型コロナウイルス感染症と診断されており、これは全人口の

約 0.2％に相当します。 

※ 感染していても症状が現れず医療機関を受診していない人などもいるため、必ずしも感染した人

すべてを表す数字ではありません。（人数は 2020年 12月 25日 0時時点） 

Q：新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人や死亡者はどれくらいですか。 

A：新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人や死亡する人の割合は年齢によって

異なり、高齢者は高く、若者は低い傾向にあります。重症化する割合や死亡の割合は以前と比べて低

下しており、６月以降に診断された人の中では 

  ・重症化する人の割合は、約 1.6％（50歳代以下で 0.3％、60歳代以上で 8.5％） 

  ・死亡する人の割合は、約 1.0％（50歳代以下で 0.06％、60歳代以上で 5.7 ％） 

となっています。 

※「重症化する人の割合」は、新型コロナウイルス感染症と診断された例（無症状を含む）のうち集中

治療室での治療や人工呼吸器等による治療を行った症例または死亡した症例の割合。 

Q：新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化しやすいのはどんな人ですか。 

A：重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある方です。重症化のリスクとなる基礎疾患には、慢性閉

塞肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満があります。また、妊婦や喫煙歴

なども、重症化しやすいかは明らかではないものの、注意が必要とされています。 

Q：海外と比べて、日本で新型コロナウイルス感染症と診断されている人の数は多いですか。 

A：日本の人口当たり感染者数、死者数は全世界平均や主要国と比べて低い水準で推移しています。 

 

◆新型コロナウイルス感染症の感染性について 

Q：新型コロナウイルスに感染した人が、他の人に感染させる可能性がある期間はいつまでですか。 

A：感染させる可能性がある期間は、発症の２日前から発症後、７～10日間程度とされています。また、こ

の期間のうち発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられています。 

このため、新型コロナウイルス感染症と診断された人は症状がなくとも、不要・不急の外出を控えるなど

感染防止に努める必要があります。 

Q：新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、どれくらいの人が他に感染させていますか。 

A：他の人に感染させているのは 2 割以下で、多くの人に感染させていないと考えられています。このた

め、感染防護なしに３密（密閉・密集・密接）環境で多くの人と接するなどによって１人の感染者が何人も

の人に感染させてしまうことがなければ、流行を抑えることができます。体調が悪いときは、不要・不急の

外出を控えることや人と接する際にはマスク着用など、多くの人に感染させることがないよう行動すること

が大切です。 

Q：新型コロナウイルス感染症を拡げないためには、どのような場面に注意する必要がありますか。 

A：新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫や接触によって感染するため、３密の環境でリスクが高まりま

す。このほか、飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間で

の共同生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意が必要です。 

 



- 6 - 

 

◆新型コロナウイルス感染症に対する検査・治療について 

Q：新型コロナウイルス感染症を診断するための検査にはどのようなものがありますか。 

A：新型コロナウイルス感染症の検査には、PCR 検査、抗原定量性等があり、いずれも被検者の体内に

ウイルスが存在し、感染しているかを調べる検査です。 新たな検査手法の開発により、種類や症状に応

じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔ぬぐい液を使うことも可能になっています。  

なお 、抗体検査は、過去に新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べものであるため、検

査を受ける時点で感染しているかを調べるために使うことはきません。 

Q：新型コロナウイルス 感染症はどのようにして治療するのですか。 

A：軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬など対処療法を行

います。呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬 （炎症抑える）・抗ウイルス薬（※1）の投与を

行い、改善しない場合には人工呼吸器等よる集中治療を行うことがあります。（※2） 

こうした治療法の確立もあり、新型コロナウイルス感染症で入院した方が死亡する割合は低くなっていま

す。発熱や咳などの症状が出たら、まずは身近な医療機関に相談してください。 

※１ 新型コロナウイルス感染症の治療として承認を受けている抗ウイルス薬として、国内ではレムデシ

ビルがあります。（12月 25日時点） 

※２ 集中治療を必要とする方または死亡する方の割合は、約 1.6 ％（50 歳代以下で 0.3 ％、 60代

以上で 8.5％）です。 

以上 


