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お ー ろ ら 通 信 （２８０） 2021年 7月号        

 
 
 
今月の記事 変異株・山行・カラオケ・ボウリング・コメント 

投稿・お知らせ 
 

※新型コロナの変異株（デルタ株）の感染拡大が 
心配されます。引き続き感染予防に努めましょう。 

  
◎ 変異株が出現した今、求められる行動様式に対する一考察 

 東京オリンピックも始まり、会員の皆様は日々お元気でお過ごしのことと思います。 

殆どの皆様は新型コロナウイルス用ワクチン接種を既に 2 回終了し、早く新型コロナ前の生活に戻りたいと

希望しておられると推察します。しかし、東京には新型コロナウイルス感染に対する第 4 回緊急事態が宣

言され、埼玉県等にはまん延防止措置が発令中です。今後私たちはどう生活すれば良いのか推察してみ

ました。皆様の今後の行動の一助になれば幸いです。 

現在の新型コロナウイルスは変異株が主流になっておりイギリス型（アルファ株）からインド型（デルタ株）

に移行してきております。ワクチンはアルファ株には９５％程度有効とされてきましたが、デルタ株に対して

は６０～９０％と諸説ありまだ確定しておりません。私たちは６０％程度の有効性と覚悟して行動する必要あ

ると思っています。感染力が強いことから重症化リスクも高くなっていると報告されており、ワクチン接種を 2

回終了しているとしても油断できません。油断するとブレークスルーして感染してしまう恐れがあります。当

初は三密（密閉、密集、密接）が重なると集団感染のリスクが高くなるとされてきましたが、変異株によって

一密だけでも集団感染のリスクが高くなっていると指摘されています。また、不適切なマスクの着用が感染

の大きな要因とされる事例も多々報告されています。 

感染者の主流は高齢者から若者（50 代以下＝子供、孫世代）になってきており、無症状でウイルスを撒

き散らしているケースも多いと推察されます。アルファ株に比べてデルタ株の感染力は 1.5～2 倍程度とさ

れており、家族との会話・食事も安心できない状態です。それでは私たちはどのように行動すれば良いの

でしょうか？ 

基本は新型コロナウイルスが収束まではワクチン接種前と同じ生活様式を継続することです。 

具体的な例を次に示します。 

１）マスクを鼻にフィットさせてしっかりした着用を徹底すること。その際には、適切な方法で着用した上で、

感染リスクが高い場面（屋内等）では不織布マスクを着用し、三密のいずれも避けること。   

２）マスクをしっかり着用していても、室内で会話する時間は可能な限り短くして大声を出さないこと。 

３）新型ウイルス感染は接触感染よりはエアロゾル感染をより注意しなければならないので、換気には今ま

で以上に留意すること。 

４）出来る限りテレワークを多くすること。Line電話も活用すること（無料です）。 

５）体調不良の時は会議、イベント等の約束があっても、キャンセルする勇気を持つこと。 

６）既に 2回のワクチン接種を終了していると思いますが、国民の多くがワクチン接種を終え、どの県でも 

緊急事態宣言及びまん延防止措置の発令が無くなるまで、正しくマスクの着用を継続すること。 

７）６）と同様の状態で、どの県でも緊急事態宣言及びまん延防止措置の発令が無くなるまで、大人数での 

飲み会は控えること。一つの目安としては当面家族以外及び 4人以上での飲み会は控えたい。 
 

最後になりましたが、自宅に閉じこもっている時間が長くなっていると思いますが、体力維持、ストレス発

散も重要です。三密フリーな公園の散歩等屋外の運動で健康を維持して下さい。新型コロナウイルスがい

なくなり元気で再会できることを楽しみにしています。 

                       参考文献―新型コロナウイルス感染症対策分科会の提案― 

記事 奥山泰彦会長 
 

○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告 
＜連絡＞ 

8月度の例会は中止いたします。9月度の例会は実施予定です。 

担当幹事 内田光男 

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 

 
洋友会 



- 2 - 

○ カラオケ愛好会例会報告 
6月の例会 

 6月 8日 13:30～17:00、場所：まねきねこ大泉店、参加

者：3名、天候：晴れ、発表曲：27 

特記事項：我々カラオケ愛好会の活動は新型コロナの感染

者動向等の動きに微妙に左右される。新型コロナウイルス

の対応で、群馬、石川、熊本の 3県に適用中の「まん延防

止等重点措置」が適用されていたが、当月（6月）の 13日

に解除されることが正式に決まった。3県とも飲食店への

酒類提供の自粛要請は解除するが、営業時間の短縮要請は多くの地域で維持される様である。この

様な群馬県における新たな感染確認数の減少傾向と、当会参加者のワクチンの摂取状況を鑑みて、

自粛してきた当会の活動を、感染予防策は従来通り実施して、再開しました。しかし、本日は常連

の 2人の“Ｓさん”の都合が悪く、参加者は 3名で寂しく定時に開催した。参加者 3名であるが、

2部屋に分かれて 27曲を歌い継いだ。筆者の 18号室では以前にも書いたが“第一興商”「精密採

点 LIVE_DAM_AI」を搭載する機種で 90点越えを目指し意見交換・アドバイスを行っている。DAMは

各項目で獲得した点数（得点又はポイント）を総合して得点を算出します。一方 JOYSOUNDでは各

項目に満点が定められているそうで、練習時の目安になります。その 5つの採点項目は①音程：40

点、②安定感：30点、③抑揚：15点、④ロングトーン：10点、⑤テクニック：5点で『テクニッ

ク』とは、こぶし、しゃくり、ビブラートとの事です。ＤＡＭと JOYSOUNDでは基準が違うようで

すが、練習・歌い方の参考にはなります。写真のＤＡＭの採点画面に多くの評価情報が表示されて

います、さすが AI採点です。最近の傾向として、新曲よりも得点に関心が移って居る様に感じら

れます。この様な状態で本日は定時より 30分早めに終了となり発表曲も 27曲と大変少なかった。  

 今月の発表曲   

ＹＯ 
残花      

山本譲二 

男富士 

鏡五郎 

谺（こだま） 

三山ひろし 

九頭竜川 

五木ひろし 

未練なんだぜ 

大川栄策 

男護り船  

鳥羽一郎 

涙とめて 

吉幾三 

ＭＩ 
出世灘 

西方裕之          

八尾風の盆

鏡五郎 

悲しみのアド

レスまつざき       

面影しぐれ 

大川栄策  

東京狼 

小田純平 

さくら路  

千葉一夫 

約束   

中澤卓也   

ＫＦ 
男ごころ   

鏡五郎 

酒ごよみ 

青戸健 

雪明かり 

藤原浩 

なかせ船  

岩出和也 

テレサテン 

夜来香 

テレサテン 

北国の春  

古都清乃 

笑顔の花 

今後の予定：8月 3、31日 9月 7，14日（火）13:30～ 於）まねきねこ大泉店 会費 800円 

8月参加者にはコーラス用（カラオケ用）ラクマスクを進呈しますので是非参加ください。 

このマスクは顎の部分がゆったりと出来ていて歌いやすくなっている専用マスクです。 

担当幹事 石関正明、奥山泰彦 

 

〇 ボウリング大会中止の件 

 本年度８月、９月の２回実施予定をしておりましたボウリング大会は、新型コロナ感染の先行きに不安があ

るため洋友会としての「大会」は中止といたします。 

コロナ禍が収束するまでは、充分な対策をした上、個人または小グループでのプレーをお楽しみ下さい。 

担当幹事 栗原小百合 松沢千代子 岸  雄 二 菅沼俊夫 

 

〇 会員近況報告＜総会返信ハガキコメント欄＞  
この欄は皆様の近況をお知らせするものです。皆様の近況報告等をお寄せ下さるようお願いします。 
⚫ コロナで大変な時に洋友会活動誠にご苦労様です。超高齢（85歳）になり外出が思うように行かなくなりました。                                                

                                                   元会長 野沢七郎様 

⚫ 4月 1日にワクチン接種券が届きました。総会日程とダブった場合は委任します。       星野勲様 

⚫ 元気で暮らしています。                                          山崎邦明様 

⚫ 役員様洋友会運営ご苦労様です。体調不安定のため申し訳ありませんが欠席させていただきます。 

雨宮雄二様                                                                        

⚫ 体調が良くないので欠席いたします。役員の皆様コロナ禍の中、ほんとうにごくろうさまです。 有居千代乃様 

⚫ 病気で入院していたため、返信遅くなり申し訳ありません。                    石井貞夫様 

⚫ 元気です。先日熊谷ラグビー場に行き、応援してきました。                    野口三男様 

⚫ コロナワクチン未接種の可能性大ですので、欠席になります。                  大谷茂夫様 

 
DAM採点画面 
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⚫ ワクチン接種の予定日が総会開催日以降となり、欠席させて頂きます。             久保明様 

⚫ 6ケ月前からＣＴ検査予約日となり、重なるため欠席とさせていただきます。         渋川義則様 

⚫ いつもお世話になっております。感染防止対策十分ご留意下さい。              佐々木篤様 

⚫ 毎度お世話様になっております。コロナ禍の折洋友会皆様ご自愛をお願いします。   馬屋原賢二様 

 

〇 投稿欄                                              杉山安正 

黒雲を覗き見してる雨蛙 

葉の上に両手をついて、上目遣いにじっと止まっている雨蛙。何をしているのかわからないが、葉陰に身を

隠している風情ではない。たまたま目の前に飛んできた虫を、即座に舌を伸ばして口の中に入れ、後は何

食わぬ顔をして、また、葉蔭から、じっと、外を見ている。それとも、雲の動きを見ながら、雨を予期して空を

見ているのだろうか。技術が発達して、蛙の内心を測定することができる機器が生まれれば、雨蛙の生態

や心がわかるのかもしれないが、俳句文学とは相いれない。俳句は、自然や生活の中で気づいた一コマを

切り取って、17文字の表現としてまとめた定型の文学と言われているからである。更に、俳句の解釈も、読

者の経験に照らし合わせながら、読者なりに、印象を膨らませて楽しむことができれば十分であると言われ

ているからである。 
 

 折紙の鶴も飛び入り星祭り 

七夕といえば、様々な願いごとを書いた短冊を笹や竹に飾り付け、天の川の二つの星に供える古

くからの祭事である。この七夕飾り、江戸時代には、短冊のほかに吹き流しやひょうたん、大福

帳や千両箱等の作り物も飾り付けるなど、それぞれの家で趣向をこらして作ったものが飾り付け

られていたと言われている。また、延命長寿の願いをかけて、折鶴を飾り付けていたとの伝えも

ある。仙台の七夕では、多くの七夕飾りの中に、折鶴だけを飾り付けた竹もある。とはいえ、最

近の多くの七夕飾りは、短冊だけが飾り付けられていて、その中に折鶴が混じる時、飛び入りし

てきた飾り物の印象が強くなる。種々の伝統的な背景を思えば、七夕飾りに折鶴が混じる姿は、

伝統の復古的な発展の一段階にあるのかもしれない。 
 

 草笛を吹く人のあり鄙の宿 

音楽には、気分を高揚させたるだけでなく、心を癒したり、悲しみを慰めるような働きもあると

言われる。一方で音は、その強弱、リズム、音程や、音源となる楽器等の音色の違いによって、

言語を超えた意思伝達の手段の機能も有している。人里離れた山野を散策している中で、心にゆ

とりが生まれたとき、人は、手近にある草の葉や茎を使って、音色を奏でたいという気持ちにな

るのだろうか。車や人が行きかう都会の喧騒から隔絶された雰囲気の鄙びた宿に聞こえてくる草

笛の音、その音色を聞く人には、心を休ませ、懐かしさに浸り、人を慕う気持ちが増してくるの

だろうか。 

 

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

〇 金婚祝いの申請について（再チェック） 
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 新会員 
平田五月さん （太田在住）                             宜しくお願いいたします 

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

＊ 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 弔電 2通（三洋電機社長名、洋友会群馬地区会長名） 

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。 
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○ 「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）    6月～7月まで 

奥山、松沢、臼倉、中田、斎藤（正）、堀口（オートピア）、小林（一）、前田、木村、飯野、阿部（忠）、 

久保田（武）、斉藤（勝） 
 

出来ていますか？熱中症対策 
＜本部提供 健康ニュース＞ 

 

そろそろ熱中症が心配になる季節ですが、対策は考えられていますか？ 今回は『熱中症』に関するお話です。 
 

◆熱中症について 

熱中症は、体内の水分や塩分のバランスが乱れたり、体温の調整や循環機能などがうまく働かないことで引き起こ

されます。発症は６月～９月に多く、梅雨明け前後の７月～８月は特に注意が必要です。 

日本救急医学会から出されたガイドラインによると熱中症は、重症度に応じて次の三段階に分類されています。 

○Ⅰ度…めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、筋肉痛、筋肉の硬直（こむら返り）など 

 →通常は現場での応急処置と見守りで対応が可能。冷所にて安静、体表の冷却、経口的に水分と塩分を補給 

する。 

○Ⅱ度…頭痛、嘔吐、けんたい感、虚脱感、集中力や判断力の低下など 

 →医療機関を受診する（診察が必要）。体温管理、安静、十分な水分と塩分の補給をする（経口摂取が困難 

な場合には医療機関にて点滴） 

○Ⅲ度…意識障害、けいれん発作、身体を思うように動かせないなど（運動障害） 

 →医療機関に速やかに搬送する（入院加療が必要）。 

熱中症は屋外だけでなく、屋内でも起こる可能性があります。熱中症になり易い人は、男性、糖尿病や高血圧な

どの持病がある人、高齢者、子どもといわれています。熱中症で死亡する場合もあり、熱中症を侮ってはいけません。 

◆熱中症、どう防ぐ？ 

 では、熱中症を防ぐにはどうしたら良いでしょうか？ 以下を参考にしてみて下さい。 

 ・冷房や扇風機などを我慢せずに使用する。 

 ・風通しを良くしたり、日差しを遮る工夫をする。 

 ・水分と適量の塩分の摂取をこまめに行う。水分と塩分を同時に補える商品として、経口補水液（薬局などで 

購入可）がある。スポーツドリンクでも問題はないが、スポーツドリンクは塩分よりも糖分が多いことに留 

意する。 

 ・通気性の良い服装を身につけ、屋外にいる時には帽子あるいは通気性の良いヘルメットを着用する。 

 ・屋外にいる時には、屋内や涼しい場所での休憩を適度にとる。 

 ・食事は３食摂取し、睡眠時間を確保した規則正しい生活を送る。 

 ・日頃から天気予報などで気温や湿度、気象情報を確認する。 

 ・体調不良の日は特に無理をしない。 

 ・少なくとも年に１回は定期健康診断を受け、健康管理を行う。持病がある場合は、定期的な通院や服薬を徹 

底する。 

◆熱中症になってしまったら 

熱中症になった場合の応急処置としては、以下の対応などが挙げられています。 

・涼しい、直射日光を避けることができる場所に移動する。 

・水分を飲ませる。 

・衣服をゆるめ、楽な姿勢をとらせる。 

・身体を冷やす（例---冷やしたタオルや氷などを首・脇の下・足のつけ根に当てる、衣服に水をかける、風を 

 当てる、など） 

熱中症の症状の中でも特に意識障害の程度や体温、発汗の程度などは短時間で大きく変化することもあります。

症状が軽いからと安易に思わず、早めに医師の手当てなど受けるようにしましょう。 

以 上 


