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お ー ろ ら 通 信 （２８４） 2021年 11月号        

 
 
 
今月の記事・見学・山行・ゴルフ・カラオケ・お知らせ・ 

会員便り・近況報告 
 

※新型コロナの変異株（デルタ株）の感染が収束方向です 
が、引き続き感染予防に努めましょう。 

  

〇 ワイルドナイツの新活動拠点見学会 
 新型コロナ感染の第 5波が一段落し経済活動が少しずつ再開されています。 

このような状況下で『ホテル＆クリニックを併設した“170 億円新天地”ワイルドナイツの

クラブハウス他』を見学して来ましたので報告します。 

 

 ワイルドナイツはトップリーグの最終ステージを目出度く優勝で終えることが出来ました。2022 年 1 月 7

日からは新リーグジャパン・ラグビー・リーグワンが開幕します。このリーグでも初代王者を目指しています。 

その為の活動拠点が熊谷スポーツ文化公園の熊谷ラグビー場に隣接して建設された埼玉パナソニックワ

イルドナイツ（公式名称）のクラブハウスと練習用専用グラウンドです。既に開幕に向けて練習が開始され

ています。この施設には埼玉県が 170 億円の投資をしており、ワイルドナイツはクラブハウス等の賃料を埼

玉県の協会に支払うことになりますが、併設して建設されたホテル等に参入した企業がワイルドナイツのス

ポンサーになってくれる方向で、その結果賃料とスポンサー料が相殺される見込みとのことです。リーグワ

ンではホストスタジアムが活動拠点になり、必須の施設ですが多くのチームではこのホストスタジアムの確

保に苦労しています。ワイルドナイツのホストスタジアムは各チームのモデルケースになっています。見学

会は 10 月 27 日 14 時から約 1 時間でした。ワイルドナイツの広報担当の酒井教全さんに解説・説明をし

て頂きました。参加者はワイルドナイツファンの皆様方 26 名でした。都合がつかず参加できなかった方も

沢山います。またの機会に見学されることを期待します。 
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見学のメインになったクラブハウスの入り口の前に覇者像が天を突いて迎えます。そして入り口では雷前

立 野牛瓢具足が待っています。セキュリティゲートを通過すると１階がトレーニングルームと更衣室他、２階

が食堂、ミーテングルーム、モニター観賞＆デスカッションルーム他があります。また、２階からは専用グラ

ウンドを眺められ、練習内容を見学することが出来ます。練習場の対面には Kumagaya Park Hotel（Ｐark 

Wing）があり、ホテル側からも練習風景を見ることが出来ます。クラブハウスの横には室内練習場があり、悪

天候の時やサインプレーの練習用に利用できるとの事です。 群馬洋友会の HP には詳細な写真が掲載

されていますのでこちらもご覧になってください。 

この施設の概要は次の通りです。 

・延べ床面積 2,000平方メートルのクラブハウス 

・延べ床面積 700平方メートルの室内練習場 

・練習用専用グラウンド 

・今後造成するサブグラウンド 

・外部に業務委託するホテル＆クリニック 

  以上すべての投資金額は約 170億円になるとのこと 

・施設の背後に 2万 4000席の熊谷ラグビー場 

報告者 奧山泰彦 

 

 

○ 「金山でも歩こう会」からの連絡＆報告  
＜連絡＞  

第 136回 12/3  (金)  

行き先：太田市 金山 コース当日決定  

第 137回 12/17（金）   

行き先：太田市 金山 コース当日決定  

集合場所：呑竜様境内  

集合時間：AM10：00  

  

＜報告＞ 金山コース 

第 134回 11月 5日（金）快晴 19名参加者 

呑竜様境内に 19 名集まる。境内の大イチョウは黄色に染まり秋めいてきた。臥龍の松は辛うじて一枝 

松葉を残し他は枯れ無残な姿となっていた。 

K さんのストレッチで体をほぐし 10 時にスタート。金竜寺で参拝後玉厳寺に向かう。親水公園で休憩、

知人の O さんがギターを弾き語りで 2曲歌ってくれ花を添えてくれた。 

玉厳寺に 11 時前到着休憩、記念に写真を撮る。神明宮より次第に急登になり山道は歩き易いようにバケ

ツが作られ歩き易くなっていた。新田神社に 11時 40分到着 境内は幼稚園児で賑やかだった。 

南曲輪休憩所は園児で混雑が予想されるのでここで昼食とした。昼食を済ませ 12 時 15 分帰路に就いた。

途中東屋で休憩後呑竜様境内に 13時 15分到着無事解散した。 

担当幹事 内田光男  

 
玉厳寺境内で 

 
パークウイングホテル 

「拡大写真をご覧になりたい方は、洋友群馬 HPにアクセスしてください。」 
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〇 第 133回山行「彦谷湯殿山」ご案内 
日時：12月 12日（日） AM10時 集合 

集合場所：彦谷自治会館 栃木県足利市葉鹿町 1750 

県道 254号で葉鹿橋を渡り足利市に入る。両毛線の跨線橋を下りすぐの信号を左折。しばらく走り坂西

団地東（右に GSあり）の信号を右折。 

1㎞程走ると右角に掲示板のある彦谷自治会館があります。 

担当幹事 内田光男  

 

〇 第５９回ゴルフ大会結果報告 
第５９回洋友会ゴルフ大会が城山カントリー倶楽部（足利市）で 11 月６

日（金）に開催されました。参加者１９名の開催となりましたが、秋のゴルフ

日和に恵まれ、久々にゴルフを満喫できる大会となりました。 

優勝：二宮 健治さん、準優勝：齋藤 功さん、三位：沼尻 平五郎さん 

次回開催は令和４年６月３日（金）城山カントリー倶楽部（足利市）９時 01

分スタートにて予定しております。 

開催要領等はおーろら通信令和４年４月及び５月号でお知らせしますが、

今から予定に入れていただき日頃疎遠だった会員相互の交流の場として、

多数の会員の参加をお待ちしております。 

担当幹事 前田浩良 

 
○  カラオケ愛好会例会報告 
10月の例会 

 10月 5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：49 

特記事項：まねきねこ大泉店では新型コロナ感染防止のため特殊紫外線

照射ランプ（写真）を用いた除菌・ウイルス不活性化機器を導入し、入

室前に全て除菌しています。また要望に応じて利用中でも除菌して貰え

ます。これにてこれまで以上に感染対策が出来るようになりました。 

米マイクロソフト（MS）は 5日、6年ぶりとなる新たなパソコン向け

基本ソフト(OS)「ウィンドウズ 11」の提供を始めた。従来は画面の左

下にあったスタートメニューのボタンを中央下に配置するなどデザイン

を刷新したほか、複数画面で作業できるマルチタスク機能が強化された

等の事です。「10」の利用者は順次、ネットワーク経由で無償更新でき

るが、古い機種はできない事も多いとの事です。出来れば早く使ってみ

たいですが、私の使っている PCは 2台とも「11」にはアップグレード

出来ないと思われます。それで今後４年位は使える「10」で我慢するか、

新しい機器を購入するか考えものです。カラオケで遊ぶ程度の金額でな

いので「介護保険代」の支払いが厳しく圧し掛かってくる年金生活者に

は辛いものがあります。兎も角今日はカラオケを楽しみ６人で二部屋に

分かれて 49曲を歌い継ぎました。 

 10月 12日 13:30～17:00、場所：まねきねこ大泉店、参加者：5名、天候：晴れ、発表曲：39 

特記事項：本日は病欠後の長期欠席であった館林市の「Tさん」が顔を出して呉れて、久しぶりの

参加で話が弾み約一時間の歓談であった。しかし、結局この日は歌を歌わずに会話のみで、11月以

降の復帰を約して帰られました。その後は５人で二部屋に分かれて 39曲を歌い継ぎました。支払

いを済ませ 17時に店を出たら外は真っ暗で、早い夜の訪れを感じました。 

 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 

半歌 

小田純平 

望郷山河 

三山ひろし 

九頭竜川 

五木ひろし 

かんべんな 

福田こうへい 

男護り船  

鳥羽一郎 

只見線恋唄 

奥山えいじ 

ＴＳ 
浮世傘 

三山ひろし 

うまい酒 

奥山えいじ 

独り酒 

石川さゆり 

星空の酒 

松尾雄史 

しぐれの酒場 

池田輝郎 

ひとり手酌酒 

半田浩二 

旅路の酒 

鳥羽一郎 

 
優勝 二宮 健治さん 

 
紫外線照射器 
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ＭＩ 
琥珀色の恋 

原大輔          

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  

津軽海峡鮪船 

鏡五郎 

さくら路  

千葉一夫 

夜雨子    

岩出和也   

ＴＳ 
涙のキッス 

サザン 

望郷山河 

三山ひろし 

夜明けのブル

ース 五木 

南部蝉しぐ

れ 福田 

ワインレッドの

心 安全地帯 

みちのく一人

旅 山本譲二 

栄光の架橋 

ゆず 

ＫＦ 
最終便 

平浩二 

汽笛 

五木ひろし 

アカシア挽歌

五木ひろし 

君がすべて

さ 千昌夫 

愛されて大泉 

大利根実 

人恋酒 

美空ひばり 

雪雀 

古都清乃 

ＭＨ 
北のたずね

人 中澤卓也 

舟唄 

八代亜紀 

そっとおやす

み 布施明 

石狩挽歌 

北原ミレイ 

スローなブギに

してくれ南佳孝 

恋人よ 

五輪真弓 

酒は男の子

守唄山川豊 

今後の予定：12月 7日 14日、1月 11日（火）13:30～。まねきねこ大泉店 会費 800円 

マスクは必ず着用してきてください。部屋は利用前に紫外線照射器にて新型ウイルスを 

９９％不活性化して、今まで以上に安全を期しています。 

担当幹事 石関正明（000-0000-0000） 

奧山泰彦（000-0000-0000） 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------‐‐‐‐ 

〇 金婚祝い                    おめでとうございます 
小貫 広安（重子）さん 金谷 浩  （博子）さん 

----------------------------------------------------------------------------------‐‐‐‐ 

〇 訃報                      ご冥福をお祈りいたします 
林 経世さんが 10月 27日に亡くなられました 86歳 

八柳 良介さんが 11月 9日に亡くなられました 70歳  

------------------------------------------------------------------------------------‐‐ 

〇 訂正とお詫び 
10月号において訃報者 村上欣也の氏名にミスがありました。ここに訂正しお詫びいたします。 

正しくは村上哲也さん です                     

------------------------------------------------------------------------------------‐‐ 

＊ 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 TEL：０００－００００－００００ 

   訃報発生時遺族の方から告別式の２日前までに 連絡いただけると下記対応が出来ます。 

    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 配偶者の方は 花代 3,000円のみ対応させていただきます。 

（洋友会群馬地区会長名）・・・・香典花代は事後報告でも対応します 

------------------------------------------------------------------------------------‐‐ 

○ 「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） 10月～11月まで  

久保田勇、臼倉、塚原仁、奥山、斎藤（正）、オートピア堀口、オートピア山田、前田、青木、松沢、阿部

（忠）、  

 

 

 

コメントの追加 [奥山1]: 復帰（文章を少し変更） 
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〇 会員からの便り  
西 正裕が群馬県歯科医師会から表彰を受けました。 

令和 3年 11月 8日群馬県歯科医師会より「8020運動」で表彰を受けました。 

私が公的機関から表彰を受けたのは数年前、日本赤十字社から献血 50 回

目で受け、2回目でビックリしました。 

 80 歳を過ぎても自分の歯が 20 本以上あり、かかり付けの地元の歯科医師の

推薦、歯科医師会に提出されたカルテを審査された結果でした。 

 私は毎年自分の誕生日に歯科医師を訪ねて検診、日頃の養生として心掛け

ている事としては、ご飯は麦飯、食後直ぐブラシング、間食はほぼゼロ程度です。 

 

 

〇 会員近況報告＜総会返信ハガキコメント欄は最終回です

＞  
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。 

⚫ 新築が決定し、引越等で忙しくしています。                     森本義弘様 

⚫ 役員の皆様ご苦労様です。                             星野薫様 

⚫ 今回は欠席させていただきます。                          伊藤征四郎様 

⚫ 手違いで投函が遅れて申し訳ありません。              奥田宣夫様 

⚫ 大変な時期にご苦労様です。                    紙谷郁雄様 

⚫ オンライン会議等で出不精になりましたが、 

散歩＆温泉で元気に楽しんでいます。               田中貴雄様 

⚫ 仕事の関係があり、毎年出席できず申し訳ありません。 

今後とも宜しくお願い致します。                 栗原和夫様 

⚫ 元気でやっています。                        小林善尚様 

⚫ お世話様です。元気でやっています。                志村和彦様 

⚫ このような時節、役員様大変だと思います。頑張ってください。    渋谷武様 

⚫ いつもお世話になっております。今回は欠席させて頂きます。     福島貞一様 

⚫ いつも大変お世話になり有難うございます。              茂木義市様 

⚫ ご無沙汰しています。いつもお世話様です。              石塚清様 

⚫ 毎月情報紙有難うございます。感謝感謝です。             井口明彦様 

⚫ まずまず元気です。                         上西正久様 

⚫ 役所でも現在印鑑不要が多くなっています。              俵山秀俊様 

⚫ 高齢で山行も激減（月に１～2回） 

地域でのグラウンドゴルフに夢中です。               林田重平様 

⚫ Emailアドレスの変更お願いします。                 蓮見一男様 

⚫ グラウンドゴルフで楽しんでいます。次回より捺印省略しませんか？  岡崎敬一様 

⚫ いつもご苦労様です。                       森光雄様 

⚫ 役員の皆様ご苦労様です。これからもよろしく            皆川雅利様 

 
表彰を受けた 西さん 
 

コメントの追加 [奥山2]: 3名分頭合わせた 
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はつらつとした笑顔で活き活きと過ごそう！  

＜本部提供 健康ニュース＞ 

皆さん、「笑い」の効果についてご存知ですか？ 笑いには心身ともにさまざまな効果があることが医学的

にも注目されています。今回は、その効果についてご紹介します。  

  

◆「笑う」と体の中では何が起こっているの？  

若くて健康な人の体にも 1 日 3000～5000 個ものがん細胞が発生しています。これらのがん細胞や体

内に侵入するウイルスなど、体に悪影響を及ぼす物質を退治しているのが、リンパ球の一種であるナチュ

ラルキラー（NK）細胞です。人間の体内には NK 細胞が 50 億個もあり、その働きが活発だとがんや感染

症にかかりにくくなると言われています。  

私たちが笑うと、免疫のコントロール機能をつかさどる間脳に興奮が伝わり、情報伝達物質の神経ペプ

チドが活発に生産されます。「笑い」が発端となって作られた‘善玉’の神経ペプチドは、血液やリンパ液を

通じて体中に流れ出し、NK 細胞の表面に付着し、NK 細胞を活性化します。その結果、がん細胞やウイ

ルスなどの病気のもとを次々と攻撃するため、免疫力が高まるというわけです。  

逆に、悲しみやストレスなどマイナスの情報を受け取ると、ＮＫ細胞の働きは鈍くなり免疫力もパワーダウ

ンしてしまいます  

◆ 笑いすぎたらどうなるの？  

「笑い過ぎてほっぺやおなかが痛い」という経験 はありますよね。

笑うときには胸やおなか、腰、背中などさまざまな 部分の筋肉を使

っています。これは筋肉トレーニングにもなります。 この運動量は、早

歩きほどではないですが、運動不足の現代人や、 高齢者には効果

があります。  

また、笑い過ぎて涙が出たことがある方も多いの ではないでしょう

か？涙は副交感神経の作用のみで出るといわれて います。笑いには

自律神経を活性化し、さらに副交感神経の働きを 優位の状態にす

る効果があるのです。大笑いした後、ゆったりとした リラックスした気

分になるのは、この副交感神経のおかげなのです。  

◆最後に  

人間は怒ったり強いストレスを感じると、脳からノルアドレナリンという強い毒性を持つ物質が分泌されま

す。ですから、すべてプラス発想で考えて、いつも前向きで笑顔でいたいものです。  

年を重ねるごとに笑顔に磨きをかけ、自分自身が光り輝く存在になるとともに、いつまでも健康でいたい

ですね。  

以上  

 


