
- 1 - 

お ー ろ ら 通 信 （２７６） 2021年 3月号        

 
 
 
今月の記事 総会・会費・会報・山行・カラオケ・PC・投稿 
お知らせ 
 

※新型コロナの感染予防に努めましょう！ 
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。 

 
 
◎ 定時総会開催のご案内 
２０２０年度実施事業および会計の報告、会員の状況の報告、２０２１年度の運営につきご協議いただき

たく、下記の通り第３２回定時総会を開催いたします。 
コロナ禍の状況下でありますので、講演会の中止等により時間短縮をし、午後開催と致します。基本の

感染対策（３密対策、マスク、消毒、換気）を徹底し、また会食は中止とし、お弁当を土産用としてお配りす
ることに致します。 
皆様には万障お繰り合わせのうえご出席下さいますようご案内申し上げます。 
なお、同封の葉書にて出欠のご返事と、ご欠席の場合は議決に関する委任の意思を明記され、  
４月２８日（水）までにご返送下さいますようお願い致します。 
なお、今後の新型コロナ感染拡大の状況によっては、総会・懇親会の開催方式に変更があることをご承知
ください。 

―― 記 ―― 
日  時 ２０２１年６月１５日（火）  受 付 １２時３０分から 
                      開 会 １３時００分～１６時００分終了予定 
場  所 大泉町 文化むら 大ホール 
 
議  題  
   報告事項 
     １．２０２０年度事業報告 
     ２．会員の異動／入会の状況 
     ３．２０２０年度決算報告
     ４．２０２０年度会計監査報告  
   承認事項 
      
   協議事項 
     １．２０２１年度事業計画案について 
     ２．２０２１年度予算案について   
 
記念写真撮影後、展示ルームにて長寿祝いと懇親会のアトラクションをお楽しみ頂きます。お帰り時に、お
弁当を土産用としてお配り致します。 
大勢の皆さんにご参加頂き、楽しい総会にしてまいりたいと思っておりますので宜しくお願い致します。 
  
長寿お祝い対象者  

対象の方々に、お祝い金を贈呈し、お祝い申し上げます。（敬称略、５０音順） 

     米 寿（満８８歳）：昭和８年４月２日～昭和９年４月１日までの方 

家泉 一朗、上田 忍、木本 明宏、久保 明、財田 徳七、渋川 義則、林 肇、 

宮本 厚男 

 

     喜 寿（満７７歳）：昭和１９年４月２日～昭和２０年４月１日までの方 

雨宮 雄二、飯野 敏男、江口 勝利、江原 英明、奥山 泰彦、柿沼 光世、梶原 恭三、 

金谷 浩、剣持 啓隆、酒井 政治、渋谷 武、中本 恭弘、林 正勝、森尻 浩 

以 上  
 

群馬地区会長 奧山泰彦 
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〇 ２０２１年度洋友会年会費引き落としについて 

２０２１年度年会費（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日）は 4 月 13 日（火）に引き落としされます

ので４,８００円以上の残高の確保をお願いいたします。 

（米寿者は翌年より名誉会員として年会費免除、8１歳以上は 3,600円、その他は 4,800円） 

会計担当 久保田武房 石関正明 

 

〇 会報誌「洋友」令和 3年夏号及び秋号について（お願い） 

コロナ禍による首都圏一都三県の緊急事態宣言が 21 日をもって解除されることになり、今後各

地区の洋友会活動も徐々に再開できるのではと希望いたします。洋友会の貴重な情報手段である

会報誌「洋友」で、各地区の風物詩や会員様のお元気な姿・話題を掲載いたします。 

全国各地区の会員の皆さまの積極的な投稿をお待ちしております。皆様方の一層のご支援をお願

い申し上げます。 

  

「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・ 

食べ物等 

 ②オリンピック関連 

  ※1000 字程度の原稿と写真 

                     

 ３．洋友会だより  

①広域地区におけるエリア単位の活動紹介 

       ②我が地区のユニークな活動紹介 

                                                                         

 ４．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パナソニック情報 新商品情報、 

企業スポーツ情報、社会貢献活動等 

 ③健康管理情報 

④俳諧・川柳、ナンプレ、 

⑤地区の活動記録 

 

 

※夏号の原稿の投稿締め切りは 5 月 10 日です。 

「秋号」 

  １．表紙        「各地の秋の風物詩」 

    紅葉・銀杏と神社仏閣・並木道、祭り、

味覚、月見等 

     ※写真でも、絵画でも 

                       

  ２．特集ページ   

①ご当地の秋の風物詩 

    郷土の民俗文化財の紹介、伝統的な秋祭り、 

郷土の秋を感じる食べ物等 

 ②オリンピック観戦記 

    競技場での観戦やテレビ観戦の体験記 

 ③コロナ禍での自粛生活の工夫 

  ※1000 字程度の原稿と写真 

                     

  ３．洋友会だより  

①洋友会活動再開の活動紹介 

    ②洋友会での Web]活用の紹介 

                                                                         

  ５．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 

             

 ※秋号の原稿の投稿締め切りは 8 月 10 日です。 
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○ 洋友群馬ホームページはご覧になっていますか 
  洋友会群馬地区ではホームページを運営しております。 

 従来はパソコンが無ければ閲覧できなかったのですが、ほとんどのシニアの方にスマホが 

 普及した現在では、スマホからも「洋友群馬ホームページ」の閲覧が可能です。 

 ここで、スマホ用閲覧の「QR コード」を作成しましたので、カメラを起動して URLを読み取り 

 洋友群馬のホームページを閲覧頂けたら幸いです。 

 よろしくお願いします。 URL： http://yoyugunma.sakura.ne.jp/ 

 

○ 金山でも歩こう会」からの連絡＆報告＜連絡＞ 

第 122回 4/2(金) 

行き先：多々良沼ウオーク 

集合場所：松沼南駐車場 

集合時間：AM10：00 

 

第 123回 4/16(金) 

行き先：塩坂峠・越床峠コース 

集合場所：足利市 樺崎八幡宮 

集合時間：AM10：00  

 

＜報告＞ 

第 120回 3月 5日（金） 三毳山 曇り 22名参加 

三毳山東口駐車場に 22 名集まる。K さんのストレッチで体をほぐし 10 時にスタート。花トレーン駅より中

岳へ歩きだすとすぐに前方にサンシュの花が 1 本黄色い花を咲かせ輝いていた。カタクリ園からのルート

は閉鎖され仕方なく迂回ルートへ、太田和群生地（カタクリやキツネノカミソリ）を通り中岳へ。カタクリの花

やアズマイチゲが咲き始め目を楽しませてくれた。途中登りで汗をかき、お色直しをして中岳山頂に 10 時

40 分到着し休憩する。幸い天気は予報に反し、薄日が射し、風もなく、暖かなハイキング日和となった。青

竜ケ岳は道標に 1400m と記載、しかし、大分遠方に見えた。中岳の急坂の階段を下り縦走路に出て三毳

の名石や展望台を通り青竜ケ岳へ 11時 30分到着、12時まで昼食とし眺望を楽しみながら食事。 

食後カタクリの里へ、カタクリの花を探したがまだ蕾で一輪も咲いてなく残念だった。アズマイチゲの群落

やフクジュソウがわずかであったが咲き目を楽しませてくれた。下部の湿原に珍しいザゼンソウが咲き誇っ

ていたが、ミズバショウは、葉は大きくなったがまだ咲いていなかった。12 時 40 分カタクリの里で休憩後、

西回りコースでハーブ園を通りミモザの花やサンシュ、マンサクの花を写真に収め、万葉館で紅白梅の花

を愛でて 13 時 20 分休憩。花トレーンコースを歩き湿原自然植物園でまたザゼンソウを発見、写真に収め

花センターで胡蝶蘭を見ながら休憩、東口駐車場に戻り全員揃うのを待って 14時 40分無事解散した。 

担当幹事 内田光男 

 
○  カラオケ愛好会例会報告 
2月の例会１（2月 2日）は新型コロナ感染拡大対策のため休会にしました。 

2月の例会２ 

 2月 9日 13:30～17:00、場所：まねきねこ大泉店、参加者：4名、天候：晴れ、発表曲：38 

特記事項： 昨年 6月から再開したカラオケ愛好会は、今年の 1月 2週と 2月の 1週を休みとした

が、細々と継続して居る。平日のカラオケ店は空き室が大変多く、このコロナ禍では飲食店、旅

行、航空業界をはじめとした業界は世界的に不景気と思われる。しかし東京ビッグサイトで１月中

旬に行われた『資産運用エクスポ』は緊急事態宣言中にもかかわらず多くの来場者で溢れたとの事

で、この裏付けとしてか、ソフトバンクグループ（SBG）が 8日発表した 2020年 4～12月期決算の

純利益は 3兆 551億円で、前年同期比で 6倍超となった。SMBC日興証券によると、純利益が 3兆円

を超えるのは日本企業で初めてで、過去最高。ＳＢＧ傘下の投資ファンドの投資先の好調が要因で

株高である。東証では、巨額の公的マネーは実体経済と乖離した株高を招き、日経平均株価は今年

1月にバブル期以来の高値を更新している。現在の菅内閣の努力とこれからのワクチンの効用等で

雇用などに回復の兆しが見えればと願うばかりである。 

 
三毳山 青竜ケ岳山頂で 

 

QR コード 

洋友群馬 

http://yoyugunma.sakura.ne.jp/
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 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 

 

松竹梅 

水雲 
兄弟酒 
鳥羽一郎 

北のみれん

酒 藤原浩 

しぐれ川 

香西かおり  

居酒屋『昭和』 

八代亜紀 
よりみち酒 

松村和子 

湯の町慕情 

冠二郎 

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       

松竹梅 

水雲  

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   

ＫＦ 
笑顔の花 

古都清乃 

涙の夜風 

増位山 

君がすべてさ 

千昌夫 

北国の春 

千昌夫 

明日への架け橋 

北原ミレイ 

昭和.平成.令和

を生きる 森 
 

3月になって昼カラでコロナのクラスターが発生したと報じられている。その原因は会食を中心にしカラオケ

も出来るお店（スナック）で、食事中も歌う時もマスクはしないで換気も不十分だった為らしい。我々が実施

しているカラオケボックス（マネキネコ）の状態とは全然異なるものと認識している。 

4月以降もコロナ感染対策（3密対策、マスク、換気、消毒、マイクカバー他）をして開催していきます。 

予定日：4月 6日 13日、5月 11日（5月 4日は祝日のため休会）13時 30分～17時、会費 800円 

担当幹事 石関正明、奧山泰彦  

 

 

〇 投稿欄                                              杉山安正 

「木々日ごと 色改まり 山笑う」 

春先、木の芽が萌え出る前に、枝には微かな膨らみが見える。遠くに目を移すと、鳶の羽色のようにくす

んだ山にも、温もりが感じられる。そのようなとき、ふと、「山笑う」という言葉が浮かんできた。かって、俳句を

趣味としている友から、「山笑う」という季語あることを聞いていたからである。山が笑うとは、どういうことなの

だろうか。想像を超える言葉なので、俳句に取り込む前に確認してみた。中国の山水画家の「春山澹（淡）

治にして笑うが如く」という詩の一節が出典とある。生気が兆し始めた山の胎動を擬人化して「笑う」としたと

いうのである。早春の山が、うっすらと霞を纏い、艶めいてくる気配をとらえたものと解説されている。そのよ

うな由来を思い合わせながら、詠んだ句である。 
 

 

「日溜りの 土筆たがいに 背くらべ」  

昨今、土筆を見る機会が少なくなった。それでも、頭を出した土筆の近くを探すと、隣り合って土筆が生

えているのを見つけることができる。隣り同士の土筆、互いに 背くらべをしていると察して句作に至れば牧

歌的である。しかし、土地や陽当たり等、生えている環境が同じであるにもかかわらず、１本として同じ土筆

がないのは不思議だと考えれば、話は別である。一見、背くらべをしているように見えるが、土筆は、太さも、

長さも、色つやも異なった個性派として生えている。察するに、隣り合いつつ異なって生えている土筆の姿

は、自然界に種が生き延びていくための方策を具現化した一つの典型という心象である。同じ事象を、の

どかに眺めるか、理性的に捉えるかは、事象を見たときの心のありようで異なるのだろう。 
 

 

「振り向けば ふるさと遥か 花の雲」 

 日本一の花の名所は、吉野と言われる。吉野山にある桜は、麓の下千本に始まり、登るに従って、中千

本、上千本、峰を超えた先の奥千本へと続いている。桜は、道沿いだけではない。数ｋｍにわたる山道と周

辺一帯が桜である。馬の背のような山を中心として、谷間も向かいの山々も桜であり、その数、およそ、六

万本と言われる。麓と山頂とは標高差があり、開花時期にひと月程の差が生まれる。このため、４月に吉野

を訪れれば、山のどこかで満開の桜を愛でることができる。また、頂上近くには、来た道を見返せる木の間

がある。眼下には、霞の彼方まで、幾重にも重なり続く山波や谷筋に咲く桜の景観が見える。花の塊は、そ

の重なりや遠近差による濃淡から山にたなびく雲のようにも見える。吉野山は、遥かにさかのぼれば、南朝

の遺跡、弁慶・義経の逃避行時の潜居の間や豊太閤花見の間のある神社、西行法師の庵のあと等々、遺

跡も多く、桜と共に歴史的なふるさととして感慨深いものがある。 
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前橋市敷島公園の桜 

 

 

 

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

〇 訃報 
大滝 勝さんが 3月 1日に亡くなられました。78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：０８０－５６８２－８５５１ 

 

○ 「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）     

2月～3月まで 

奥山、久保田（武）、松沢、小貫、白石、 

乙川（いずみオートピア）、前田、森本、城田、関根（俊）、 

久保田勇、小林（一）、森村、 

 

 

 

 

 

 

 
ラジオ体操の健康効果について 

＜本部提供 健康ニュース＞ 
 

ラジオ体操というと、夏休みを思い浮かべる方が多いと思いますが、健康のため季節を問わず実施され

ている方もいるのではないかと思います。 

そこで、今回はラジオ体操の効果などについてご紹介したいと思います。 
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◆ラジオ体操の手軽さがすごい！ 

 ラジオ体操の歴史は古く、遡ること 90年前の 1928年（昭和 3年）に NHKで放送が開始されています。 

 健康ブームに流されやすい日本人が、これほど長くラジオ体操を続けてこられた理由は「手軽さ」にあると

いえます。老若男女問わず、誰でも、どこででもすぐにできる手軽さがラジオ体操の魅力です。 

しかも、たったの 3 分！ 正確には、ラジオ体操第 1 は 3 分 11 秒、少し難易度の上がる第 2 は 3 分 30

秒。まとまった時間がなかなか取れない現代人にはぴったりの身体活動ではないでしょうか？ 

 自宅で行うなら着替える必要もないですし、雨が降っても大丈夫。道具を買い揃える必要もなくお金もか

かりません。たった 3 分と侮るなかれ。その短い時間に 13 種類もの運動が組み込まれており、以下でその

内容を説明したいと思います。 

 

◆ラジオ体操第 1の 13種類の動きがすごい！ 

 ラジオ体操第 1の動きとその目的は以下の通りです。 

 
 この表を見ても分かる通り、ラジオ体操はたった 3 分という短い時間の中で、全身をまんべんなく動かせ

るよう考えて作られています。全国ラジオ体操連盟のホームページには、「毎日続けることで、加齢や生活

の偏りなどが主な原因となる体のきしみを取り除き、人間本来がもっている機能をもとの状態に戻し、維持

する効果があります」と記されています。 

◆最後に 

 ラジオ体操は、短い時間ながらも普通に歩くより強い活動量です。一定の身体活動量を保つことは、生

活習慣病を予防・改善し、健康の維持や介護予防に効果的です。手軽にできますので、一度チャレンジし

てみてはいかがですか。 

以上 

 


