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メールアドレスの変更など洋友会大東地区への連絡は次記の通りお願いいたします。

- 1 -

　コロナ感染の今後は予断できませんが　会員や役員の健康第一を考えなが

ら洋友会の諸活動を進めていきますので皆様のご支援と協力をお願いします。

◇ 会員の皆様へのお願い

☆ 洋友会大東地区への連絡について

2022年5月に役員が改選されました。　緊急時（会員の訃報・その他）、住所・

が 3月のゴルフコンペの開催、4月にはカラオケクラブ3グループの再開、5月

からは洋友会事務所での囲碁クラブ例会を再開しております。今後は歩こう会

などの行事についても会員のニーズに合わせた形での開催に向けて検討をし

ていきます。

両立を目指すステージに入ってきました。感染防止策をとりながらですが大

規模イベントでの入場者制限、飲食店の営業規制などの緩和が広がりつつあ

ります。

　洋友会大東地区の活動もこの2年間定期総会や歩こう会などの行事、各クラ

ブの活動の中止や縮小が続いてきましたが、ここにきて徐々にもとの活動状

態に戻してきました。ウィズコロナに対応した感染防止策をとりながらです

お願いします。

　さてコロナ禍が始まって２年余り経過しました。デルタ株、オミクロン株

と６波にわたる感染ピークを経てコロナと共生し感染拡大防止と社会活動の

編集責任者　 中村 好光

◇ 今後の洋友会活動について

　先月の地区だよりでもお知らせしたとおり大東地区の新役員体制がスタート

しました。長い間WEBでの役員会が続いていましたが7か月振りに対面形式

で実施し、新旧役員で業務の引継ぎを兼ねた役員会としました。今回6名の新
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役員を迎えたこともありほとんどの役員の担当業務が変更になりました。

新業務になれるまでは不手際でご迷惑をおかけするかもしれませんが、役員

全員新たな気持ちで洋友会を盛り上げていきたいと考えていますのでよろしく



います。
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【伏見の酒蔵】

近辺は、昔から酒造りが盛んで、キンシ正宗、玉乃光、大倉酒造、黄桜酒造、

松本酒造、宝酒造など多くの酒造メーカーが散歩コース沿いに軒を連ね

ています。

各酒造会社は直営レストランを経営し、それぞれのお酒に合った料理の

提供を行い、また酒造り資料館や直売店を開設し京都の観光にも一役買って

伏見区は京都市の南部にあり、琵琶湖第一疎水が伏見区中心部を北から南に貫

通し、豪川を経て宇治川に合流しています。

自宅のある丹波橋から、疎水（豪川）沿いを南に歩き宇治川に合流する

三栖閘門で折り返し、京阪電車の中書島駅から伏見桃山駅を経由して帰

宅します。

この散歩ルートでの見どころを紹介いたします。

◇ 町めぐり探訪記（ご近所）紹介 【京都市伏見区】

 コロナ禍を機に、週に２、３回は家内と二人でご近所を散歩しています。

よく出かけるのは３ルートで、何れも７Ｋｍ程度２時間の散歩コースです。

今回その中の１つを紹介します。

　 ☎ TEL・FAX 　072-875-9077

　　 会館非番日でも上記電話番号で転送受信しておりますのでご利用ください。

 ※事務所開所時間は原則　第一、第三金曜日　午前１０時より午後３時までです。

（当面、第3金曜日は、正午12時まで）

但しコロナの感染状況により開所日変更や時間短縮となる場合があります。

　　　副会長　　榎本　隆夫　　☎ 072-694-9433 （留守電設定あり）

　　　副会長　　池本　佳市　　☎ 072-987-1829

・住所・電話番号の変更、メールアドレス・携帯電話の登録及び変更など

・E-メール　　info@yoyu-daitou.daa.jp

・ハガキ・手紙の宛先：

　〒574-0046  大東市赤井1－2－10 ポップタウン住道本館６F 洋友会大東地区

◇ 緊急時の連絡（会員の訃報・その他）

　　　会　長　　伊井　勤　　　☎ 090-5254-4052



 

　②他地域との交流コロナ禍のため大会がなくなり交流はありません

　　でした。
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（記：永野 和弘 さん）

◇ 地区行事・活動報告

（１）囲碁クラブ　（米元）

１．5月の活動：5月27日に定例対局で今期初の定例対局となります。

２．昨年度の活動実績：

　① 定例対局の実績は、実施日：5日間　　延べ参加人員：19名

が滞在中に伏見奉行所役人に襲われた寺田屋など、歴史的名所が散在し

ています。

ここ２年は観光客も少なく寂しい状況でしたが、この春の蔓延防止措置

解除とともに少しずつ賑わいを取り戻しつつあります。

大倉酒造近辺の船乗り場から、三栖閘門の資料館を見学する往復３０分程

度の航路です

【歴史遺跡】

鳥羽伏見の戦いの戦場となった御香宮神社、伏見奉行所跡や、坂本龍馬

【十石船、三十石船】

伏見は江戸時代から水運の要衝で、淀川と高瀬川で大阪と京都を１本の水

路で繋ぎ、中間にある伏見には日本最大の河川港があったそうです。

現在は、疎水（豪川）沿いの短い距離を観光用の十石、三十石船が行き交

うことで、その名残となっています。



ぜひ一度ホームページ（http://yoyu-daitou.daa.jp/）を訪れて作品をご

鑑賞ください。（カラーで見れます）
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◇  大東【Ｗｅｂギャラリー】に２作品の投稿です ！！！
５月度に下記２名の会員から２作品投稿をいただき、

ありがとうございました。2020年６月の開設以来 １５名の会

員から４７の作品集を出品していただきました。色鉛筆画、

水彩画、油彩画、家庭菜園、美術写真、自作の鎧、木工、書道など多

くのジャンルに及んでとても賑やかなギャラリーとなっています。

（４）園芸同好会　（平野）

　　・５月度は、各自で自習活動。

　　・６／１７日（金）に「これからの活動方針」等について話し合いた

　　いと考えています。（洋友会館が使用できるようになったようなので）

　　※現在、夏野菜の手入れで頑張っているところです。

　　・５月例会：(1)１３日(金)　パナソニック守口橋波ビルにて静物画

  　　　　　　  定森先生が急遽モチーフ担当　＜２テーマ＞

 　　　　　　　　　　　　 『①楽器(トランペット)　②果物』

　　　　　　 　  (2)２４日(火)　野外スケッチ　靭公園のバラ園の周辺

　　・６月例会： 活動予定　(会場の都合で1回開催)

　　２４日(金)パナソニック守口橋波ビルにて静物画・モチーフ『靴』

わらない感染対策で各例会とも開催しました。

　・A例会　５月１９日（木）参加者１２名　会場：レインボウ

　・B例会　５月１０日（火）参加者　８名　会場：カラオケ九重

　・C例会　５月１６日（月）参加者　９名　会場：和風パブふくみ

尚、パナソニックのカラオケクラブ（OB会）も４月から再開しているようです

（３）水彩画教室　（平野）

３．今年度の活動予定：

　① 定例対局日は原則、毎月２回（第2金、第4金曜日）実施

　② 大阪地区との交流を行う

（２）カラオケクラブ 　（浅尾）

　感染防止意識が薄れてきていますが、カラオケクラブとしては、会場内

はマスク着用、使用のマイクはその都度消毒、会場の換気等々、従来と変

　　(1)吹田さんがコロナ禍で洋友会館が使えなくなったため、近くの

　　　 囲碁サロンに入会し、2021年11月に初段に認定されました。

　　　 我が囲碁クラブでは6級で打っていましたので、1年1ヶ月で

　　　 驚異的な昇級となりました。

　　(2)洋友会のクラブ活動に対する補助金で「格言湯呑」を購入し、

　　　 クラブ員に配布しました。

　③その他
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帰りは展望列車「きらら」で出町柳へ戻り、高野川に架かる河合橋か

らパラソルのご婦人をパチリ。

ばれる枝振りの良い楓の青葉を

探しながら貴船神社の間を一往復。水辺に近いのか若葉を通して射す

日光が柔らかく感じられました。

それから叡山電車で貴船口駅で下車、貴船川沿いに「青もみじ」と呼

以前から気になっていた京都・北山の青もみじを写しに貴船川沿いを
歩いてきました。秋の枯れゆく楓の紅葉も綺麗ですが、晩春の楓の青
葉は初々しさの中にも今から成長をする力強さが感じられ爽やかなも
のです。ある朝、急に思い立って写真機材をリュックに詰めて京阪の
快速特急「洛楽」で京橋から出町柳へ。

（１）岩井 春隆 さん：写真【貴船川沿いの青もみじ】京都貴船：12画像

2022年5月中旬撮影　



［　本　　坊　］

（担当　米永）
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［　本　坊　］ 　［ 本　堂（舞台） ］ 　　　　［　五重塔　］

［　登　廊　］ 　 石楠花（シャクナゲ） 　　　［　本　堂　］

の木造仏様と言われてます。

（２）中村 好光 さん：写真【新緑の長谷寺】10画像

2022年5月18日 撮影　

ぼたんでも有名な【長谷寺】ですが、今年は４月中旬～下旬の異常高温で
ピークは4/20頃でＧＷ時は寂しい咲だったそうです。撮影時はわずかです
が＜石楠花（シャクナゲ）＞が残ってました。本堂の菩薩立像は日本最大
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・ 小西　昌  様　

有難うございます。 引き続きよろしくお願いいたします。

◇ 悲しいお知らせ ＜謹んでご冥福をお祈り申し上げます＞

・ 升永　徹  様　 　2022年４月２６日ご逝去 享年８４歳

・ 福井　浩  様　 　2022年５月　７日ご逝去 享年８５歳

◇ 在籍会員数　　会員総数　　４６５名（2022年6月1日現在）

　　　☆ ４年ぶり２１回目のグリーンボウル制覇

（担当　浅尾）

◇ 今月度プルタブ収集のご協力者を紹介します

・ 北灰塚自治会 様（守屋 寿文 様）

・ 中野 正明 様　・ 増田 桂子 様（故増田松太郎様の奥様）

　★５月２９日（決勝）初代王者 ！！！

　　対 東京ＳＧ（ｻﾝﾄﾘｰ） 〇１８－１２

（４）アメリカンフットボール ＜インパルス＞

　　◇ 春期公式戦（グリーンボールトーナメント）

　　　・５月７日　対　アスワンブラックイーグルス　○ ６９－０

　　　・５月２１日　対　エレコム神戸ファイニーズ　〇　２８－７

　　・５月１日　対　グリーンロケッツ東葛　○ ３９－１０

　　・５月16日　対 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ　〇３５－１４

　　〇 コロナによる２つの不戦敗がありましたが２位で、

　　　 プレーオフトーナメント進出

 □ JAPAN RUGBY LEAGUE ONE プレーオフトーナメント

　・５月22日（準決勝）　対 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ　〇２４－１０

　　  第70期黒鷲旗大会結果

　　  　・５月３日（準々決勝）対　　堺ブレーザース　 〇　３―１

　　  　・５月４日（準決勝）対　ジェイテクトSTINGS　✕　１―３

　　  　以上のように3位となりました

（３）ラグビー ＜ワイルドナイツ＞ （リーグワン：埼玉）

　 ◇ JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022結果

◇ 企業スポーツの近況

　パナソニックスポーツクラブの近況を下記報告します。

練習、見学、日程などの詳細は、各HP（ホームページ）を確認ください。

（１）社会人野球　第９３回都市対抗

　　  野球大会近畿地区第2次予選が5月23日より開始されます

（２）バレーボール ＜パンサーズ＞ 



 

以上　
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を玄米ごはん、麦ごはん、胚芽米ごはん、全粒小麦パンなどに置き換えると、効率的に食物繊維が摂

取できます。また、豆類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類などにも多く含まれています。

食品で見ると、そば、ライ麦パン、しらたき、さつまいも、切り干し大根、かぼちゃ、ごぼう、たけ

のこ、ブロッコリー、モロヘイヤ、糸引き納豆、いんげん豆、あずき、おから、しいたけ、ひじきな

どは、1食あたり摂取する量の中に食物繊維が2～3gも含まれています。効率的に食物繊維をとるには、

これらの食材を毎日の食事の中に上手に取り入れると良いでしょう。

になります。この状態である人の排便量は、一日に約150g（見た目ではMサイズの鶏卵で約3個分）

であることがわかっています。まずはこの便量を作り出すための食物繊維を食事からとれているか

が重要です。

◆ 最後に

　食物繊維は、魚介類や肉類などの動物性食品にはほとんど含まれず、植物性食品に多く含まれます。

食物繊維を手軽にとりたい方へお勧めするのは、主食の穀類からとる方法です。一日のうち1食の主食

積極的な摂取が必要です。

　体内でコレステロールから作られる胆汁酸の体外（便中）への排泄を促進し、血中コレステロール

値を下げます。また食後の糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の急激な上昇を抑える作用があるとされ

ています。更に便の量を増加させるとともに、腸内の腸内細菌のうち、ビフィズス菌や乳酸菌などの

善玉菌の割合を増やし、腸内環境を良好に整える作用も知られています。

　体のサインから見た食物繊維の必要量は「一日に一回、規則的に排便がある」ことがひとつの目安

も類・豆類の摂取量の減少に伴い、減少傾向にあります。最近の報告によれば、平均摂取量は一日あ

たり14g前後と推定されています。

　厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準（2020年版）」では、一日あたりの「目標量」（生活習

慣病の発症予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量）は、18～64歳で男性21g

以上、女性18g以上となっています。食物繊維は、体に絶対的に必要な栄養素ではありませんが、体

の健康に深く関与する食品成分です。平均摂取量と目標量の差を見て明らかなように、食物繊維の

ン酸などの成分があります。さらに消化されにくい性質を持ったデンプン（難消化性デキストリン）、

オリゴ糖などの成分も含まれます。はたらきとして、便の体積を増やす材料となるとともに、大腸内

の環境を改善する腸内細菌に利用され、これらの菌を増やすことが明らかとなって

います。

◆ 日本人の摂取量は減少傾向にある

　日本人の平均食物繊維摂取量は、1950年頃には一人あたり一日20gを超えていましたが、穀類・い

あります。特定保健用食品で「おなかの調子を整える食品」として認められている成分の多くが食物

繊維です。

　食物繊維は「人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分の総体」と定義されています。

言い換えると、たんぱく質・脂質・炭水化物などは、消化管の中で消化酵素によって分解（消化）さ

れ、小腸から体の中に吸収されていきますが、食物繊維はこの消化酵素の作用を受けずに小腸を通過

して、大腸まで達する成分です。水に溶けないセルロースやリグニン、水に溶けるペクチンやアルギ

腸まで達する食品成分です。便秘の予防をはじめとする整腸効果だけでなく、血糖値上昇の抑制、血

液中のコレステロール濃度の低下など、多くの生理機能が明らかになっています。現在ではほとんど

の日本人に不足している食品成分ですので、積極的に摂取することが勧められています。

◆ 大腸まで達して、おなかの調子を整える食品

　食物繊維というと「繊維」という言葉から、細い糸のような、スジ状のものをイメージされがちで

す。しかし「ネバネバ」するものから、水に溶けて「サラサラ」した状態のものまで、多くの種類が

健康管理情報５月号サンヨー健保提供

食物繊維の必要性と健康

　先月は「野菜は身体に良いから食べましょう！」と題して情報をお届けしましたが、今月もそれに

関連して「食物繊維の必要性と健康」に関するお話です。食物繊維は小腸で消化・吸収されずに、大


