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お ー ろ ら 通 信 （２７５） 2021年 2月号        

 
 
 
今月の記事 総会・・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延期されました。 
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 群馬地区定時総会のお知らせ 
 例年定時総会は 4 月に実施しておりますが、今年は新型コロナ感染防止対策としてワクチン接種が行わ

れた後に実施したいと考えております。政府によると高齢者へのワクチン接種は 4 月から実施ということで

すので、余裕をみて 6 月 15 日（火）に予定しています。なお、会場の都合で木曜日ではなく火曜日になり

ますが、詳細は 3月度のおーろら通信で案内しますので宜しくお願い致します。 

群馬地区会長 奧山泰彦 

 

〇 山遊会からの連絡 
第 129回 4月 11日山行予定 

行 き 先 :足利彦谷湯殿山 

コ ー ス : 新東登山口 歩行時間約４H 

彦谷自治会館発 10：00－湯殿山新東登山口－(10:13)天池山 11：00－鉄塔－湯殿山山頂 

11：40－12：00－鉄塔分岐 12：50－慶路坂 13:30)－彦谷自治会館 13：40着 

集合場所:彦谷自治会館 葉鹿橋から両毛線跨線橋北の信号を左折、坂西団地東の信号を右折、１ｋｍ

ほど走行、右側にあります（掲示板が目印）。 

集合時間 AM10時 

 

2021年度山遊会山行計画表 

※2021 年度山遊会山行計画を作成いたしました。当初昨年コロナ下で実施出来なかった山を予定しまし

たが、4 月度は予定ではワクチン接種のスタート月で、ワクチン効果は見込めませんのでバスハイクは中止

し、近場の山に変更いたしました。 

 

実施日 

月/日 

山名 所在地 標高 
歩行時間 

見所・目的 

特徴 

備考 

4/11（日） 

第 129回 

彦谷湯殿山 栃木県 

足利市 

399m 

4Ｈ 

出羽三山信仰の山とミツバツ

ツジを求めて 

現地集合 

AM10：00 

6/6（日） 

第 130回 

高城城跡と 

袴腰山 

新潟県 526m 

4Ｈ 

高城城址はヒメサユリの咲く

群生地と袴腰山を登る。 

 

8/21・22 

（土、日） 

第 131回 

栗駒山 

世界谷地散策 

栗駒登山 

宮城県 1626ｍ 

1日 3H 

2日 4H  

宮城・岩手・秋田の三県にまた

がる栗駒山は円錐状の裾野をも

つコニーデ型の火山です。奥羽

山脈の女王とも呼ばれます。 

花の百名山 

くりこま荘 

10/3（日） 

第 132回 

伊豆ｹ岳 埼玉県 851ｍ 

3.5H 

奥武蔵の人気コース、奥多摩

や丹沢山塊の眺望が良い 

 

12/12（日） 

第 133回 

高指山・明神山 山梨県 1291m 

3Ｈ 

富士山と山中湖の絶景ポイン

ト 

 

2/6（日） 

第 134回 

高宕山 

（たかごやま） 

千葉県 330ｍ 

3Ｈ 

野生のニホンザルと源頼朝が

武運長久を祈った高宕観音 

 

※出発時間は全て 5：00発です。但し 4/11の彦谷湯殿山は現地集合時間を AM10：00にします。 

※第 131回栗駒山の集合場所はＮＯ８駐車場です 

※新型コロナ感染状況により計画変更が生じます 

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 
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○ 第 128回 マンサクの花咲く道  「塩坂峠から山王山」山行報告 
2月７日 晴れ 23名参加 

コロナ感染拡大防止対策で計画を変更、現地集合で近

場の足利市の「塩坂峠・山王山」ハイキングを実施。樺崎八

幡宮駐車場に 23名集まる。K さんのストレッチで体をほぐ

し 10時丁度にスタート。 

歩きだし小川沿いにきれいに咲いたマンサクをみなから歩

く。このコースは「マンサクの花咲く道」と名づけられている。

北関東道の高架をくぐり、側道沿いを歩く。再び高架をくぐ

り山道へ。塩坂峠登山口近くに咲く赤や黄色のマンサクを

見ながら休憩。ここから先塩坂峠まで０．９ｋｍと表示ある登

山口を落ち葉を踏みしめ歩く。急坂になると九十九折となり歩き易い。細い尾根を過ぎ 10時 50分塩坂峠

に着く。行道山の山波が良く見える。10分ほど休憩して左にルートを取って尾根を歩く。朝日山手前で 11

時 40分休憩。朝日山ピークを 11時 50分通過。寺久保山分岐を 12時 20分通過して林道に下り山王山

登山口より急坂を登り 12時 50分石祠のある山頂から北側の展望台で記念写真を撮り昼食とした。30分

ほど休み来た道を戻る。林道に出て樺崎八幡宮へ一時間ほどかけ、足早に下った。途中林道脇のマンサ

クの花を見付け心を和ませる。若者がスケボーを練習していた場所では紅梅や白梅が咲き、ロウバイがま

だきれいに咲き誇っていた。ここで休憩して 14時 40分樺崎八幡宮に到着、社殿前で記念写真を撮り解

散した。 

担当幹事 内田光男 

 

○ 金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 120回 3/5(金) 

行き先：三毳山 

集合場所：三毳山公園東口駐車場 

集合時間：AM10：00 

第 121回 3/19(金) 

行き先：岩船・大平山コース 

集合場所：足利フラワーパーク駅 南側駐車場 

集合時間：AM8：50 電車時刻 発 9：11 

 

＜報告＞ 

第 118回 2月 5日（金） 多々良沼ウオーク 晴れ 参

加者 28名 

9時 30分多々良沼松沼南駐車場に 28名と沢山の人が集まり、久しぶりの人もいて懐かしさを覚えた。 

K さんのストレッチ体をほぐし多々良沼周回コースを右回りで 10 時丁度にスタート。しばらく湖畔から離れ

松林沿いにきれいに整備された遊歩道を歩く。成島東西 2 カ所の駐車場付近は、「たたらの杜エリア」と

「いこいと花のエリア」に指定され、広々として気持ち良いウオーキングができた。鶉新田の 2カ所の駐車場

を過ぎると遠方に沢山の白鳥が見えてきた。邑楽町多々良公園にある長い藤棚をくぐり浮島弁財天で 10

時 40分休憩する。沢山のカメラマンがカメラを構え白鳥の姿を撮っていた。ここは白鳥や鴨のビューポイン

トになっていた。鴨に交じり珍しい鳥「ヘラサギ」がいると教えて貰う。よく見るとくちばしが長いヘラのように

なっていた。弁財天をバックに記念写真を撮り 11 時、湖畔沿いの桜並木を歩き次のポイントへ。野鳥と湿

原のエリア ガバ沼は餌づけされ沢山の鴨が餌をまくと足元まで寄ってきた。 

次の目的、釣り場のある日向駐車場で 12時休憩。昔、たたら製鉄法の際出るスラグ（カナクソ）が湖畔で見

つかり多々良沼の名がついたと知った。富士見橋で富士山をみて、県立美術館へ多々良川沿いの歩道を

歩き12時30分美術館に到着。美人画で有名な竹久夢二展を見て、外の芝生で13時遅い昼食を取った。

帰路は松並木の中の彫刻の小径を、次々に現れるブロンズ像を見ながら 14 時松沼駐車場に着き無事解

散した。 

担当幹事 内田光男 

 

 
多々良沼浮島弁財天にて 

 
樺崎八幡宮にて 
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○  カラオケ愛好会例会報告 

1月度は新型コロナ感染拡大を受けて例会を中止しました。 

3月以降の予定は次の通りです。 

2021年 3月 2日 9日 4月 6日 13日（火曜日）、まねきねこ大泉店 13時 30分～ 

なお、3月 2日は歌手古都清乃さんが参加予定です。              

お店のコロナ対策（手指消毒、検温、マイクカバー＆ゴム手袋支給）に加えて 3密対策、マスクで歌唱、定

期的な換気、ドアノブ他の消毒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 

「囀（さえず）りや明け待つ森の梢より」 
隣のビルの屋上に取り付けられたテレビアンテナは、家のベランダとほぼ同じ高さにあって、いつも目と

鼻の先に見ることができる。そのアンテナには、毎年、春になると、朝早くから、鳥がきて、綺麗な声で囀る

姿が見られる。いつも同じ姿の囀りと思っていると、突然に、鳥が入れ替わる。別の鳥が、新しく囀りを始

め、また、去っていくのである。鳥の名前はわからないが、囀りは、オスの鳥が、メスの来る前に来て、自分

の存在やあたりの縄張りを主張しているという説明である。実際、囀っている鳥の傍に別の鳥が来た後、対

になって去っていく様子もあった。昔、大泉の自宅でも、神社の森の木の梢に、夜明け前から鳥が来て、囀

る姿のあることを思い出させてくれた。 

 

「庭仕事始める前に蕗の薹」   
寒さが峠を越えると、外に出て庭の手入れをしようという気持ちが湧いてくる。どこから始めようかと思いなが

ら、庭を見まわしていると、足元に新鮮な草色のものが見えた。蕗の薹である。芽は土を割って顔を見せた

ところであるが、黒茶の土の色と蕗の薹の若草色とは反対色なので、新芽は際立って大きく見える。春の香

りに満ちた蕗の薹を見て、家人は旬菜と喜ぶが、にがみを好まない者には、興味がない。旬菜と決めきれ

ないままに庭の手入れをしていると、蕗の薹は、あちこちに芽吹いている。それらを旬菜と認め、大切に庭

の手入れをするべきか、蕗も春の草のひとつとして手早く庭の片づけを終えるべきか、割り切れない気持ち

で迷いながらの仕事となった。 

 

「立ちこめる霞に浮かぶ明けの富士」   
晴れた日には、自宅から富士山を望むことができる。山は、西南の方角だから、夕日に映えるシルエットに

なることが多いが、雨上がりや冬季等、空気が澄んだ日には、朝日を浴びた山の襞や積雪の具合がわかる

程にくっきりとした姿を見ることができる。この句は、そのような場所から見た霞の中の富士を詠んでいる。

手前の街並みは、ふわふわとした霞に包まれて、二階屋の棟やビルの上層階だけが僅かに霞から頭を出

している。その光景は、穏やかな海に大小の島や小舟が点在する大洋と、大洋の上にすそ野を大きく広げ

ながら浮かんでいる富士山とを、青紫の顔彩の濃淡で彩色した一幅の絵のように感じさせてくれるものであ

った。 
 

〇 前橋城大手門の石垣発見  
＜一般見学会＞ 

前橋城は、元々は太田道灌が最初に築城したとの話がありますが良く分かっておりません。 

しかし、関東北部の重要拠点として長野一族、長尾一族（上杉謙信）、武田信玄、北条一族、武田勝

頼、織田家臣（滝川一益）、豊臣家臣（徳川家康配下平岩親吉）、関ヶ原の戦いの後川越城から酒井重忠

が入封しその後約 150年徳川譜代である酒井家が前橋城主として納めた。酒井家が姫路城主として移り

代わりに姫路城から松平朝矩が入封したが利根川による城郭破壊に耐え切れなくなり 1767年（入封後 20

年）川越城に移り廃城になった。領民の懇願により 1867年前橋城は再興されたが、半年後徳川慶喜の大

政奉還により江戸時代は終わり廃城になった。 

今回見つかった大手門の石垣は 1600年頃に構築されたものとの事。石垣は安山岩を１ｍ（？）角に切り

出したもので整然と組み込まれていた。地下だけで 4段積まれていて、地上は何段か資料がなく不明との

事。大手門は写真に写っているマンションの当たりに構築されていた。ここから本丸（現群馬県庁）まで約１ｋ

ｍの距離。大手門の周りには堀が造られていた。本丸の西側は利根川に守られていて、東側は大手門とそ
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の周囲の堀で守られていたと考えられる。その内側には車橋門（遺跡有）と三の丸門が見つかっている。2

月 15日に行われた見学会は雨でしたが、午後だけでも 30人以上の見学者が訪れていた。 

 

〇 読んでみたい 1冊 

今回の紹介本は、 

 「危機管理の教訓」・・・著者 竹村 剛   

元 三洋電機 コーポレート・コミュニケーション本部長 

 

 2005年 7月 経営再建中の三洋電機に入社、執行役員コーポレー

ト・コミュニケーション本部長に就任、同社のメディアリレーション、渉外、

コンプライアンス、CSR,コーポレートWEB、社内広報部門の統括責任者

として、世界市場におけるコーポレート・コミュニケーション機能強化を担

当する。 2008年 1月 三洋電機を退職、パーソン・マーステラにマネ

ージングディレクターとして復職、現在に至る。 

 

 三洋電機の消滅に際し、内部からみた赤裸々な史実（事実とは限らな

いですが・・）、を客観的につづったノンフィクションです。 この経験を活

かし、「危機管理の教訓」を書き上げたようです。 

 気になる方は、一読してみたらいかがですか・・・。 

       （太田市図書館に寄贈されています。） 

 

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

〇 新会員 
原 正之さん（太田市在住）               よろしくお願いいたします。 

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

〇 訃報 
山口 豊義さんが 1 月 18日に亡くなられました。76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。 

（配偶者も対象になりますので、必ず 3 ヵ月以内に申請をして下さい） 

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。 

お知らせ 

 

 
発見された石垣 （地下部分）       大手門周辺図           大手門近くのビル 
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＜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）     

1月～2月まで 

前田、奥山、小林（一）、久保田勇、瀧谷、飯野、松沢、城田、   

桑原、斎藤（正）、木村、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬 で も ぽ か ぽ か 習 慣！ 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 

寒い日が続いていますね。この時期に多い「冷え」は女性の悩みと思われがちですが、近年男性でも自

覚症状がない「隠れ冷え」が増えています。また、冷えは様々な病気や不調に関連していることをご存知で

したか？そこで今回は、『身体の冷え』に関するお話です。 

 

◆「冷え症」と「隠れ冷え」って？ 

冷え症は、手足など身体の一部、または全身が冷え、それを苦痛と感じている状態です。一方、隠れ冷

えは、手足など末端が冷えていても自覚していない場合や、手足は温かくても身体の中心部分（内臓）が

冷えている状態です。冷えを確認する方法として、朝起きた時に、脇よりもお腹や太ももが冷たい場合は、

身体に冷えがあります。 

 

◆冷えはどうして起こる？ 
① 熱を作れない（代謝の低下） 

食物が消化吸収されて代謝される過程で熱が作られるため、食事を抜くと体温が上がりません。また、筋

肉はエネルギーを消費しながら熱を発生している熱源であるため、筋肉が少ないと熱の生成も少なくな

ります。 
② 熱を運べない（血行不良） 

熱は血液によって運ばれるため、じっとしている状態では血流が滞り、手足など先の方まで熱が届きにく

くなります。また、ストレスや睡眠不足などにより交感神経優位の状態が続くと、血管が収縮し血行不良と

なり、冷えを招きます。 
③ 熱を調整できない（外的要因） 

薄着でいると身体の熱が外に逃げやすく、冷えに繋がります。また、冷たい食べ物や飲み物を摂り

すぎると、内臓から冷えてしまいます。 

 

◆冷えを放置すると・・・ 

「冷えは万病のもと」と言われるように、冷えは様々な病気や不調を引き起こします。冷えがもたらす

不調の代表的なものには、手足の冷感、貧血、頭痛、肩こり、腰痛、不眠、疲れやすさ、イライラ、肌荒

れ、月経痛や月経前症候群（PMS）などがあります。なお、体温が低下すると、免疫細胞や酵素の働き
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が弱まり、免疫力や代謝が低下します。免疫力が低下すると、風邪やインフルエンザなどの感染症や

喘息などのアレルギー疾患にかかる危険性が高まります。 

また、代謝が低下すると、肥満や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の危険性が高まります。 

 

◆冷えを避け、身体を温めるポイント 

 
① 熱を作る（代謝アップ） 

・一日三食、規則正しく食べる 

食事は体温維持の役割も果たしています。規則正しい食事で、コンスタントに熱を作り出しましょう。 

・食事は良く噛んで食べる 

良く噛むことで消化吸収が良くなり、代謝が促進されるだけでなく、脳の神経系に作用し、内臓脂肪の燃

焼が促進されるため、熱が生成されやすくなります。一口三十回を目標に良く噛んで食べましょう。 

・筋トレをする。 

腹筋運動や腕立て伏せ、スクワットなどで筋肉量を増やし、熱の生成を高めましょう。 

 
② 熱を運ぶ（血行改善） 

・ウオーキングをする 

 歩くことにより、「第二の心臓」と言われる足のポンプの働きで、血行が促進されます。歩幅を大きくと 

って、少し速いスピードで歩くと、代謝もアップします。 

・湯船につかる 

三八～四十度の湯に二十～三十分ほどつかれば、身体が芯から温まり、血行改善とともにリラックス 

効果も得られます。 

・ストレッチやマッサージをする 

ストレッチやマッサージは血行を促し、代謝アップやリラックス効果も得られます。 

・睡眠をしっかりとる 

夜更かしはせず、早めの就寝を心がけましょう。 

 
③ 熱を調整する 

・お腹、腰、太ももを温める 

血管が多く集まっているので、このポイントを温めると血液循環によって全身が温まります。腹巻やひざ

掛けを活用しましょう。 

・首、手首、足首を冷やさない 

太い血管が通っているので、冷たい外気に触れると熱を奪われやすい場所です。マフラーや手袋、靴

下などを活用しましょう。 

・マスクで冷たい空気を身体に入れない 

マスクはウイルスをカットするだけでなく、鼻やのどの粘膜、気管支を冷えから守り、熱が奪われるのを防

ぐ効果があります。 

・料理や飲み物は温かいものを摂取する 

意識して温かいものを取り入れましょう。また、冷たいものには、温かいものを組み合わせる工夫が必要

です。 

・身体を温める食材を使う 

香味野菜（生姜、ねぎ、にんにくなど）香辛料（コショウ、唐辛子など）根菜類（大根、にんじん、 

ごぼうなど）青背の魚（あじ、さば、ぶりなど）があります。 
 

たかが「冷え」と思われがちですが、身体には様々な影響があります。病気に繋がる可能性もありますの

で、ご紹介したことを実践されてはいかがですか？ 

 

以上 

 


