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お ー ろ ら 通 信 （２７９） 2021年 6月号        

 
 
 
今月の記事 総会報告・洋友・カラオケ・山行・お知らせ 
 

※新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着き「まん延防止」 
等が解除されましたが、引き続き感染予防に努めましょう。 

  
〇 第 32回洋友会群馬地区総会 

6月 15日（火）10時 30分より大泉町文化むら

大ホールにおいて、会員 101名の出席及び 177

名の委任状により、第 32回定時総会が開催され

ました。例年ご来賓としてお招きしている会社代

表・労働組合代表からは、今回社会通念に従い出席を見送

られ、代わりにﾒｯｾｰｼﾞをお寄せ頂きました。当日はご出席頂

きました会員の皆様に心より御礼申し上げます。また総会後

の講演会や懇親会での旧交を温める機会を楽しみにしてい

た方も多くいらっしゃると思いますが、昨年の総会は中止を

余儀なくされ、本年もようやく厳重な感染防止策を施した中

で開催されるという異常事態の中での参加を頂きありがとうございました。来年こそは総会を通じて懐かし

い方々とお会いし、マスク越しではなく思い出話に花を咲かせられるよう、多くの会員の皆様にご出席頂け

れば幸いです。 

議案はご出席の皆様のご協力により原案通り承認され終了。全員での集合写真撮影後は登利平弁当・

ハラダのラスク・飲み物という豪華なお土産を手に解散しました。 

（詳細は配布の総会資料を参考にして下さい） 

総会概要：開会に先立ち、ご逝去された物故会員 8名（2021年 5月まで）の御霊に黙祷。 

（司会：塚原 仁 幹事） 

●奥山会長挨拶及び議案書説明： 

コロナが収まらない中、多くの方にお集まり頂きありがとうございます。本年は懇親会を含めた総会開催

を目指しましたが、総会のみとなり、またご来賓のご臨席も叶わずまことに申し訳ありませんでした。現在、

一番重要な事はコロナに感染しないことであり、そのためにはワクチン接種が鍵となります。皆様もワクチン

接種を早期に終了させて安全安心な生活を送って頂き、来年こそは懇親会を含めた盛大な総会を開催し

たいと思います。（ワクチンの効果を数値データで示しながら説明） 

●来賓ﾒｯｾｰｼﾞ：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社 群馬総務・施設課 課長 森 真晴 様 

皆様のご支援でﾗｸﾞﾋﾞｰのﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾜｲﾙﾄﾞﾅｲﾂが 5年ぶりの優勝を果たすことができました。8月からは

熊谷市に本拠地を移転し連覇に向け準備を進めます。大泉地区の事業状況は滋賀から移管された自販

機事業の撤退、PHC社ﾒﾃﾞｨｺﾑ部門の転出などがあり、事業所内就業人員は約 4千名となっており、現在ｺ

ｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ事業が苦戦、空調事業は受注好調となっております。ﾊﾟﾅｿﾆｯｸは 2022年 4月から持ち株会社

制へ移行いたします。これは「ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ」の傘下に複数の事業会社を設立し各事業の責任と

権限を明確にして競争力強化を図るものです。OBの皆様が築いてきた事業がこの地で継続・発展できるよ

う頑張ります。今後の洋友会群馬地区の発展と会員の方々のご健勝を祈っております。 

●来賓ﾒｯｾｰｼﾞ：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ･ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ労働組合 群馬地区支部 執行委員長 関根 悟 様 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟは来年 4月のﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ化に向けて新たな組織体制の構築を進めています。

組合では三洋電機の DNAを大切にしながら「事業の専鋭化」「個人の専鋭化」の促進を図り事業の発展

に寄与して行きます。業務用空調とｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝの製造を担うﾊﾟﾅｿﾆｯｸ AP空調・冷設機器㈱、ﾍﾙｽｹｱ事

業を担う PHC社、半導体のｵﾝｾﾐ・ｺﾝﾀﾞｸﾀｰ社の各労働組合と「大泉地区連合会」を発足させ、更に連合群

馬、電機連合群馬地協とも連携し活動しています。組織内議員として、久保田たかし氏は太田市議会議

長として活躍しており、佐藤ひさし氏は大泉町議として２期目の当選をさせて頂き今後ともご支援、ご指導

をお願いいたします。洋友会皆様のご健康とご活躍を祈念申し上げます。 

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/ 
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第 32回群馬地区総会 

 
洋友会 

QR コード コメントの追加 [奥山1]: 及び 177名の委任状 

コメントの追加 [奥山2]: 登利平弁当 ですよね 

コメントの追加 [奥山3]: 適当なところに集合写真を入れ

るように工夫して下さい。 

最悪、何らかの記事を削除止む無し。 

ボランティア活動の一部又は俳句の一つ 
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●議事進行：議長に元幹事の野口三男氏を選出。2020年度実施事業、会員の状況、決算状況、監査に

ついて各責任者から説明があり、一括承認されました。続いて、2021年度事業計画（案）、予算（案）の説

明があり原案通り承認されました。（「第 32回定時総会次第」参照） 

●長寿祝い：対象者 22名ですが、出席の米寿 2名、喜寿 6名の方に直接お祝い金をお渡しし、記念写

真を撮影しました。欠席者には祝い金を後日お渡しいたします。 

＊(株)パナソニックホームズ様、パナソニック保険サービス(株)様からも総会のお手伝いとお土産品のご協

力がありました。 

担当幹事 岸 雄二 

 

〇 会報誌「洋友」令和 3 年秋号及び令和 4 年新春号投稿（お願い） 

コロナ禍第４波により全国各地に緊急事態宣言・蔓延防止等重点措置が発出されております。

その中にあって、会報誌「洋友」の発行に当たっては皆様方のご協力によって、休刊することな

く制作できていることに感謝申し上げます。 

会報誌「洋友」秋号並びに新春号は、下記の企画にて編集いたしたく存じます。 

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。 

「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 

郷土の秋を感じる食べ物等 

 ②コロナ禍での自粛生活の工夫 

③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 

 ※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 

                                                                

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  

③健康管理情報 

④俳諧・川柳、ナンプレ、 

⑤地区の活動記録 

⑥会員動向 

※秋号の原稿の投稿締め切りは 8 月 17日です。 

「新春号」 

 １．表紙     「新春にふさわしい華やかな絵柄」 

  初参り、10 日恵比寿、新春行事等 

                       

 ２．特集ページ    

①「各地の年末・年始の風物誌」 

  各地で実施の地域振興行事、伝統行事等 

 ※1000 字程度の原稿と現在のカラー顔写真 

    ②「寅年・年男の抱負」 

    ※200 字以内、全地区 1～2 名の応募 

  

 ３．洋友会だより  

①我が地区の今年の洋友会活動  

明るい・ときめきの活動企画、 

WEB 活用の紹介   

 ②洋友会活動へ参加会員を増やす企画の紹介 

                                                      

  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  

③健康管理情報 

④俳諧・川柳、ナンプレ、 

⑤地区の活動記録 

⑥会員動向 

※新春号の原稿の投稿締め切りは 11月 9日です。 

〇 カラオケ愛好会新年度計画他 
 カラオケ愛好会の新年度計画等についてお知らせします。 

 コロナ感染防止策のため総会は開催せず、会員に議案書をメールにて送付した結果、異議無く可決さ

れました。 改めて役員名開催日等を掲載致します。カラオケに興味のある方は気軽に顔を出してください。 

 役員名 （敬称略） 

会長：奥山泰彦 

 幹事：石関正明、菅沼俊夫、田名網隆弘 

   顧問：福田勝弘 

   サポーター：斎藤正子、久保田勇、久保田武房、栗原小百合、小林一夫、小林千代子 

コメントの追加 [奥山4]: ㈱パナソニックホームズ様、パナ

ソニック保険サービス㈱様 正式名称にすべきと思います。 

コメントの追加 [奥山5]: 異議 に変更して下さい 

コメントの追加 [奥山6]: 役員⇒役員名、 に変更して下

さい 

コメントの追加 [奥山7]:  “敬称略“を追加すべきかな 
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  開催場所：まねきねこ大泉店      

  開催予定日（以降）：全て火曜日（太字は第 5火曜日） 13：30～17：00   会費：800円 

7月 6日、13日、8月 3 日、31日、9月 7日、14日、10月 5日、12日、11月 2日、９日 

12月 7日、14日、1月 11日、2月 1日 8日、3 月 1日 8日、4月 5日 12日  

開催に当たってコロナ感染防止対策として 3 密対策、手指消毒、換気、歌唱時もマスク着用を今後とも継

続致します。暑気払い、忘年会については新型コロナ感染状況とワクチン接種状況を総合的に勘案して

実施する場合は別途連絡します。 

担当幹事 奥山泰彦 

〇 山遊会山行「栗駒山」ハイキング 
栗駒国定公園の主峰である栗駒山（くりこまやま）は、標高１，６２６m、東北地方の中央に位置し、宮城・

岩手・秋田の三県にまたがり、円錐状の裾野をもつコニーデ型の火山で、奥羽山脈の女王とも呼ばれてい

ます。「花の百名山」として知られ、ニッコウキスゲなどが咲き誇り小さな尾瀬ケ原とも呼ばれる世界谷地原

生花園などの高層湿原は、多様な高山植物が咲き誇る雲上の楽園です。栗駒山の紅葉の美しさは日本

一と言われ、日本屈指の絶景を誇ります。そんな魅力的な栗駒山を今回 1泊 2日の山行を計画いたしま

した。皆様の参加をお待ちしています。 

日時：202１/8/21・２２(土・日) 

集合場所：パナソニック No８駐車場（大泉町役場北側） 午前５時 

募集人員：24名 

宿泊・温泉：くりこま荘  

会費：18,000円  

申込み：0000-00-000or 0000000@000.000000.00.00 内田まで 

（期限：7月 10日(木) 24名満員になり次第締め切ります） 

※手袋・雨具・防寒具等は必ず持参してください。 

車コース 行き 

1日目 大泉 5:00⇒＜400㎞＞若柳金成 IC11:00⇒湿原口 13:00 

ハイキングコース 

1日目 世界谷地ハイク 湿原口 13：00→世界谷地湿原２H→湿原口 15：00⇒くりこま荘 16：00着 

2日目 くりこま荘発７：30⇒イワカガミ平登山口発 8：30→＜東栗駒コース 3ｋｍ120分＞→山頂→ 

＜中央コース 4㎞ 70分＞→イワカガミ平登山口着 13：00 

車コース 帰路  

くりこま荘（入浴）13：30～14：30⇒若柳金成 IC15：30⇒太田桐生 IC⇒大泉着予定 20：30 

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 128回 7/2(金) 

行き先：岩舟町 馬不入山コース 

集合場所：岩船総合運動公園駐車場（遊
ゆ

楽々館
ら ら か ん

） 

集合時間：AM10：00 

 

第 129回 7/１６(金) 

行き先：桐生市 吾妻山 

集合場所：吾妻公園駐車場 

集合時間：AM10：00  

＜報告＞ 

第 127回 6月 18日（金）金山 晴れ 16名参加 

梅雨入り後初の晴れ間、久しぶりの山行となった。呑竜様境内

に 16 名集まる。S さんのストレッチで体をほぐし 9 時 55 分スタ

ート。今日は受楽寺から東山コース、西山コースと歩き新田神

社へのコース。 

受楽寺で萩の花を写真に収め、親水公園ではギター弾き語

りを聞き、東屋では幼稚園児と一緒に休憩。新田神社に参拝

後休憩所で昼食。帰路はガイダンスにより立ち寄り「金山の石

造物」展をみて、13時 30分呑竜様境内に戻り無事解散した。 

 

 

 
栗駒山山頂（HP より） 

 
御城橋側で 

コメントの追加 [奥山8]: 太字は第 5火曜日 を追加して

下さい 
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〇 第 130回山行「破風山」ハイキング山行報告 
6月６日 曇り時々雨 ７名参加 

コロナ感染拡大防止対策として計画を変更、現地集合で

埼玉県皆野町の皆野アルプスの破風山ハイキングに変更し

実施しました。 

満願の湯に隣接するふれあい広場駐車場に７名集まる。

太田で新型コロナワクチン接種日と重なり少ない参加人数と

なった。各自ストレッチを実施し 10時丁度にスタート。 

老人ホーム前の道を歩き温泉スタンドへ。風戸登山口の

道標より登山道に入る。「風戸部落へのショートカットになっ

ているのか」？トタン板で泥止めがされていた。途中 1輪の

ホタルブクロが目をなごましてくれた。舗装道路に出て少し歩く風戸の鏡肌が現れた。岩盤が断層となり岩

と岩がこすれ鏡の様な岩肌となったとの事。登山口の東屋で休憩 10時 30分。湿度が高く、汗がしたたり

落ちる。 

登山口で各自カウンターを押し登山開始。沢筋の大きな岩に白いユキノシタが群落を作り咲いていた。

稜線に出て尾根筋を登り階段を登ると右前方に大きな岩が現れた。道標に猿岩と書かれていた。岩頭がど

ことなく猿の顔に似ているが、全容は木々の葉が邪魔をしてよく分からず。モミジ平を過ぎると前方に東屋

が見えた。11時 20分東屋で休憩。山頂まで後 5分ほど。 

両脇にアセビの茂る尾根を進むと 11時 35分破風山山頂に出た。山頂には石祠が祀られ、遠く雲取山や

三峰山が雲を被りながらも確認できた。眼下には田植えを終えた水面が白く輝いていた。山頂より急坂を

下り終えると秩父札所 34 ｹ所巡りの道、札立峠に着いた。ここより左は 33番札所菊水寺へ、右は最後の

札所水潜寺への分岐となっていた。 

ここから如金峰コースとなりヤセ尾根でクサリ場があり変化に富んでいた。大前山を登り、下りはクサリ場と

なっていた。慎重に一人ひとりクサリを持ち下る。最後の登り天狗山の急登を登り山頂に出た。山頂は狭い

が大きな石祠（天狗様）が祀られていた。12時 45分遅い昼食をとった。13時 10分来た道を戻り大前山近

道を下った。近道は傾斜ゆるく歩き易くだいぶ時間を短縮できた。大前部落で林道に出たが、再び道標に

案内され登山道を下る。華厳の滝登山口は橋を渡った先、橋の手前に昭和初期まで稼働していた石灰焼

き窯跡の建屋が残されていた。登山口の橋を渡り 13時 40分バス停に到着バスの時間を確認。14時 01

分皆野役場行きがあつた。20分の行動時間、急いで秩父華厳の滝を見学、写真を撮り無事バスに乗るこ

とが出来た。「歩けば 1時間ほどかかる。ラッキーだった」。風戸バス停に 15分ほどで着き、ふれあい広場

に戻り無事解散した。 

担当幹事 内田光男 

 

〇 投稿欄                                              杉山安正 

「田植え済み 水面に夕陽照り映える」 

最近の田植えは、機械で苗を植えるので、一気に田植えが終る。もちろん、このためには、代田作りや苗の

育成等の諸準備が計画通りに終了していての田植えの完了である。農機具の発達と共に、農作業も工場

の様相を濃くしていると印象付けられる。農業機械の稼働効率から見れば、一定区画の田植えを一気に終

了させる方が効率的なので、空を水面に映していた広い区画が突然に稲田に生まれ変わることとなる。田

植えを終えて夕陽に染まる稲田を眺めるとき、夕陽が、田植えを終わるまでの一連の仕事をねぎらい、秋

の豊作と収穫を無事にで迎えられるように願うというエールを呉れているような感慨にもいざなわれる。 

 

「石と化し 日浴ぶ岩場の縞蜥蜴」 

最近は、蜥蜴（トカゲ）ばかりでなく、カタツムリやカマキリ等、身近にいた小動物の姿を見る機会が少なくな

った感じがある。蝶やトンボさえ、数が減った気がする。そのような環境のもと、偶然、日当たりの良い庭の

階段に蜥蜴の姿を見かけた。階段の壁面に張り付くようにして日を浴びている。蜥蜴自身は階段の壁の一

部になりきっているのか、手を近づけても微動だにしない。庭の階段であるから、外敵に襲われることが少

ないと知っているのだろうか。これは、蜥蜴の習性であり、岩場でも同じようにして日を浴びていると思われ

る。動かないと思って、更に、指を使づけると、突然に蜥蜴が消えた。あとには、飛び跳ねる尻尾だけが残

っていた。 

 
破風山山頂で 
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「映え色も粒揃いなり サクランボ」 

店頭にサクランボが販売され始めると、サクランボ狩のことを思い出す。自分で選び採ったサクランボを、時

間を限って食べる趣向である。各人が、自由に実を取るため、美味しい実は、人手の届きにくい高い枝に

残るということになる。食べ放題を楽しんだ後、隣の土産屋へ行くと、売場の後ろで、サクランボを箱詰めし

ている作業に出くわした。化粧箱に並べた全体が、粒の大きさや形、色あい、艶等においてが均一に見え

るように一粒ずつサクランボを選別して箱に詰めている。見栄えも味の中というが、多様な色、形をもって収

穫されたサクランボの中から、見栄えが統一されるように選んで化粧箱に並べてるコスト、それも味の中に

なるのかと、輸入サクランボの山の値札を思いながら、考えさせられた。と云いつつ、我家の食卓では、化

粧箱入りのサクランボに食指が動く自分がいることに気づかされる。 

 

 

 

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

〇 第 32回定時総会の写真配布 

新型コロナ下の定時総会を無事に終え、記念に全員の集合写真を撮りました。配布は２L（キャビネサイ

ズ）は参加者全員に後日配布いたしますが、A4サイズの写真を希望される方はメール or電話にて 7月

14日までに洋友会事務所に連絡をお願いいたします。 

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

〇 訃報 

新井義夫さんが 5月 17日に亡くなられました。77歳 

田中俊明さんが 6月 11日に亡くなられました。81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 

 

訃報発生時遺族の方から告別式の前に連絡を頂けると下記が対応されます。 

供花 2基（三洋電機社長名、洋友会群馬地区会長名） 

弔電２通 （同上                       ） 

香典 1万円（洋友会群馬地区名） 

※手配の関係で極力早めに連絡をお願いいたします。 

 

○ 「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）    5月～６月まで 

奥山、白石、城田、栗原（小）、松沢、前田、堀口（オートピア）、久保田（武）、小林（一）、関根(俊)、 

阿部（忠） 

コメントの追加 [奥山9]: 7月 14 日までと入れた方が良い

かな？ 
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水の違いで効果が変わる？ 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

私たちの生活に欠かせない水。最近では色々な種類の水が販売されていますよね。夏にかけて水を摂

る機会も多くなってくるかと思います。そこで、今回は、『軟水・硬水』に関するお話です。 

 

◆どう違うの？ 

軟水と硬水の違いは「硬度」にあります。硬度とは、水に含まれるミネラル（カルシウム、マグネシウム）

の量の多さを示したもので、この 2 つのミネラル量が軟水と硬水を分類しています。ちなみに、WHO（世

界保健機関）での基準は以下の通りとなっています。 

軟水・・・硬度 120mg（ミネラル含有量）／ℓ 未満 

硬水・・・硬度 120mg／ℓ 以上 

＜軟水の特徴＞ 

・口当たりが柔らかく、さっぱりしている 

・お茶（緑茶、紅茶、コーヒー）の色や風味が出やすい 

・料理のうまみ成分を引き出しやすい 

・石鹸や洗剤が泡立ちやすい   など 

 

＜硬水の特徴＞ 

・しっかりした飲みごたえがある 

・肉を煮る時などアクが出やすい 

・石鹸や洗剤が泡立ちにくい 

・体内の老廃物の排出が促進される など 

 

◆軟水・硬水の効果 

  それぞれの水に含まれるミネラルの含有量、

特性の違いから、次のような効果が期待できます。 

軟水・・・ドライアイの改善、肌の水分保持、体内への素早い水分補給  など 

硬水・・・血糖値・中性脂肪の抑制、便秘改善、スポーツ後のミネラル補給  など 

 

◆いつ、どれくらい摂れば良い？ 

  身体が一度に吸収する水分量は 200ml 程度と言われています。飲むときは一度にがぶ飲みするので

はなく、「少しずつ、こまめに」を心掛けましょう。特に睡眠中は汗でかなりの水分を喪失するため就寝前

や起床時の水分補給をしっかり行いましょう。運動後や入浴後も水分が不足しがちになるため意識して

摂りましょう。 

 

 ◆最後に 

日本の水はほとんどが軟水です。水の硬度は、その人の体質によって会う、合わないがありますので、

初めて硬度の高い水を飲むときは徐々に飲む量を増やし、体調を確認しながら摂るように心掛けましょう。 

 

以上 

 

 

 
軟水・硬水と地形の関わり 


