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お ー ろ ら 通 信 （２７７） 2021年 4月号        

 
 
 
今月の記事 総会・契約ホテル・ゴルフ・山行・カラオケ 
・投稿・お知らせ 
 

※新型コロナの変異ウイルスが感染拡大してきました。 
これまで以上に感染予防に努めましょう。 

 

〇 群馬地区総会について 
先月号で案内しましたように総会は 6月 15日（火）に開催致します。まだ出欠を未回

答の方は至急返信して頂くようお願いします。特に長寿祝い対象の方は QR必ず返信

して下さい。 

長寿祝い対象者で未回答の方は下記の通りです。 

米寿対象者：家泉一郎、渋川義則、林肇 

喜寿対象者：江口勝利、江原英明、柿沼光世、梶原恭三、剱持啓隆、中本恭弘 

新型コロナワクチンの接種が大泉町、邑楽町、千代田町、板倉町では 5月 10日から 7月 29日の間に

実施される見込みです。 

なお、コロナ感染状況から判断した総会の最終的な開催方法はおーろら通信の５月号で案内しますので

お見逃しのないよう切にお願い致します。 

群馬地区会長 奧山泰彦 

 

〇金婚祝いの申請について（再掲） 
本件について 2月号で案内しましたがお忘れの方はいませんか？ 

本年の対象者は下記の期間に結婚又は入籍された方です。 

1971年（昭和 46年）4月 2日～1972年（昭和 47年）4月 1日 

 

〇 パナソニックグループ OB会の皆様へ 
＜ダイアモンド ソサエティのネットワーク施設＞利用案内 

上記契約ホテルのパンフレットが洋友会事務所に届いています。もし旅行等で宿泊をお考えでしたら検

討の対象に加えてみませんか？（パンフレットの数に限度あり） 

 

〇 洋友会ゴルフ春大会は中止 
新型コロナウィルス感染が終息せず、又ワクチン接種時期も未確定のところもあるため、洋友会ゴルフの

春開催（6月開催予定）は中止と致します。  

洋友会ゴルフ担当幹事 前田 浩良 

 

〇 山遊会からの連絡 

第 130回高城城跡と袴腰山ハイキング＜計画変更＞ 
6月 6日予定のバスハイクは、新型コロナウｨルスの感染拡大に

付き中止、場所を近場に変え現地集合で実施いたします。 

 

行き先 ：皆野アルプス「破風山 Ｈ６２６．５ｍ」 埼玉県皆野町 

集合場所：ふれあい広場駐車場 （登山者用） 

秩父温泉満願の湯へ左折、「わくわくセンター」の左側    

集合時間：AM 10時 
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○ 金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

第 124回 5/7(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 

 

第 125回 5/21(金) 

行き先：足利市 天狗山コース 

集合場所：足利市 さいこうふれあいセンター 

集合時間：AM10：00  

 

＜報告＞ 

第 122回 4月 2日（金）多々良沼ウォーク 曇り時々晴れ 参加者 13名 

2月に続いて、満開の桜を期待して多々良沼ウォークを

開催。初めての参加者２名を含めて総勢１３名。Y さんのス

トレッチで体をほぐし、10時丁度に多々良沼周回コースを

時計回りでウォーク開始。彫刻の小径コースは整備された

林間の遊歩道沿いに多くの作品があり、じっくり観るとそれ

ぞれの彫刻は個性的で美しく、力強さを感じた。ボランティ

アセンターからは湖畔の遊歩道を歩き、いこいと花のエリア

へ。満開のソメイヨシノが迎えてくれた。鶉新田駐車場の東

屋で休憩をとり、鶉古城跡の八重桜を愛で、邑楽町多々良

沼公園の桜のトンネルをくぐりながら、浮島弁財天へ。多々

良沼公園側へ戻り、咲き誇る枝垂れ桜傍の東屋で 11：40から早めの昼食をとった。12：20孫兵衛川のほ

とりの満開の大島桜、ソメイヨシノをくぐりながらガバ沼へ。白鳥やカモの姿はなかったが、西隣の中野沼公

園はフナ釣りの人が大勢竿を出していた。おうら創造の森の脇を通り野鳥観察棟で小休憩をとった。多々

良川沿いの桜も満開、正に桜のトンネル。県立美術館経由で彫刻の小径入り口までは、花吹雪の桜もあり

十分堪能できた。松沼南駐車場までの小径には、彫刻は合計 38あったがどれも見ごたえがあった。14：

15に松沼南駐車場に無事着き解散した。 

担当 大木 豊  

 

＜報告＞ 

第 123回 4月 16日（金）塩坂峠から越床峠ハイキング 曇り 参加者 20名 

鑁阿寺の奥宮、樺崎八幡宮に 20名集まる。K さんのストレッチで体をほぐし 10時 5分前にスタート。 

北関東道の高架をくぐり、側道を歩く。行き止まりを右折、再び高架をくぐり塩坂峠登山口へ。沢山のマン

サクの木があるが今はすでに花は散り若葉に変わっていた。傍らの往時をしのぶ石柱に塩坂峠と記されて

いた。ここから少し歩くと登山口の標識を確認、九十九折の登山道となった。峠までの距離を記した道標に

導かれ塩坂峠 11 時に着き休憩。前回はここより左折し山王山へ、今回は右折して越床峠へ歩きます。鳩

の峰を登りだすと前方左側には、山ツツジの群落、薄日に照らされ紅く輝いてみえた。右にはアオダモの

白い綿毛のような花がたくさん咲いていた。鳩の峰の山頂に 11 時半に着

き休憩。山頂は石祠が置かれ、往時は大きいなお宮があったのか瓦が散

乱していた。このコースで一番の難所急坂をロープに導かれて慎重に下

る。コル（鞍部）に出て小さいアップダウンを繰り返し 12 時半見晴の良いピ

ークで昼食とした。13時スタート、マリア様が祀られた石祠を過ぎ樺崎八幡

宮へ下る分岐を左折、尾根道を歩き越床峠の旧道に出た。ここから舗装

道路を下り途中樺崎パーキングで休憩、14 時 30 分樺崎八幡宮に着き無

事解散した。 

担当幹事 内田光男 

 

 

 
多々良沼公園で 

 
多々良沼公園の枝垂れ桜 

  

 
フデリンドウ 
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〇 第 129回彦谷湯殿山山行報告 
2021／4／11（日） 晴れ 参加１６名 

足利 彦谷自治会館駐車場 

１０時スタート 

コロナ禍で足利市彦谷自治会館駐車場に現地集合、１６名が集まる。 

準備体操後、彦谷湯殿山 東登山口に向け出発。 

東口登山口 

１０時１２分 

爽やかな好天に恵まれ、山間の林道を歩いて、湯殿山東登山口へ。 

左折しハイキング道を登り始める。 

天池山手前 

１０時４３分 

アオダモの白い花があちらこちらに。やさしいフワッと咲く花に癒された。天

池山手前で水分補給の休憩、山ツツジもたくさん咲いていた。 

鉄塔下 

１１時１７分 

半木陰の登山道はやや急な階段もあったが、爽やかな陽気に助けられ快

調に登れた。急登に備えて、山桜とアオダモが綺麗な鉄塔下で休憩をとっ

た。  

彦谷湯殿山 

１１時４５分 

急峻な岩場は巻道へ回り、三角点で眺望を楽しみ、羽黒山～栗山湯殿山

～月山を経て、彦谷湯殿山へ。 多くのミツバツツジが迎えてくれた。 

下山開始 

１２時２４分 

山頂で昼食、記念撮影後、西口登山口方面へ下山開始。 

ミツバツツジの他、北斜面にはアカヤシオが綺麗に咲いていた。 

眺望の良い岩場 

１３時００分 

岩場の下りも慎重に降り、見晴らしの良いところで休憩をとる。 

眼下の足利市街地や太田金山が良く見えた。 

小高い鉄塔下 

１３時２５分 

小高い山にある鉄塔下で、最後の休憩をとる。登った湯殿三山がよく見え

た。 

彦谷自治会館 

１４時１０分 

慶路坂手前の斜面にメガソーラーが現れビックリ。 

彦谷自治会館駐車場に到着、快適な陽気に感謝し、無事解散した。 
  
担当 大木 豊 

 
〇 カラオケ愛好会例会報告 

3月の例会 

3月 2日 13:30～17:00 場所：まねきねこ大泉店 参加者：9名 天候：曇り 発表曲：23 

特記事項：本日は太田市出身の演歌歌手として、現役で歌手を続けて居られる『古都清乃』さん

が、来られるとの事とで３部屋にて待機。VIPルームに古都さん応援グループの 10名、別の小部

屋に『Fさん』と知人４名の計５名、我々の小部屋の 4名である。古都さんは現役だけあって容

姿も声も若々しくお元気で綺麗でした。VIPルームに集合した我々の要望に応えて新曲『笑顔の

花』とヒット曲『和歌山ブルース』の他にリクエスト曲を数曲歌って頂きました。その後、我々

全員を対象に『笑顔の花』の個別に歌唱指導をして頂き、さらに我々が購入した CDに個別にサイ

ンをして全員のテーブルを回る等、古都さんと会話しながら１時間以上楽しみました。その後、

我々４名は『Fさん』の５名のグループと分かれて小部屋に戻り、通常の例会である歌の披露を

続けました。４名で約 23曲を歌い予定どおり 17時に終了。 

 

 

 

 

彦谷湯殿山で記念写真                    湯殿山神社着 



- 4 - 

3月 9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：46 

特記事項：前回のほぼ 20名の集まりからまた小人数に戻りましたが、本日は久しぶりに『Ｈさ

ん』が参加してくれました。採点で、ボーナス点込みで９０点越え

を目指して頑張って居ますがなかなか思ったように行きません。

“歌い方の正確性”、“声の震え”･“はしり”等の癖、“ビブラー

ト”･“シャクリ”その他のテクニック類、など、いろいろな注意点

に意識して歌う事が出来れば“良い点数”は出ると頭では解って来

ました。しかしなかなか思った様に歌えないから、歌手になれる人

となれない人が居るのでしょうね？！「陰の声、高得点を取れなく

ても歌唱力抜群の歌手も沢山いる（笑）」。 本日も２部屋に分か

れて、皆さんじっくりと練習と披露を行い、予定時間を消化。 

 

 今月の発表曲 （代表的な曲名を記載します） 

ＹＯ  
残花      

山本譲二 

谺 

三山ひろし 

笑顔の花 

古都清乃 

戻れないんだ

よ 鳥羽一郎 

未練なんだぜ 

大川栄策 

涙とめて 

吉幾三 

TＳ 

 

長崎しのび酒 

藤原浩 

さくら路 

千葉一夫 

男酒 

鳥羽一郎 

酒しずく 

三丘翔太  

居酒屋 昭和 

八代亜紀 

雨降り酒 

松原のぶえ 

ＭＩ  
松竹梅             

水雲           

出世灘 

西方裕之   

八尾風の盆 

鏡五郎      

男富士 

鏡五郎 

戻れないんだよ 

鳥羽一郎  

北のたずね人

中澤卓也   

ＴＳ 

 

残花 

山本譲二 

言えないよ 

郷ひろみ 

南部蝉しぐれ 

福田こうへい 

和み酒 

五木ひろし 

みちのくひとり旅 

山本譲二      

男の庵 

鳥羽一郎 

MH 

 

夢酔枕 

堀内孝雄 

影法師 

堀内孝雄 

メロディー 

玉置浩二 

恋の予感 

玉置浩二 

ワインレッドの心 

玉置浩二            

北のたずね人 

中澤卓也 

ｋF  

 

笑顔の花 

古都清乃 

島唄 

川島一誠 

雪明り 

藤原浩 

アカシア挽歌 

五木ひろし 

夜来香 

テレサテン 

あの日のひま

わり 藤原浩 

今後の予定：5月 11日（火）、6月 1日、8日（火）１３：３０～17:00。まねきねこ大泉店 会費 800円 

飲食を伴うお店（スナック等）での昼カラが新型コロナの感染源と TV等で言われていますが、我々は少人

数（基本３名以下）で飲食なし３密対策、歌唱時もマスクという形で万全な対策で楽しんでいます。 

担当幹事 石関正明、奧山泰彦  

 

〇 投稿欄                                              杉山安正 

 

「陽光に 青き勢い 増す早苗」 

 冬の間、乾燥して休んでいるように見えた田も、水が引き込まれて代掻きを経れば水田となり、田植え機

によって苗が植われば、一日足らずで稲田に変る。植え付けられた早苗は、機械で扱われたからか、暫

時、その勢いを失い、苗葉が乱れている。しかし、数日もすると、苗は水田に根付き、強く、整然と並んだ早

苗の姿に変ずる。そこには、田植時の苗の姿はみじんもない。陽光を葉全体に受けて濃い緑がその青さを

増し、力強く成長した頼もしい稲の姿になっている。この時期、未だ害虫の被害もなく、日々、稲の株数を

増やして成長している姿には、何の不安も感じられない。そこは、まるで、日差しが強ければ強いほど太く、

大きく豊かに成長できると叫んでいるような、頼もしさを与えてくれる田園風景である。 

 

「窓かすめ 目にも止まらぬ 朝燕」 

ベランダから庭を見下ろしていると、猛スピードで眼前を飛びぬけていく燕に気がついた。燕が飛ぶ速さ

は、時速４０～５０ｋｍといわれるから、秒速なら１３～１４ｍである。知らぬ人には、何なのかの見当もつかな

い。しかし、燕を知っている人なら、その飛び方や後ろ姿を見て、それが燕であることがわかる。朝の情景

はただそれだけのことであったが、燕の姿を見て、新鮮な気持ちにさせさせられた。燕は、春に台湾等から

飛来して、子育てをした後、秋には、３千～４千ｋｍもの距離を飛んで南へ帰る。思うに、長距離を往復する

体力もさることながら、猛スピードで飛びつつ、空中の虫を捕らえて餌にする動体視力を備えていることに

驚かされている。 
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「男の子らの 元気 うれしき鯉のぼり」 

最近は、鯉のぼりを見る機会が殆どなくなった。そのため、小さな鯉のぼりでも、窓際に飾られているのを

見ると、そこの家で男の子が元気に育って居る姿を想像し、自分のことのように嬉しく感じ、郷愁を覚える。

環境がデジタル化されていく中では、テレビやパソコンは単なるツールであり、ゲームやスマホが生活の主

流になる。そのような環境では、鯉のぼりやお雛様の伝統を郷愁といってもそれは一瞬のことである。喜ぶ

のは、年配者ばかりかもしれない。伝統的習慣や心の豊かさが安定した経済社会の上にあるとすれば、二

極化されつつある社会において、鯉のぼり等の伝統が一般の人々の手から離れていくことも止むを得ない

のかもしれない。いずれは、これらの伝統を継いでいくのは、ＮＰＯ等の団体という時代になると危惧するの

は、考え過ぎだろうか。 

 

 

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

〇 金婚祝い 

秋山 武史（文恵）さん、久保田 勇（冨美子）さん、森村 幸雄（ヒサ江）さん、田岡 衛（維久子）さん、 

清水 訓（典子）さん、奥山 泰彦（富美子）さん、 

おめでとうございます。 

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

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 

井植 基温が 4月 8日に亡くなられました。84歳   

若松 隆二が‘２０年 10月 24日に亡くなられました。77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＞  

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）     

3月～4月まで 

奥山、松沢、阿部、城田、久保田（武）、小林（一）、小林（あ）、 

木村、久保田勇、星野、乙川（いずみオートピア）、斎藤（勝） 
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リンパの流れを良くしよう！！ 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 

「リンパ」という言葉を聞いたことはありますか？リンパの流れを良くすると、むくみの改善などの効果があ

るといわれていますが、どうしてそのような効果が出るのかちょっと気になりませんか？ 

そこで今回は、「リンパ」に関するお話です。 

 

◆リンパについて 

リンパとはリンパ液とも呼ばれ、老廃物や余分な水分を回収する働きをしています。リンパ液が流れるリン

パ管は、血管同様全身に網の目のように張り巡らされており、「体の下水管」ともいわれています。 

また、リンパ管の間にあるリンパ節は体内に進入した細菌や異物を食い止めるフィルターの役割を行って

います。リンパの流れが悪くなると、老廃物や余分な水分が皮膚の下に溜まってしまい、むくみが生じま

す。その他にも冷えやしびれ、ぴりぴりした痛みなどが症状として現れることがあります。 

◆流れが悪くなる原因 

リンパの流れが悪くなる原因には二つあります。 
① 弁がないリンパ管がある 

皮膚のすぐ下の浅いところを通るリンパ管には逆流を防ぐ弁がないため、皮膚や筋肉などを伸び縮み

させてリンパ管を動かしてあげないと流れが悪くなります。 

② リンパ節への圧迫 

リンパ節は脇の下や足の付け根、膝の裏など身体のあちらこちらにあり、ここが圧迫されるとリンパ

の流れも滞ってしまいます。 

◆リンパの流れをよくしよう！ 

では、リンパの流れを良くするにはどうしたら良いでしょうか。今回はむくみなどのトラブルが多い足への

対処をお伝えします。リンパの流れをよくするためには、足の筋肉を動かすなどして、その力を借りることが

重要です。 

◎歩く 

 一番効果的な方法です。テレビなどを見ながら椅子などにじっと座って過ごす時間が長い方は、一時間

に一回程度歩くことが最良の予防法となります。ちょっとした散歩など、少しの時間で良いので歩く時間を

作りましょう。しかし、せっかく歩いても筋肉の力が弱いと、リンパ管へのポンプ作用が弱いために十分にリ

ンパが流れません。運動やストレッチで、普段から足の筋肉を鍛えることも必要です。 

◎足先を動かす 

 椅子に座っていたり立っているときは、足踏みやつま先立ち、 

足首をグルグル回す運動を行うと効果的です。 

◎足を上げる 

 椅子の上に足を上げたり、横になったときにクッションなどで 

足を上げると、重力の力でリンパが流れやすくなります。 

◆最後に 

ご自身を振り返って、リンパの流れが悪くなっていると感じることはありませんか？リンパを流して、むくみ

などの症状を予防・改善しましょう！ 
 


