
西暦 平成 内　　　　　　　　　　　　　　　　容 役　員　名 会員数

2019年 平成31年4月30日 バイシャープ運動実績 　４月累計、２１６，５００円 478名

平成31年4月16日 社友会本部総会 東支部長、大畠副支部長 478名

平成31年4月11日 社友会／紅葉会合同春季親睦旅行一泊二日金沢 参加者：４５名

　　　　～12日 　　　　　　　　「北陸：那谷寺、鶴仙渓、九谷萬月、兼六園、金沢城公園、 （社友会：２３名（同伴１１名）、 476名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近江町市場、ひがし茶屋街観光」 　　　　　　　　　　　紅葉会：１１名）

平成31年3月31日 バイシャープ運動実績 　３月累計、１１，７８５，８７３円 476名

平成31年3月22日 hibiki印刷版メール会員配布中止アンケート実施 478名

平成31年2月28日 バイシャープ運動実績 　２月累計、１１，２３８，９８９円 480名

平成31年2月22日 社友会広島支部「２０１９年度新春懇談会」を開催 480名

　　　　場所　事業本部多目的ホール

本部懇談会で「真社友会会長の挨拶」をＤＶＤ視聴

講演：IoT HE事業本部　白石副本部長　”人に寄り添うIoT ”

　出席者 出席者：７６名　

　会社　：事業戦略推進部河内部長、総務部藤井部長 社友会：６６名

　労働組合　：　阿部執行委員長 紅葉会：１０名

平成31年1月31日 バイシャープ運動実績 　１月累計、８，９８８，４８９円 483名

2018年 平成30年12月31日 バイシャープ運動実績　１２月累計、８，３８１，０６２円 482名

シャープ公式プログ広島支部ＨＰへバナー追加リンク

平成30年12月30日 社友会本部よりの義援金と見舞金分配 482名

平成30年11月30日 バイシャープ運動実績　１１月累計、７,１８１，５７８円 480名

平成30年11月25日 旧シャープの森伐採に参加（２３名） 480名

平成30年11月6日 広島支部２５周年記念 参加者：５０名 48１名

～8日 社友会／紅葉会合同秋季親睦旅行二泊三日沖縄・宮古島 （社友会：３７名（同伴１０名）、

　　　　　　　　　「沖縄・宮古島観光」 　　　　　　　　　　　紅葉会：２３名）

平成30年10月31日 バイシャープ運動実績　１０月累計６、５１１,８０２円 482名

平成30年10月26日 会社幹部との懇談会実施 482名

　　会社より小林事業部長・松本課長その他、計４名

　　会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会を実施

平成30年10月10日 ７月の西日本豪雨災害義援金見舞金（５５４、８１０円）１４名に分配支給

平成30年9月30日 バイシャープ運動実績９月累計５，９４５，１１４円 482名

７月の西日本豪雨災害義援金募集

平成30年8月31日 バイシャープ運動実績８月累計４，０５３，５２８円 481名

平成30年8月26日 ふれあいフェスティバル２０１８開催（場所：かつえ坂にこにこ第２公園） 481名

平成30年7月31日 バイシャープ運動実績７月累計３，７１４，０９２円 480名

平成30年7月16日 西日本豪雨災害かき氷無料サービス

平成30年7月13日 西日本豪雨災害消防署駐車場案内

平成30年6月30日 バイシャープ運動実績６月累計２，３５７，１５０円 481名

平成30年6月9日 シャープファミリーフェスティバル開催 483名

平成30年6月3日 シャープの森作りに参加（古賀誠二郎、原田弘、渡辺大輔、新川昭雄） 483名

平成30年5月31日 バイシャープ運動実績５月累計１，２１２，３２４円 483名

平成30年5月25日 社友会広島支部第２５回定期総会（本部多目的ホールにて開催） 支部長　　　　　　 東　秀次 483名

（シャープが短期間で１部復帰した理由： 副支部長　　 　　 渡邊大輔

　　　　　　　　　　深堀社長室人事担当（社友会総会録画）） 副支部長　　 　　 黒田　隆

支部の歩み
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　　出席者　　：会社　　　中野本部長代行 副支部長　　 　　 大畠昌巳

　　　　　　　　　　　　　　　藤井総務部長 事務局長　　 　　 松見　弘

　　　　　　　　 ：組合　　　阿部執行委員長 総務　　　　　 　　 広瀬雅昭

　　　　　　　　 ：来賓　　　真　社友会会長 総務　　　　　 　　 原田告男

　　　　　　　　 ：来賓　　　蔵田前東広島市長 社協Ｂ　　　 　　　 藤井　良幸※

総務ＨＰ　　　　　 岡崎　明

　　　　　　　　出席者：１０７名（社友会：９２名・紅葉会：１５名） 総務ＨＰ      　　 小森山光朗

総務　　　　　　　 古賀誠次郎

（会場にてSMＪ中国統轄営業部８Ｋ液晶ＴＶ紹介） 会計　　　　  　　 下田幹夫

（特別講演・蔵田前東広島市長 会計　　　　　　　 坂本公子

　　　　　　　東広島市都市ビジョンについて 広報　　　　　　　 中川宗和　　　　

広報　　　　　　　 上野義則

　　　　　　支部役員退任 企画　　　　　　　 金国信太郎

　　　　　　　岩垣　邦弘（会計監査担当） 企画　　　　　　　 田井正治

　　　　　　　原田　　弘（社会貢献担当） 企画　　　　　　　 中崎春香

　　　　　　　 企画　　　　　　　 柿本　晶

　　　　　　支部役員新任 同好会　　　　　  菊池明夫

　　　　　　　藤井　良幸（社協ボランティア担当） 日直当番　　　　 黒田正春　　 

　　　　　　　中山　暁美（会計監査担当） 会計監査　　　　 中山暁美※　

ふれあいサロン　菅田健次

（※：新任）

            紅葉会

　　　　　　　役員　　　原　理恵子（代表兼会計監査）

　　　　　　　　　　　　　大畠ゆり子（会計担当）

　　　　　　　新任　　　平　　洋子（庶務担当）　　　

　　　　　　　退任　　　川田芙美子（庶務担当）

平成30年5月10日 総務部と総会の事前打ち合わせ 484名

　総務部参加者：松本課長、吉野主任、松崎主任

　社友会参加者：松見さん、中崎さん、柿本さん

平成30年4月30日 バイシャープ運動実績　４月累計４３９,３２０円 484名

平成30年4月19日 社友会本部総会 東支部長、大畠副支部長 484名

平成30年4月13日 hibiki８５号発行 486名

平成30年4月5日
社友会／紅葉会合同春季親睦日帰り旅行の開催　　福山地区委員長
企画

486名

　「福山城と笠岡の花満開を楽しむ旅」

参加者：４５名（社友会：３３名、紅葉会：１０名、同伴者：２名）

平成30年4月1日 最終退室者チェックリスト・１ヶ月版に移行 486名

平成30年4月1日 日直当番業務日誌電子版・ペーパーレスに移行 486名

平成30年3月31日 バイシャープ運動実績　４月～３月累計１０,３５０,０３８円 486名

平成30年2月23日 社友会広島支部「2018年度新春懇談会」を開催 486名

　　　　場所　事業本部多目的ホール
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本部懇談会で「真社友会会長の挨拶、

                会社より野村副社長挨拶」をＤＶＤ視聴

　出席者 出席者：７７名　

　会社　：小林（パ）事業部長・ 藤井総務部長 社友会：６７名

　労働組合　：　阿部執行委員長 紅葉会：１０名

平成30年1月12日 hibiki８４発行 488名

2017年 平成29年12月31日 バイシャープ運動実績　４月～１２月累計７,６１８,８８２円 49１名

平成29年11月26日 旧シャープの森伐採に参加（２４名） 49１名

平成29年11月11日 ファミリーフェスティバル開催 49１名

平成29年10月31日 バイシャープ運動実績　４月～１０月累計５,６５７,３７４円 49１名

平成29年10月27日 会社幹部との懇談会実施 49１名

　　会社より、長谷川専務、松本課長に出席戴き

　　　　　　会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会を実施

平成29年10月13日 hibiki８３発行 492名

平成29年10月11日 総務部、労働組合とファミリーフェスティバルについて打ち合わせを実施 492名

　　会社出席者：総務課長：松本課長、労働組合：阿部執行委員長

平成29年10月2日 社友会／紅葉会合同秋季親睦二泊三日東北旅行 参加者：38名 492名

～4日 　　　　　　　　　「秋田・岩手・青森・五能線」 （社友会：28名（同伴8名）、

　　　　　　　　　　　紅葉会：10名）

平成29年9月30日 バイシャープ運動実績　４月～９月累計５,１２６,０２８円 492名

平成29年8月28日 ふれあいフェスティバル２０１７開催（場所：かつえ坂にこにこ第２公園） 494名

平成29年8月1日
東広島ボランティア連絡協議会主催「映画：ふたりの桃源郷」上映会参
加

494名

平成29年7月31日 バイシャープ運動実績　４月～７月累計４,１０４,１２８円 494名

平成29年7月25日 ＦＭ東広島生出演（広島支部紹介とボランティア活動） 東支部長・ものづくり梅田リーダー 496名

平成29年7月14日 hibiki８２発行 496名

平成29年6月30日 バイシャープ運動実績　４月～６月累計１,６５６,１１２円 496名

平成29年6月12日
「Ｈ２９年度東広島市きれいなまちづくりキャンペーン」に参加（参加者：２
名）

495名

平成29年6月5日 アナログテープデジタルダビングサービス開始 495名

平成29年5月26日 社友会広島支部第２４回定期総会（本部多目的ホールにて開催） 支部長　　　　　　 東　秀次 495名

（シャープ経営状況報告：戴社長（社友会総会録画） ） 副支部長　　 　　 渡邊大輔

副支部長　　 　　 黒田　隆

　　出席者　　：会社　　　中野副事業本部長 副支部長　　 　　 大畠昌巳※

　　　　　　　　　　　　　　　藤井総務部長 事務局長　　 　　 松見　弘

　　　　　　　　 ：組合　　　阿部執行委員長 総務　　　　　 　　 広瀬雅昭

　　　　　　　　 ：来賓　　　佐治さん 総務　　　　　 　　 原田告男

総務　　　　　 　　 原田　弘

総務ＨＰ　　　　　 岡崎　明※

　　　　　　　　出席者：１００名（社友会：８５名・紅葉会：１５名） 総務ＨＰ      　　 小森山光朗

総務　　　　　　　 古賀誠次郎

（会場にてSEMC広島支店新製品展示会） 会計　　　　  　　 下田幹夫

（特別講演・健康セミナー　(高齢者の健康づくり)） 会計　　　　　　　 坂本公子

　　　　　　　東広島市健康福祉部健康増進課　下村さん 広報　　　　　　　 中川宗和　　　　

広報　　　　　　　 上野義則

　　　　　　支部役員退任 企画　　　　　　　 金国信太郎

　　　　　　　前田　俊一（ＨＰ担当） 企画　　　　　　　 田井正治

　　　　　　　若月　和博（企画担当） 企画　　　　　　　 中崎春香
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　　　　　　　高橋　京子（会計監査） 企画　　　　　　　 柿本　晶

　　　　　　支部役員新任 同好会　　　　　  菊池明夫

　　　　　　　大畠昌巳副支部長 会計監査　　　　 岩垣邦弘※　

　　　　　　　岡崎　明（総務ＨＰ担当） ふれあいサロン　菅田健次※

　　　　　　　岩垣邦弘（会計監査担当） 日直当番　　　　 黒田正春※　　　 

　　　　　　　菅田健次（ふれあいサロン担当） （※：新任）

　　　　　　　黒田正春（日直当番担当）

            紅葉会

　　　　　　　役員　　　原　理恵子（代表兼会計監査）

　　　　　　　　　　　　　大畠ゆり子（会計）

　　　　　　　新任　　　川田芙美子（庶務）　　　

　　　　　　　退任　　　原田　邦子

平成29年5月8日 日直当番業務報告電子化導入 495名

平成29年4月30日 ＳＨＡＲＰ　ｉ　ＣＬＵＢリンクボタン設置 495名

平成29年4月15日 シャープ経営状況報告会・昼食懇親会＆社友会本部総会 東支部長、松見事務局長 495名

平成29年4月14日 キャッシュバックキャンペーン 495名

　　　　　　　　　　　４月１４日～５月１５日

平成29年4月14日 hibiki８１発行 495名

平成29年4月6日
社友会／紅葉会合同春季親睦日帰り旅行の開催　　関西地区委員長
企画

495名

　「竹田城址と姫路城」

参加者：５２名（社友会：３０名、紅葉会：１６名、同伴者：６名）

平成29年4月1日 日直当番表管理マクロ導入 495名

平成29年2月27日 社友会室移転利用開始（ラポール広島→ラポール賀茂） 498名

平成29年2月24日 社友会広島支部「シャープ懇話会２０１7」を開催 504名

　　　　場所　事業本部多目的ホール

本部懇談会で「真社友会会長の挨拶、会社より野村副社長挨拶」をＤＶ
Ｄ視聴

　

　出席者 出席者：８１名　

　会社　：長谷川本部長・ 藤井総務部長 社友会：７２名

　労働組合　：　阿部執行委員長 紅葉会：　９名

平成29年2月16日 総務部と社友会移転について打ち合わせを実施 504名

　会社：松本総務課長、吉野主任、猪塚主任、松崎主任

平成29年1月27日 総務部と社友会移転について打ち合わせを実施 504名

　会社：松本総務課長、吉野主任、猪塚主任

2016年 平成28年12月31日 バイシャープ運動実績　４月～１２月累計　5,831,056円 504名

平成28年12月1日 シャープ《謝恩祭》開催 506名

１２月1日（木）～２０１７年１月２８日（土）

平成28年11月27日 ふれあいフェスティバル開催（場所：かつえ坂にこにこ第２公園） 506名

平成28年11月14日 社友会、紅葉会合同秋季２泊３日旅行開催 507名

～16日 　　台湾・台北旅行

　　　　　参加者　：２６名（社友会：１８名、紅葉会８名）

平成28年10月30日 旧シャープの森伐採に参加（２２名） 507名
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平成28年10月28日 会社幹部との懇談会実施 507名
　　会社より、中野事業副本部長、藤井部長、松本チームリーダーに出
席戴き
　　会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会を実施

平成28年10月22日 シャープの森作りに１名（古賀誠次郎）参加 507名

平成28年9月10日 「徘徊ママリン87歳の夏」映画鑑賞 510名

　　東広島市総合福祉センター３階大ホール

　　　参加者：４１名

平成28年8月24日 通シ（事本）総務部との打ち合わせを実施 510名
総務部　藤井部長、松本チームリーダー、長谷川チームリーダー、吉野
係長
社友会　山本顧問、東支部長、黒田副支部長、渡邊副支部長、松見事
務局長
（内容）長谷川チームリーダーの退職挨拶、業務引継者紹介及び総務
部との
　　　　　取り決め内容の確認

平成28年7月15日 ＣＯＣＯＲＯ　ＶＩＤＥＯキャンペーン実施 512名

平成28年7月5日 熊本地震義援金を九州支部に送付（義援金額：１３０，０００円） 512名

平成28年6月30日 日直当番支部細則追加の通知徹底アンケート実施（７月１０日まで） 512名

平成28年6月5日 シャープの森作りに参加（古賀誠二郎、原田弘） 512名

平成28年5月27日 社友会広島支部第２３回定期総会（本部多目的ホールにて開催） 支部長　　　　東　秀次 513名

（会場にてSEMC広島支店『蚊取空清』新製品展示会） 副支部長　　 渡邊大輔

　　出席者　　：会社　　　川口本部長 副支部長　　 黒田　隆

　　　　　　　　　　　　　　　藤井総務部長 事務局長　　 松見　弘

　　　　　　　　 ：組合　　　阿部執行委員長 総務　　　　　 広瀬雅昭

総務　　　　　 原田告男

　　　　　　　　出席者９０名（社友会７８名・紅葉会１２名） 総務　　　　　 原田　弘

総務ＨＰ　　　前田俊一

総務HP      小森山光朗

総務　　　　　古賀誠次郎

会計　　　　  下田幹夫

会計　　　　　坂本公子

広報　　　　　中川宗和　　　　

広報　　　　　上野義則

企画　　　　　金国信太郎

企画　　　　　田井正治

企画　　　　　中崎春香

            紅葉会 企画　　　　　若月和則

　　　　　　　役員　　　原田　邦子（代表兼会計監査） 同好会　　　 菊池明夫

　　　　　　　　　　　　　原　理恵子（総務） 会計監査　　高橋京子　

　　　　　　　新任　　　大畠ゆり子（会計）

　　　　　　　退任　　　三宮紘代

平成28年5月25日 熊本地震義援金募集 513名

平成28年4月18日 社友会本部定期総会（第３６回） 東支部長 509名

渡邊副支部長

平成28年4月13日 hibiki77印刷版全員配布 510名

平成28年4月7日
社友会／紅葉会合同春季親睦日帰り旅行の開催　　岡山地区委員長
企画

513名

平成28年3月31日 かんぽの宿入浴券割引（600円→500円）を契約 513名
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平成28年3月16日 「買って下さいシャープ製品キャンペーン」を掲載 513名

平成28年2月26日 社友会広島支部「未来に向けてシャープ懇話会２０１６」を開催 5１4名

　　　　場所　事業本部多目的ホール

　　ＤＶＤ視聴にて本部懇談会での御手洗社友会会長の挨拶

　　　会社方針を高橋社長より説明、水嶋会長の講演

　出席者 出席者：85名　

　　会社　：　中野事業部長・ 藤井総務部長 社友会：75名

　　労働組合　：　阿部執行委員長 紅葉会：10名

平成28年1月22日 サロン室こけら落とし 5１1名

平成28年1月1日 hibiki76印刷版全員配布 5１1名

2015年 平成27年12月25日 バイシャープ運動実績　４月～１２月累計　12,742,684円 5１1名

平成27年12月21日 ＷｅｌｏｖｅＳＨＡＲＰキャンペーン「いい暮らしストアー」開催 5１2名

～平成２８年1月29日

平成27年12月7日 新入会員入会説明会 5１2名

平成27年11月28日 旧シャープの森枝打ち（23名）に参加 5１2名

平成27年11月27日 会社幹部との懇談会実施 5１2名
　　会社より藤井部長・長谷川副参事、又、ＳＥＭＣ松本支店長に出席戴
き
　　会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会を実施

平成27年10月31日 シャープの森作りに１名（荒木康弘）参加 501名

平成27年10月24日 社友会室リニューアルセレモニー開催

平成27年10月19日 社友会、紅葉会合同秋季親睦１泊旅行開催

～20日 　　隠岐の島方面観光

　　　　　参加者　：　社友会：　３１名　（夫婦５組含む）、紅葉会１５名

平成27年10月14日 hibiki75印刷版全員配布

平成27年8月26日 社友会室リニューアル 503名

～27日

平成27年7月10日 hibiki74印刷版全員配布

平成27年6月7日 シャープの森作りに1名（原田弘）参加 505名

平成27年5月22日 WE　ＬＯＶＥ　ＳＨＡＲＰ開催 505名

～6月12日

平成27年5月22日 社友会広島支部第２２回定期総会（本部多目的ホールにて開催） 支部長　　　　東　秀次 505名

（会場にてSEMC広島支店ヘルシオお茶PRESSO新製品展示会） 副支部長　　 渡邊大輔

　　出席者　　：会社　　　新井副本部長 副支部長　　 黒田　隆

　　　　　　　　　　　　　　　千田部長 事務局長　　 松見　弘

　　　　　　　　 ：組合　　　阿部執行委員長 総務　　　　　 広瀬雅昭

総務　　　　　 原田　告男

　　　　　　　　出席者９３名（社友会８１名・紅葉会１２名） 総務　　　　　 原田　弘

総務ＨＰ　　　前田俊一

　　　　　　支部役員退任 総務HP      小森山光明

　　　　　　　中西康憲副支部長 総務　　　　　古賀誠次郎

　　　　　　　森田秀次（ＨＰ担当） 会計　　　　  下田幹夫

　　　　　　支部役員新任 会計　　　　　坂本公子

　　　　　　　上野義則（広報担当） 広報　　　　　中川宗和　　　　

　　　　　　　若月和則（企画担当） 広報　　　　　上野義則

　　　　　　　高橋京子（会計監査） 企画　　　　　金国信太郎

　　　　　　　前田俊一（ＨＰ担当） 企画　　　　　田井正治
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企画　　　　　中崎春香

            紅葉会 企画　　　　　若月和則

　　　　　　　役員　　　原田邦子（兼会計監査）、三宮紘代（会計） 同好会　　　 菊池明夫

　　　　　　　新任　　　原恵理子（企画） 会計監査　　高橋京子　

　　　　　　　退任　　　山多和子(企画）

平成27年4月20日 社友会本部定期総会（第３５回） 山本顧問 505名

東支部長

平成27年4月15日 hibiki73印刷版全員配布 505名

平成27年4月10日
社友会／紅葉会合同春季日帰り親睦旅行の開催　　山口地区委員長
企画

505名

平成27年4月3日 通信事業本部経営方針徹底会 東支部長 505名

平成27年3月8日 シャープの森作りに参加 505名

古賀誠二郎、原田弘、山本達雄　　3名参加

平成27年2月26日 お楽しみ体験会開催 504名

平成27年1月28日 社友会広島支部新春懇談会を開催 503名

　　　　場所　事業本部多目的ホール

　　ＤＶＤ視聴にて本部懇談会での会社方針説明を

　　高橋社長より説明

　　御手洗社友会会長　奥田会長　の挨拶

　出席者 出席者９３名　

　　会社　：　長谷川常務・ 千田総務部長 社友会８３名

　　労働組合　：　阿部執行委員長 紅葉会１１名

平成27年1月1日 hibiki72印刷版全員配布

2014年 平成26年12月28日 パソコン購入 502名

平成26年12月8日 ＳＨＡＲＰプレミアムセール冬の特別セール開催 502名

～20日

平成26年12月13日 吉川 「旧シャープの森」除伐作業　2名参加 502名

平成26年11月18日 社友会、紅葉会合同秋季親睦１泊旅行開催 社友会、紅葉会の 50１名

～19日 　　鹿児島方面観光 全役員

　　　　　参加者　：　社友会：　３９名　（夫婦　５組含む）、紅葉会１２名

平成26年10月26日 シャープの森作りに参加 502名

古賀誠二郎　　1名

平成26年10月24日 会社幹部との懇談会実施 502名

　　会社より長谷川常務・長谷川副参事に

　　出席戴き会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会を実施

平成26年10月3日 本部方針徹底会 渡邊副支部長 502名

平成26年10月1日 hibiki7１印刷版全員配布 502名

平成26年9月30日 広島土砂災害義援金寄託 502名

平成26年9月25日 「シャープ製品在庫大処分市」開催　於：第三工場ロビー 502名

平成26年8月2日 通信事業本部　サマーフェスティバルに出店参加 社友会・紅葉会の 502名

　　売店を設けてお茶ジュース飲料と野菜の即売を実施 全役員

　　・野菜は会員の家で栽培した新鮮野菜を即売し早々に完売。

平成26年7月1日 hibiki70から印刷版全員配布 502名

新規同好会発足アンケート実施

平成26年6月1日 シャープの森作りに参加 50１名

　　古賀誠二郎、原田弘　2名
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ボーナススペシャルセール実施

平成26年5月23日 社友会広島支部第２１回定期総会（本部多目的ホールにて開催） 支部長　　　　東　秀次 50１名

（会場にてSEMC広島支店ヘルシオお茶PRESSO新製品展示会） 副支部長　　 渡邊大輔

　　出席者　　：会社　　　新井副本部長 副支部長　　 中西康憲

　　　　　　　　　　　　　　　千田部長 事務局長　　 松見　弘

　　　　　　　　 ：組合　　　阿部執行委員長 総務　　　　　 広瀬雅昭

総務　　　　　 原田　告男

　　　　　　　　出席者１０６名（社友会８７名・紅葉会１９名） 総務　　　　　 原田　弘

総務ＨＰ　　　森田秀次

　　　　　　　支部役員退任 総務HP      小森山光明

　　　　　　　山本孝喜支部長（顧問に就任） 総務ＨＰ　　　前田俊一

　　　　　　　矢野隆志（会計） 総務　　　　　古賀誠次郎

　　　　　　　松岡一則（広報） 会計　　　　  下田幹夫

　　　　　　　岩垣邦彦（同好会） 会計　　　　　坂本公子

　　　　　　　地区委員退任　中島一 会計　　　　　高橋京子

　　　　　　　地区委員新任　池田正雄 広報　　　　　中川宗和

            紅葉会 企画　　　　　金国信太郎

　　　　　　役員　　　原田邦子（兼会計監査）、山多和子(企画） 企画　　　　　田井正治

　　　　　　新任　　　三宮紘代（会計） 企画　　　　　中崎春香

　　　　　　退任　　　山近和恵 同好会　　　 菊池明夫

会計監査　　黒田　隆

平成26年4月21日 社友会本部定期総会（第３４回） 山本支部長 502名

東副支部長

平成26年4月10日 社友会／紅葉会合同春季親睦日帰り旅行の開催　　四国地区委員長
企画
中野うどん学校　手づくりうどん体験・金刀比羅宮詣・栗林公園

参加者４７名（内社友会３６名　同伴者５名、紅葉会１１名）

（内福山４名、四国４名）

平成26年4月4日 通信事業本部経営方針徹底会　 渡邊幹事

平成26年3月31日
バイシャープ運動実績２０,２０９,７６６円（平成２５年４月～平成２６年３
月）

平成26年3月10日
社友会室へものづくり同好会より電波時計寄贈（カイヅカ無垢木の輪
切）

平成26年3月9日 シャープの森作りに参加 504名

古賀誠二郎、金子講治、中尾英一　　3名

平成26年3月7日 カラー複写機リース更新（新モデルに入替え）

平成26年1月29日 社友会広島支部新春懇談会を開催 503名

　　　　場所　事業本部多目的ホール

　　ＤＶＤ視聴にて本部懇談会での会社方針説明を

　　奥田会長　高橋社長より説明

　　御手洗社友会会長　町田特別顧問　の挨拶

　出席者 出席者８６名　

　　会社　：　長谷川常務・ 長谷川副参事 社友会８０名

　　社友会本部　：　御手洗会長 紅葉会６名

平成26年1月6日 新年通信本部方針発表会 松見事務局長

平成26年1月1日 会報　hibiki　６８号　発行 503名

2013年 平成25年12月27日 バイシャープ運動実績　４月～１２月累計　18,171,901円 503名

平成25年12月20日 社友会室の６０型アクオステレビ設置（２０周年記念予算）

平成25年11月19日 社友会広島支部２０周年記念親睦旅行 505名

　～21日 　日光東照宮　鬼怒川温泉　東京スカイツリー他

　　　　　　参加者　　社友会　　３３名

8 



　　　　　　　　　　　　 紅葉会　　　９名

平成25年11月1日 スマホアンケート実施　１４０名（男性１３５名、女性５名）回答、２８名が

従来機からスマホ買い替え需要有り。

平成25年10月26日 シャープの森作りに参加

古賀誠二郎、夘木壯治

平成25年10月3日 本部方針徹底会 東副支部長

平成25年10月1日 会報　hibiki　６７号　発行 506名

平成25年8月1日 会報　hibiki２０周年記念号（６６号発行）ＤＶＤひびきバックナンバー付属 506名

平成25年7月12日 DELL２４インチディスクトップパソコン購入・富士通ＸＰパソコンと入替え

平成25年6月2日 シャープの森作りに参加

金子講治　原田弘 古賀幹事

平成25年5月24日 社友会広島支部２０周年記念総会（本部多目的ホールにて開催） 支部長　　　　山本孝喜 505名

副支部長　　　 東 秀次

　　出席者　　：会社　　　町田相談役 副支部長　　 中西康憲

　　　　　　　　　　　　　　　長谷川常務執行役員 事務局長　　 松見　弘

　　　　　　　　　　　　　　　長谷川副参事 総務　　　　　 渡邊大輔

　　　　　　　　 ：組合　　　阿部執行委員長 総務　　　　　 広瀬雅昭

　　　　　本部社友会　   真副会長 総務ＨＰ　　　森田秀次

　 総務HP      小森山光明

　　　　　　　　社友会　　　１１１名 会計　　　　　 矢野隆志

　　　　　　　　紅葉会　　　　１３名 広報　　　　　 松岡一則

　（会場にて２０周年記念シャープ商品展示即売会実施） 広報　　　　　 中川宗和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　即売実績　535,255円 企画　　　　　 田井正治

            紅葉会 企画　　　　金国信太郎

　　　　　　退任役員　　　徳永照子（代表） 企画　　　　　 中崎春香

　　　　　　　　　　　　　　　吉田巡子（総務） 同好会　　　  岩垣邦弘

　　　　　　　　　　　　　　　光宗紘子（監査） 同好会　　　 菊池明夫

　　　　　　新任役員　　　原田邦子（代表兼監査） 会計監査　　 黒田　隆

　　　　　　　　　　　　　　　山多和子（総務）

各同好会及び各地区で２０周年イベント開催

⑮テニス同好会発足

平成25年4月15日 社友会本部総会に出席 山本支部長 502名

東副支部長

平成25年4月10日 社友会／紅葉会合同春季親睦日帰り旅行の開催 502名

 蒜山／倉吉

　　参加者　社友会　４１名

　　　　　　　紅葉会　　８名

平成25年4月1日 テニス同好会発足　増田リーダー

平成25年3月10日 シャープの森作りに参加 493名

古賀幹事

平成25年3月1日 自動車学校法人会員割引制度発足（東広島自動車学校

東広島自動車学校、加茂自動車学校、道祖園自動車学校

平成25年1月29日 社友会広島支部新春懇談会を開催 489名

　　　　場所　事業本部多目的ホール

　　ＤＶＤ視聴にて本部懇談会での会社方針説明を

　　片山会長　奥田社長より説明

　　御手洗社友会会長　町田相談役　の挨拶

　出席者 出席者９５名　

　　会社　：　大畠本部長・総務部長 長谷川副参事 社友会９１名
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　　組合　：　阿部執行委員長 　紅葉会４名

平成25年1月6日 新年通信本部方針発表会 東　副支部長

平成２４年９月～１２月 シャープ製品「一人一品運動」購入実績集計　14,268千円

平成25年1月1日 会報　hibiki　６５号　発行 489名

2012年 平成24年11月15日 社友会、紅葉会　合同秋季親睦日帰り旅行 466名

　　京都　善峯寺　錦市場他

　　参加者　社友会　４３名

　　　　　　　 紅葉会　　９名

平成24年10月26日 会社幹部との懇談会実施

　　会社より大畠本部長・長谷川副参事に

　　出席戴き会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会を実施

平成24年10月21日 シャープの森作りに参加

金子講治、山本達雄、冨木泰

平成24年10月12日 通信事業本部下期方針説明会に出席

松見幹事出席

平成24年10月3日 通信事業本部方針説明会に出席

松見事務局長

平成24年10月1日 会報　hibiki　６４号　発行 465名

平成24年9月19日 社友会広島支部　（蚤の市・倉庫市）を開催 社友会支部全役員 459名

　　通信システム事業本部弟３工場正面ロビーにて

　　商品を展示しＳＥＭＣ中国統括の社員が商品説明対応

　　　　総来場者　185名　　販売金額 7,289千円

平成24年8月4日 通信事業本部　サマーフェスティバルに出店参加 社友会・紅葉会の 455名

　　売店を設けてお茶ジュース飲料と野菜の即売を実施 全役員

　　・野菜は会員の家で栽培した新鮮野菜を即売し完売

平成24年7月1日 会報　hibiki　６３号　発行 455名

平成24年6月3日 シャープの森作りに参加

中崎幹事、金子講治、原田弘、進藤秀典、夘木壯治

平成24年5月25日 弟19回広島支部定期総会（本部多目的ホールにて開催 支部長　　　山本孝喜 453名

　　出席者　　　：会社　高田部長 副支部長　　　 東 秀次

　　　　　　　　　　　　　　 長谷川副参事 副支部長　 中西康憲

　　　　　　　　　 ；組合　 阿部委員長 事務局長　 松見　弘

                   ：社友会　89名 総務　　　　 渡邊大輔

　　　　　　　　　　 紅葉会   9名 総務　　　　 広瀬雅昭

総務ＨＰ　　森田秀次

     退任役員　　弓井克己（広報担当） 総務HP     小森山光明

　　　　　　　　　　 山根行雄（企画担当） 会計　　　　 矢野隆志

広報　　　　 松岡一則

　　　新任役員　　中川宗和（広報担当） 広報　　　　 中川宗和

　　　　　　　　　　　菊池明夫（同好会担当） 企画　　　　 田井正治

企画　　　金国信太郎

企画　　　　 中崎春香

同好会　　  岩垣邦弘

同好会　　　 菊池明夫

会計監査　　　 黒田　隆

平成24年4月17日 社友会/紅葉会合同春季親睦一泊旅行開催

　～18日 　・熊本の阿蘇～黒川温泉他

　参加者　　社友会　33名

　　　　　　　 紅葉会  13名
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平成24年4月16日 社友会本部総会及び支部長連絡会 支部長　　　　山本孝喜

副支部長　　　 東 秀次

平成24年4月6日 通信事業本部方針説明会に出席 渡邊幹事

平成24年4月1日 会報　hibiki　６２号　発行 449名

平成24年3月11日 シャープの森作りに参加

　夘木さん参加

平成24年1月24日 社友会新年年賀会開催　（本部より全支部テレビ中継） 社友会・紅葉会の 441名

全役員

　今年も本部より各支部（東北、東京、中部、広島、九州）

　をテレビ中継にて実施されました。

　中継終了後は、広島支部年賀会を開催し盛大時に

　終了しました。

　出席者

　　会社　：　大畠本部長・高田総務部長

　　組合　：　阿部執行委員長

　　社友会会員　91名

　　紅葉会　　　　 9名

　　　＊　同好会の案内をＢＩＧ　ＰＡＤにて説明展示

平成24年1月1日 会報　hibiki　６１号　発行 中西副支部長 433名

松岡幹事

2011年 平成23年11月27日 シャープの森づくりに参加
東広島憩いの森公園にて通信事業本部主催で社友会も
参加者　1名  原田　弘

平成23年11月9日 社友会、紅葉会　合同秋季親睦日帰り旅行 428名

　　姫路城　花鳥園他

　　参加者　社友会　３２名

　　　　　　　 紅葉会　１２名

平成23年10月28日 会社幹部との懇談会実施

　　会社より大畠本部長・高田総務部長・長谷川副参事に

　　出席戴き会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会実施

平成23年10月26日 ｸﾞﾘｰﾝフロント堺工場の見学
　・当日は堺工場にて佐治社長のご挨拶も頂き先進の工場を見学しまし
た。
　　参加者２０名

平成23年10月3日 通信事業本部方針説明会に出席 渡邊幹事

平成23年10月1日 会報　hibiki　６０号　発行 中西副支部長 425名

松岡幹事

平成23年7月30日 通信事業本部　サマーフェスティバルに出店参加 社友会・紅葉会の

　　売店を設けてお茶ジュース飲料と野菜の即売を実施 全役員

　　・野菜は会員の家で栽培した新鮮野菜を即売し早々に完売。

平成23年7月1日 会報　hibiki　５９号　発行 中西副支部長 410名

松岡幹事

平成２３年６月 　社友会、紅葉会合同夏季親睦一泊旅行開催

　６日～７日 　立山　黒部アルペンルート　他

　　参加者　　社友会　２４名

　　　　　　　　 紅葉会　　４名

平成23年6月5日 シャープの森づくりに参加 407名

　東広島憩いの森公園にて通信事業本部主催で社友会も参加

　　　参加者２名 東副支部長

平成23年5月31日 社友会員２００名　東日本大震災義援金　　638,000円
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５月３１日中国新聞八本松販売所を通じ社会福祉法人中国新聞社会事
業団へ寄付
宮城県東松山市災害ボランティアセンター
土のう袋3,000袋、軍手240組(11,9310円相当）
６月２日追加送付、土のう袋2,600袋、軍手360組

平成23年5月27日 第18回広島支部定期総会(本部多目的ホールにて開催) 支部長　　　山本孝喜 406名

　　出席者　　: 会社　高田部長 副支部長　　東 秀次

　　　　　　　　　　　　　　長谷川副参事 副支部長　　中西康憲

　　　　　　　　　:組合　阿部委員長 事務局長　 松見　弘

　　　　　　　　　社友会　76名　　紅葉会　7名 総務　　　　 渡邊大輔

　　写真展示　　　写そう会 総務　　　　 広瀬雅昭

総務ＨＰ　　森田秀次

　夏季一泊旅行は立山黒部アルペンるーとに決定した旨説明。 総務HP     小森山光明

会計　　　　 矢野隆志

広報　　　　 松岡一則

　退任役員　　伊藤福寿(総務HP担当) 広報　　　　 弓井克己

                      柴垣孝佳(広報担当) 企画　　　　 山根行雄

                      村上孝一(企画担当) 企画　　　　 田井正治

   新役員　　　黒田隆　　(会計監査) 企画　　　金国信太郎

                     小森山光明　(総務HP担当) 企画　　　　 中崎春香

                     中崎春香　(企画担当) 同好会　　　 岩垣邦弘

                     金国信太郎(企画担当) 会計監査　 黒田　隆

平成23年4月22日 定例役員会ペーパーレス会議開始

平成23年4月18日 社友会本部総会及び支部長連絡会 　山本支部長出席

平成23年4月1日 会報　hibiki　５８号　発行 中西副支部長 403名

松岡幹事

通信事業本部方針説明会に出席 東副支部長出席

平成23年3月13日 シャープの森づくり 404名

　参加者　12名 東副支部長

平成23年1月20日 社友会新年年賀会開催　（本部より全支部テレビ中継） 社友会・紅葉会の

　今年も本部より各支部（東北、東京、中部、広島、九州） 全役員

　をテレビ中継にて実施されました。

　中継終了後は、広島支部年賀会を開催し盛大時に終了しました。

　出席者

　　会社　：　山下副本部長・高田総務部長

　　組合　：　阿部執行委員長

　　社友会会員　87名

　　紅葉会　　　　 9名

　　　＊　写そう会写真展示

平成23年1月10日 DELLノートパソコン購入

平成23年1月6日 新年通信本部方針発表会 399名

平成23年1月1日 会報　hibiki　５７号　発行 中西副支部長

柴垣幹事・松岡幹事

2010年 平成22年11月10日 社友会、紅葉会　合同秋季親睦日帰り旅行 392名

　小豆島観光

　参加者　　社友会　38名

　　　　　　　紅葉会　7名

平成22年10月22日 会社幹部との懇談会実施 支部役員

　　会社より大畠本部長・高田総務部長・長谷川副参事に 紅葉会役員

　　出席戴き会社現状報告と支部役員・紅葉会役員との懇談会を実施。
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平成22年10月17日 シャープの森　　参加者７名

平成22年9月24日
９月度定例役員会でＴＶ会議開始・四国、山陰、岡山、社友会室と繋がっ
た。

平成22年10月1日 会報　hibiki　５６号　発行 中西副支部長 ３８９名

ｸﾞﾘｰﾝフロント堺工場の見学 柴垣幹事・松岡幹事
　・当日は堺工場にて佐治社長のご挨拶も頂き先進の工場を見学しまし
た。
　参加者　　　４２名  〈内女性　２名)

平成22年7月31日 通信事業本部　サマーフェスティバルに出店参加 社友会・紅葉会の

　　売店を設けてお茶ジュース飲料と野菜の即売を実施 全役員

　　・ジュース・お茶・ソーダスポーツ飲料を販売し完売。

　　・野菜はかいいんので家で栽培した新鮮野菜を即売し早々に完売。

平成22年7月1日 会報　hibiki　５５号　発行 中西副支部長 ３８４名

メール会員は希望者を除きコピー版配布廃止。ＨＰでカラー版配信。 柴垣幹事・松岡幹事

平成２２年６月 　社友会、紅葉会合同夏季親睦一泊旅行開催 ３８１名

　１５～１６日 　　長崎ハウステンボス他

　　　　参加者　　社友会３９名、紅葉会８名。

平成22年6月6日 シャープの森づくりに参加

　東広島憩いの森公園にて通信事業本部主催で社友会も参加。

　　　参加者９名 東副支部長

平成22年5月28日 第17回広島支部定期総会(ラポール広島にて) ３７９名

    出席者　: 会社　　高田部長   支部長　　　山本孝喜

　　　　　　　　: 組合 : 阿部委員長 　副支部長　東　秀次

　　　　　　　　社友会　82名　　紅葉会　9名 　副支部長　中西康憲

　　写真展示　　　　写そう会 　事務局長　松見　弘

　　ストレッチ体操　広島スポーツセンター　　菊池所長 　総務　　　　渡辺大輔

　総務　　　　広瀬雅昭

　総務HP     伊藤福寿

　夏季一泊旅行は長崎ハウステンボスに決定した旨 　総務HP     森田秀次

　説明。 　会計　　　　矢野隆志

　広報　　　　松岡一則

　退任役員　　　山口春香(代表幹事) 　広報　　　　柴垣孝佳

                        山本善久（幹事) 　企画　　　　山根行雄

　企画　　　　田井正治

  新役員　　　　　矢野隆志(会計担当) 　企画　　　　村上孝一

                         広瀬雅昭(総務担当) 　同好会　　岩垣邦弘

広島地区、関西・中部・関東、福山地区設置 　会計監査　弓井克己

⑬ものづくり　⑭アマチュア無線　同好会発足

平成22年4月8日 通信事業本部方針説明会に出席 山本支部長 ３７８名

東、中西副支部長

平成22年4月1日 会報　hibiki　５４号　発行 中西副支部長 ３７２名

柴垣幹事・松岡幹事

平成22年1月21日 社友会新年年賀会開催　（本部より全支部テレビ中継） ３６１名

　今年も本部より各支部（東北、東京、中部、広島、九州） 社友会全役員

　をテレビ中継にて実施されました。

　中継終了後は、広島支部年賀会を開催し盛大時に終了しました。 紅葉会全役員

　出席者

　　会社　：　執行役員　大畠通信本部長・高田総務部長

　　組合　：　阿部執行委員長

　　社友会会員　９3名　、紅葉会１０名

　　　＊　写そう会写真展示
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　　　＊　秋季１泊旅行　スナップ写真展示

平成22年1月6日 新年通信本部方針発表会 ３６１名

東副支部長、柴垣幹事

平成22年1月1日 「hibiki５３号｝発行 中西副支部長

柴垣幹事・松岡幹事

2009年 平成21年12月1日 法人会員証発行　中国産業カモボール、ホットカモ、HOTEL  KAMO

ホテル日航ハウステンポス、会員割引制度発足。

平成21年10月23日 会社幹部との懇談会実施 支部役員

　会社より大畠本部長、高田総務部長に出席戴き会社の 紅葉会役員

　現状報告と支部役員、紅葉会役員との懇談会実施

平成２１年１０月 社友会、紅葉会合同秋季親睦１泊旅行開催 社友会、紅葉会の ３４９名

　１４日～１５日 　　　壱岐方面観光 全役員

　　　　　参加者　：　社友会：　３７名　（夫婦　７組含む）、紅葉会９名

平成21年10月1日 　「hibiki 52号」発行 中西副支部長

柴垣幹事・渡邊幹事

松岡幹事

平成21年10月8日 事業本部経営方針発表会に参加

　　　出席者　：　中西副支部長　・　山口代表幹事

平成２１年９月 東広島合同写真展に写そう会が出展 ３４３名

　１２日～２３日 　　東広島立美術館で開催された東広島合同写真展に
　　写そう会が出展、他に近代工学部写真部、他６団体が出展盛大に開
催された。
　　　　見学者　：　　８６８　名

平成21年8月1日 通信本部サマーフェステイバルに参加 社友会、紅葉会の ３４０名

　　売店を設けてコーヒーショップと野菜の即売を行う 全役員

　　　＊本格的焙煎コーヒーでホットとアイスを販売

　　　＊野菜は会員の家で栽培した新鮮野菜を即売し早々に完売した。

平成21年7月1日 　「hibiki 51号」発行 中西副支部長

柴垣幹事・渡邊幹事

松岡幹事

平成21年6月17日 通信本部熊鷹神社参拝 山本支部長

　参列者

　　会社幹部、関連協力会社幹部及び　組合支部長

平成21年6月7日 ”シャープの森つくり”に参加

　　竜王山憩いの森にて通信事業本部主催で社友会も参加。

　　　　参加者　：　荒木夫妻　、　稲葉さん、村上夫妻。

平成21年5月22日 第１６回広島支部定期総会　（ラポール広島にて） 327名

　　出席者　：　会社　： 樋口　部長

　　　　　　　　　　組合　：阿部　委員長 支部長　　  山本孝喜

　　　　　　　　　　社友会　79　名　　　紅葉会：　10　名 副支部長　 東　秀次

副支部長　 中西康憲

　　写真展示　       ：　写そう会 代表幹事　 山口春香

　　ストレッチ体操　：　広島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　菊池所長 総務　　　　 山本善久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸口　講師 総務　　　　 藤山明彦

総務HP　　 伊藤福寿

　秋季１泊旅行は西九州＆壱岐島観光に決定した主旨説明。 総務HP　　 森田秀次

退任役員　：　吉久清春　（支部長） 会計　　　　 松見　弘

　　　　　　　　 　川田正勝　（同好会） 広報　　　 　渡邊大輔

　　　　　　　　　 樫見茂雄　（会計監査） 広報　　　　 松岡一則
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　　　　　　　　　 稲葉和雄　（会計） 広報　　　　 柴垣孝佳

企画　　　　 山根行雄

新役員　：　　 藤山明彦　（総務） 企画　　　　 田井正治

　　　　　　　　　 松見　弘　（会計） 企画　　　　 村上孝一

　　　　　　　　　 松岡一則　（広報） 同好会　　  岩垣邦弘

　　　　　　　　　 弓井克己　（会計監査） 会計監査　 弓井克己

平成21年4月23日 紅葉会・社友会合同春季親睦日帰り旅行

　　嵐山・御所（天皇・皇后結婚５０周年特別公開見学） ３２１名

　　　　参加者が多くバス２台に分乗して盛大に実施しました。

　　　参加者　：　７１　名

　　　　　社友会　：　５９名　　　紅葉会：　１2名　（夫婦１５組）

平成21年4月21日 カラー複写機導入

平成21年4月8日 通信事業本部方針説明会に３名出席 吉久支部長 318名

山口代表幹事、東幹事

平成21年4月1日 　「hibiki 50号」発行 中西幹事・柴垣幹事

渡辺幹事

平成21年3月27日 ２０周年記念行事推進委員会発足

　　推進委員メンバー

　　　　山口代表幹事・東副支部長・中西副支部長

　　　　山本幹事・岩垣幹事・山根幹事・稲葉幹事・森田幹事・山口会員

平成21年1月22日 社友会新春年賀会 ３００名

　　全支部テレビ中継年賀会（通信本部大集会室にて）

　　　蛇草会長ご挨拶　・　町田会長ご挨拶

　　　片山社長方針説明

　　　会社役員紹介　・　辻相談役ご挨拶

　　広島支部年賀会

　　　会社　　　長谷川常務　・　千田副参事

　　　組合　　阿部支部長

　　　参加者　：　社友会　８４名　　紅葉会　：　９名

　　　　　　　　　　合計　：　９３名

　　　ストレッチ　：　菊池館長　シスタント１名

　　　新入会員紹介　・　同好会紹介、ビンゴゲーム

平成21年1月5日 会社新年方針発表会に出席 吉久支部長

山口代表幹事、東幹事

平成21年1月1日 　「hibiki ４9号」発行 中西幹事・柴垣幹事

渡辺幹事

2008年 平成20年11月24日 会社幹部との懇談会

　　会社　　　新井福本部長　・　千田副参事 社友会・紅葉会全役員

　　　　　　　　　　会社側より現状報告、特に携帯電話は

　　　　　　　　　　販売数量ダウンにより売り上げ大幅ダウン

　　　　　　　　　　しかし、今後の新製品で回復予定

　　社友会　全役員　　　紅葉会　全役員

　　　　　　　　　　社友会側より現状の活動報告説明

平成20年10月20日 秋季親睦２泊沖縄旅行

  ～10月22日 　　　参加者　：　 社友会　・　２１名　　紅葉会　・　１１名

　　　　　ひめゆりの塔・平和記念公園・座喜味城跡他、観光。

　　　　　　　　　　　　　参考　：　費用　￥６３０００

平成20年10月7日 2008年度下期経営方針徹底会 吉久支部長 291名

　　社友会より　４名の方が出席 山口代表幹事、東幹事

15 



柴垣幹事

平成20年10月1日 　「ひびき４8号」発行 中西幹事・柴垣幹事

渡辺幹事

平成20年8月2日 シャープサマーフェステバルに社友会、紅葉会合同で参加する。 企画担当役員を中心に ２８２名

　　水割り＆野菜の販売を行う 全役員が協力

　　　販売ブースを会社より提供戴き、会員よりウイスキー

　　　、野菜を無償提供戴き販売、ほぼ、完売する。

　　　　　　売り上げ　　約　￥２４,０００円

平成20年7月1日 　「ひびき４7号」発行 中西幹事・柴垣幹事

渡辺幹事

平成20年5月23日 第１５回広島支部定期総会　（ラポール広島にて） ２７８名

　　出席者　：　　１０３名

　　　　　　　　　　　　社友会　８９名　　紅葉会　：　１４名

　　　　　来賓　　総務：　樋口部長　・　千田副参事

　　　　　　　　　　労組：　一木委員長

　　　　　　　　　　健保：　松本副参事

　　退任役員　：　大久保進也（広報）・河上國男（同好会）

　　新役員　：　 伊藤福寿（ホームページ担当）

　　　　　　　　　  森田秀次（ホームページ担当）

　　　　　　　　　　柴垣孝佳（広報担当）

　　　　　　　　　　渡辺大輔（広報担当）

　　　　　　　　　　村上孝一（企画担当）

　　　　　　　　　　岩垣邦弘（同好会）

・地区委員設置（岡山、四国、山陰、山口）

平成20年4月1日 　「ひびき４6号」発行 大久保幹事・中西幹事

平成20年3月7日 事業本部総務との意見交換実施

　　「社友会のあり方について」

　　　主席者　：　総務部　樋口部長　千田副参事

　　　社友会　：　吉久支部長　山本副支部長

平成20年1月22日 社友会全支部合同テレビ中継新春年賀会 ２７０名

　　本部２F多目的ホールにて 社友会・紅葉会

　　　　参加人員 　全役員

　　　　　　社友会　69　名　　紅葉会　12名

 　会社より新井副本部長　・　樋口総務部長　・　千田副参事

　組合より一木委員長　の各氏の参加を戴きました。

　　＊　同時に写真同好会作品展示会開催

　　　　　　今回は、展示作品に対して年賀会参加者

　　　　　　全員に下記内容にてアンケートを戴き

　　　　　　最後に抽選で展示作品を提供戴き、大変好評でした。

　　　　　　次回も継続要望がありました。

　　　　　　アンケート内容

　　　　　　　①　１番良いと思った作品

　　　　　　　②　１番ほしい作品

平成20年1月7日 会社新年度方針発表会 ２７０名

　　吉久支部長・山本副支部長・東総務幹事の3名が出席した。

平成20年1月1日 　「ひびき４5号」発行 大久保幹事

中西幹事

2007年 平成1９年１2月 岡田　幹事退任

平成1９年１１月 秋季親睦１泊旅行　（社友会、紅葉会　合同開催） ２６５名
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　１４日～１５日 　世界遺産　白川郷と高山街並み＆郡上八幡散策の旅

　　参加者　　社友会　：　28名　（内夫婦　7組）

　　　　　　　　  紅葉会　：　１3名

　　　　　　　　　　　　　　合計　　４１名　２日間天気で無事終了

平成19年10月27日 シャープの森植樹に参加 吉久支部長

　　原誠吾氏・荒木夫婦 東、稲葉、岡田幹事

平成19年10月26日 会社幹部との懇談会実施 社友会・紅葉会

　　会社　：　新井副本部長　・　千田副参事 役員全員

平成19年10月4日 通信本部下期方針説明会 山本副支部長

東幹事

平成19年10月1日 　「ひびき４4号」発行 大久保幹事

中西幹事

平成19年7月3日 第２回　写真・絵手紙合同展示会開催 川田幹事　他

～８日 　　　　場所　：　市民ギャラリーにて

　　　　来客数　：　３７３名　（前年より＋２６名）

平成19年7月1日 　「ひびき４３号」発行 大久保幹事

中西幹事

平成19年5月25日 第１４回広島支部定期総会・第１３回紅葉会定期総会 社友会/紅葉会 248名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ラポール広島にて）

　　　出席者　：　９２名　（懇親会　：　８８名） 支部長　　吉久　清春

　　　　　　　　　　社友会　：　７６名 副支部長 山本　孝喜

　　　　　　　　　　紅葉会　：　１６名 代表幹事 山口　春香

　＊写そう会作品展示会実施 総務　　　 東　　 秀次

総務　　　 山本　善久

　＊マジックショウ　開催 会計　　　 稲葉　和雄

　　　俵　浩一郎氏とそのグループ 広報　　　 大久保進也

広報　　　 中西　康憲

　＊　退任幹事　中野　英勝氏　・　相馬　実氏 同好会　  河上　國男

　　　　　　　　　　　谷水　毅氏 同好会　  川田　正勝

企画　　 　山根　行雄

　＊　新任幹事　山本　孝喜氏　・　稲葉　和雄氏 企画　　 　細井　博文

　　　　　　　　　　 中西　康憲氏　・　田井　正治氏 企画　　　 田井　正治

　　　　　　　　　　 岡田　吉正氏 会計監査 樫見　茂雄

HP 　　　　岡田　吉正  

平成19年4月19日 紅葉会主催/社友会合同　春季レクレーション 紅葉会/社友会

　　松江市内観光

　　　　堀川遊覧・松江フォーゲルパーク

　　参加人員

　　　　　紅葉会  17名

　　　　　社友会　２６名

　　　　　合計　　４３名

平成19年4月17日 山陰地区会員で地区会開催 山根幹事

平成19年4月1日 （ひびき４２号）発行 大久保幹事

平成19年1月23日 社友会新春年賀会開催 社友会/紅葉会 ２３９名

　　本部と東京・栃木・九州・広島の各支部をテレビ中継

　　にて合同開催

　　　　通信本部２F多目的ホールにて

　　参加者：社友会ー６８名　　紅葉会ー１２名

　　　　　　　　合計：８０名
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　　　　　会社より、長谷川本部長・樋口総務部長、千田副参事の3名に
参加頂いた。

平成19年1月1日 [ひびき４1号]　発行 大久保幹事

200６年 平成18年11月18日 シャープの森植樹に参加 吉久支部長

平成１８年１１月 秋の親睦１泊旅行・社友会/紅葉会主催 社友会/紅葉会

１５～１６日 　九州の温泉・史跡建物・紅葉の自然散策を楽しむ旅

　　嬉野温泉

　　　参加　社友会　２８　名　　紅葉会　１３　名

　　　　（男性　２１名　　女性　２０名）

平成18年10月5日 通信（シ）経営基本方針発表会に参加

    役員　３名が参加

平成18年10月1日 [ひびき４０号]　発行 大久保幹事

HP担当幹事　：　東　総務担当幹事が兼任

平成１８年９月 車角幹事退任

平成１８年８月 コピー機の新規導入（SHARP リース契約） 東　幹事

         機種名　：　AR-266FP

　　東幹事協力のもパソコン、FAXと連動したデジタル

　　複合機を導入社友会業務の効率化を図る。

平成18年7月1日 [ひびき３９号]　発行 車角幹事/大久保幹事

平成１８年６月 DEL製パソコン購入（ソフトはウインドウズXP） 車角幹事/東幹事

平成18年5月26日 第１３回広島支部定期総会・第１２回紅葉会定期総会 支部長　　吉久　清春 ２２１名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　ラポール広島にて） 副支部長 中野　英勝

　　　出席者　６９名　名（参考　懇親会出席：６７名） 代表幹事 相馬　　実

            社友会　：　６９名

　　　　　紅葉会　：　１７名 総務　　　 東　　 秀次

総務　　　 山本　善久

　＊ホームページ担当幹事１名増員 会計　　　 山口　春香

広報　　　 車角　裕規

　＊写そう会作品展示会実施 広報　　　 大久保進也

同好会　  河上　國男

　＊第３工場見学実施 同好会　  川田　正勝

　　　　懇親会終了後希望者を対象に見学実施 企画　　 　山根　行雄

企画　　 　細井　博文

企画　　　 谷水　　毅

会計監査 樫見　茂雄

HP担当 　未定  

平成18年4月20日 春の日帰り旅行・社友会/紅葉会

　　瀬戸の楽園・小豆島 社友会/紅葉会

　　参加人員・　社友会　３０　名　　紅葉会　２０名

平成18年4月18日 東広島市民ギャラリーで写そう会/絵手紙の合同 川田幹事

～２２日 作品展開催　　見学者・・３５０名

平成18年4月17日 本部定期総会 吉久支部長

平成18年4月8日 地区委員（山陰）及び会員との懇談会実施 山根幹事

　　山根幹事の協力のもと地区委員・山澤氏と

　　山陰地区会員・杉野、原田、前田、片桐の各氏と懇談会実施。

平成18年4月5日 通信（シ）経営基本方針発表会に参加 吉久支部長

山口幹事、谷水幹事

平成18年4月1日 [ひびき３８号]　発行 車角幹事/大久保幹事

平成18年1月27日 新年賀詞交換会とセミナー・紅葉会と合同 谷水幹事・細井幹事・
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セミナーのテーマ：福利厚生に関するコンサルテイング 山根幹事

写そう会第３回作品展を実施

　参加人員　：　社友会７２　名

　　　　　　　　　　紅葉会１１　名

平成１８年１月 通信（シ）新年度基本方針発表会に参加

平成１８年１月 社友会広島支部　ホームページ開設 車角幹事

　車角幹事の協力により無事開設

平成18年1月1日 [ひびき３７号]　発行 車角幹事/大久保幹事

2005年 平成１７年１２月３１ 退任　：　佐々木幹事

１７年１２月１６日 会社幹部との懇談会 役員全員出席

大畠副本部長・千田副参事

平成17年12月10日 ダンススポーツ同好会主催のクリスマスランチダンスパーテイー開催 川田幹事/河上幹事

平成１７年１１月８～９日 秋の親睦１泊旅行・社友会/紅葉会主催 社友会/紅葉会

　参加人員・４０名

　　天理技術ホール見学/赤穂近辺散策

平成17年10月1日 [ひびき３６号]　発行 車角幹事/大久保幹事

平成17年7月1日 [ひびき３５号]　発行 車角幹事/大久保幹事

平成17年6月20日 春の親睦会旅行・紅葉会主催/矢野温泉・あやめ荘 もみじ会　平委員

    参加人員　　社友会ー１７名　　紅葉会ー２１名

平成17年5月20日 第１２回広島支部定期総会・第１１回紅葉会定期総会 支部長　　吉久　清春 １９１名

企画担当幹事　1名増員 副支部長 中野　英勝

役員一部交代 代表幹事 相馬　　実

退任役員：出口支部長・西尾幹事 幹事

新任役員：山本幹事・谷水幹事・樫見幹事・ 総務　　　 東　　 秀次

                山根幹事 総務　　　 山本　善久

写そう会第２回作品展を実施 会計　　　 山口　春香

広報　　　 車角　裕規

広報　　　 大久保進也

同好会　  河上　國男

同好会　  川田　正勝

企画　　 　山根　行雄

企画　　 　細井　博文

企画　　　 谷水　　毅

企画　　　佐々木　和治

会計監査 樫見　茂雄

平成17年4月25日 広島支部社友会室にインターネット回線開設

平成17年4月18日 本部定期総会 吉久副支部長

平成17年3月18日 平成あそび隊発足・リーダー松岡良明氏

緊急連絡体制改定

　電話による連絡とＥメールによる連絡体制に改定

平成17年1月21日 新年賀詞交換会とセミナー・紅葉会と合同

セミナーのテーマ：保険に関するコンサルテイング

写そう会第1回作品展を実施

2004年 平成16年12月19日 ダンススポーツ同好会主催のクリスマスランチダンスパーテイー開催

平成16年12月17日 第128回役員会にて規約一部改定

・岡山、四国、山陰、山口地区に地区委員を設置 四国地区：谷井　一夫

・活動費の支給 岡山地区：池田　征三郎

・支部行事への非会員の参加 山陰地区：山澤純一

・顧問の選任について 山口地区：松田正博
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・同好会援助金区分の追加

平成16年12月6日 緊急連絡体制（訃報）の見直しアンケート実施

平成16年12月6日 平成17年度の日直当番受諾の調査実施

平成16年11月19日 会社幹部との懇談会

大畠副本部長・千田副参事

平成16年11月９～１0日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同/天理工場見学・伊勢神宮参拝

平成16年11月2日 写そう会（写真同好会）発足・リーダー谷水　毅氏

平成16年10月15日 第126回役員会に遠隔地会員4名の方にオブザーバーとして特別参加。

平成16年9月1日 通信システム事業本部総務部労務担当副参事交代

重政副参事に代り千田副参事が就任

平成16年5月24日 社友会本部会長交代

幸  實氏に代わり蛇草實太郎氏が就任

平成16年5月16日 通信システム事業本部総務部長交代

堂本部長に代り樋口部長が就任

平成16年5月21日 第１１回広島支部定期総会・第１０回紅葉会定期総会 役員１３名全員留任 １７１名

新同好会：ダンススポーツ・絵手紙同好会発足

平成16年5月8日 絵手紙同好会スタート：リーダー川田正勝氏

平成16年5月6日 ダンススポーツ同好会スタート：リーダー江頭敏晴

平成16年4月21日 社友会本部主催の亀山工場見学会

出口・吉久・佐々木・東・新山の５名が参加した

平成16年4月19日 本部定期総会 出口支部長

平成16年4月6日 春の親睦会旅行・紅葉会主催/柳井・大島温泉・岩国錦帯橋

平成16年1月19日 第２回日直当番受諾可否調査票郵送

調査対象期間：平成１６年５月～平成１７年４月

平成16年1月16日 平成１６年新年会＆セミナー・紅葉会と合同
セミナーのテーマ：「平成１５年度の所得税の確定申告」の書き方＆「高
齢者の
健康管理及びストレッチ体操」

平成１６年１月 定期配布物の配布作業を、役員による輪番制にした

平成１６年１月 日直当番要員拡大
平成１５年９月末の東広島市内在住の会員を対象とした日直当番の受
諾可否
の調査結果、１月より新たに３７名増員、合計６０名で実施する事になっ
た

平成15年12月19日 第１１８回役員会 総務　　　　東　　秀次

総務担当幹事１名増員・東　秀次　氏総務担当就任

2003年 平成１５年１１月１３～１４日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同/天草温泉・島原半島

平成15年10月31日 広島支部会員対象に生活実態のアンケート調査実施

平成15年10月17日 会社幹部との懇談会

堂本部長・重政副参事

平成15年9月26日 東広島市在住会員対象に日直当番受諾可否調査票郵送

調査対象期間：平成１６年１月～４月

平成15年8月4日 社友会室移転

第３工場２階から、ラポール広島に移転した

平成15年6月20日 役員の具体的業務（マニュアル）完成

平成15年5月16日 第１０回広島支部定期総会・第９回紅葉会定期総会 支部長　　出口　昌孝 １４１名

役員一部交代 副支部長 吉久　清春

退任役員：吉岡副支部長・松浦幹事 代表幹事 相馬　　実

新任役員：中野幹事・山口幹事 幹事

総務　　　 西尾　　弘

会計　　　 中野　英勝

広報　　　 車角　裕規

20 



広報　　　 大久保進也

同好会　  河上　國男

同好会　  川田　正勝

企画　　 　佐々木和治

企画　　 　細井　博文

会計監査 山口　春香

平成15年4月21日 本部定期総会 出口支部長

平成15年4月12日 春の親睦旅行・紅葉会主催/旧閑谷学校・宮本武蔵の里

平成15年1月17日 平成１５年新年会・紅葉会と合同

賀詞交換会に先立ち、厚生年金基金・健康保険法改正セミナーを実施

2002年 平成１４年１１月１２～１３日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同/足摺・四万十川・桂浜

平成14年9月20日 会社幹部との懇談会：庄野参事・稲葉副参事

＆山本孝喜市議会議員の市政報告会

平成14年5月17日 第９回広島支部定期総会・第８回紅葉会定期総会 支部長　　出口　昌孝

役員一部交代 副支部長 吉岡　秀卓

退任役員：濱川幹事 代表幹事 相馬　　実　

新任役員：川田幹事 幹事

その他の役員は留任 広報　　　 車角　裕規

広報　　　 大久保進也

同好会　  川田　正勝

同好会　　河上　國男

企画　　　 佐々木和治

企画　　　 細井　博文

会計　　　 松浦　義弘

総務　　　 西尾　　弘

会計監査 吉久　清春

平成14年4月22日 本部定期総会 出口支部長

平成14年4月13日 春の親睦旅行・紅葉会主催/木次の桜並木と湯ノ川温泉

平成14年4月6日 九州支部設立総会

会員数４７名で九州支部として独立した

出口支部長が広島支部を代表して出席した

平成14年1月26日 平成１４年新年会・紅葉会と合同/みはらし温泉にて

2001年 平成13年11月26日 社友会室移転

第3工場2階  食堂の北側へ（以前より広く窓がある）

平成13年11月18～19日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同/下関・杖立温泉・湯布院へ

平成13年10月31日 広島支部会員数が１００名を越えた １０３名

平成13年10月19日 会社幹部との懇談会実施

庄野参事・中野副参事

平成13年7月8日 グランドゴルフ同好会スタート・リーダー 河上氏

平成13年5月18日 第８回広島支部定期総会・第７回紅葉会定期総会 支部長　　出口　昌孝 ８８名

役員４名が交代 副支部長 吉岡　秀卓

退任役員：山田支部長・新田幹事・石井幹事 代表幹事 相馬　 実　

　　　　　　　島田幹事（平成１３年５月６日ご逝去） 幹事

新任役員：吉久・大久保・河上・西尾の各幹事 広報　　　 車角　裕規

広報　　　 大久保進也

同好会　　濱川　　康

同好会　　河上　國男

企画　　 　佐々木和治

企画　　 　細井　博文
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会計　　 　松浦　義弘

総務　　 　西尾　　弘

会計監査 吉久　清春

平成13年4月7日 春の親睦旅行・紅葉会主催/奥道後温泉へ

平成１３年３月 広島支部会員対象に健康アンケート調査実施

平成13年1月29日 平成１３年新年会・紅葉会と合同/毘沙門長寿村にて

2000 平成12年12月15日 会社幹部との懇談会実施

松本本部長・庄野部長・中野副参事

平成12年11月１４～15日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同/平戸温泉グルメの旅

平成12年6月7日 九州分会定期総会 出口支部長

平成12年5月19日 第７回広島支部定期総会・第６回紅葉会定期総会 支部長　　山田　　順 ６８名

役員一部交代 副支部長 出口  昌孝

退任役員：藤井幹事 代表幹事 新田　　保

新任役員：相馬幹事 幹事

その他の役員は留任 広報　　　 島田　博之

広報　　　 車角　祐規

同好会　　濱川　　康

同好会　　細井　博文

企画　　　 佐々木和治

企画　　　 松浦　義弘

会計　　　 石井　　叶

総務　　　 吉岡　秀卓

会計監査　相馬　　実

平成12年4月8日 春の親睦旅行・紅葉会主催/防府天満宮・向島えび料理

平成12年1月21日 平成１２年新年会・紅葉会と合同西条ｸﾞﾗﾝﾄﾞホテルにて

平成12年4月13日 本部定期総会 出口支部長

本部総会で、入会金　５０００円年会費　３０００円に改定された

1999年 平成11年12月1日 社友会会長　幸　実　氏が就任

平成11年11月19日 第７１回幹事会

社友会バッジ（襟章）完成・有償で配布された。

平成11年10月29日 会社幹部との懇談会　石川副本部長・庄野部長・中野副参事

平成11年10月5日 「ひびき」第１２号発行

今回からA４判に様式変更

平成11年7月14日 パソコン同好会スタート・リーダー車角氏

平成11年6月4日 九州分会定期総会 山田支部長

平成11年5月21日 第６回広島支部定期総会・第５回紅葉会定期総会 支部長　　山田　　順 ６０名

役員を４名増員して１２名体制になる 副支部長 出口　昌孝

前役員８名留任 代表幹事 新田　　保

新任役員：車角幹事・細井幹事 幹事

　　　　　　　佐々木幹事・松浦幹事 広報　　　島田　博之

広報　　　車角　祐規

同好会　　濱川　　康

同好会　　細井　博文

企画　　　佐々木和治

企画　　　松浦　義弘

会計　　　石井　　叶

総務　　　吉岡　秀卓

会計監査 藤井　次郎

平成11年4月27日 本部定期総会に江川氏が出席 山田支部長
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平成11年4月10日 春の親睦旅行・紅葉会主催/岡山・倉敷名所めぐり

平成11年3月 ワープロ同好会終了

平成11年1月22日 平成１１年新年会・紅葉会と合同/西条グランドホテルにて

1998年 平成10年11月7日 会社幹部との懇談会

平成10年10月16日 第５８回幹事会

秋の親睦旅行の参加者が目標人数に達せず残念ながら中止を決定

平成10年6月5日 九州分会設立総会 山田支部長

九州分会長：檜原　繁彦　氏

九州分会会員数：１６名

平成10年5月22日 第５回広島支部定期総会・第４回紅葉会定期総会 支部長　　山田　　順 ４７名

前役員７名全員留任 副支部長 出口　昌孝

新任役員：出口　副支部長就任 代表幹事 新田　　保

幹事

年会費２０００→３０００円に提案、承認された 広報　　　 島田　博之

同好会　　濱川　康

会計　　 　石井　　叶

総務　　　 吉岡　秀卓

会計監査 藤井　次郎

平成10年4月27日 本部定期総会 山田支部長

平成10年4月16日 春の親睦旅行・紅葉会主催/丸亀城・金比羅宮へ行った

平成10年3月16日 本部役員会で九州分会の設立承認された

平成10年3月13日 第５１回幹事会

九州・檜原代表と九州分会の運営について協議した

平成10年2月18日 総務部との懇談会　藤田部長・千田氏

平成10年1月22日 平成１０年新年会・紅葉会と合同/白竜湖にて

1997年 平成9年11月21日 第４２回幹事会

九州地区の会員より九州分会設立の要望有り、原案を作成して社友会
本部、他関係部門に発送した

平成９年１１月９～１０日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同/九州・菊地温泉と阿蘇山へ行った

平成9年6月20日 第４２回幹事会
定年退職以外の入会希望者の為に広島独自で「準会員制度特別規定」
を制定。

平成9年5月23日 第４回広島支部定期総会・第３回紅葉会定期総会 支部長　　山田　　順 ４２名

役員全員留任 代表幹事 新田　　保

幹事

広報　　　 島田　博之

同好会　　濱川　康

会計　　　 石井　　叶

総務　　　 吉岡　秀卓

会計監査 藤井　次郎

平成9年4月21日 本部定期総会 新田代表幹事

会社援助金１０００円廃止（景気回復までの条件）

平成9年4月19日 春の親睦旅行/岡山ドイツ村へ行った

以降春の親睦旅行は紅葉会が主催することになった

平成9年3月24日 社友会室が第３工場２階に移転した（売店横）

平成9年2月27日 総務部との懇談会　藤田部長・中野副参事

平成9年1月28日 平成９年新年会・紅葉会と合同/並滝寺・湖粋園にて

1996年 平成８年１２月 ゴルフ同好会スタート　リーダー・嵐氏

平成８年１１月 あるこう会スタート　リーダー・濱川氏

ボーリング同好会スタート　リーダー・吉岡氏
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平成８年１０月１～２日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同/隠岐の島へ行った

平成８年６月 ワープロ同好会スタート　リーダー・新田氏

平成8年5月24日 第３回広島支部定期総会・第２回紅葉会定期総会 支部長　　山田　　順 ３４名

役員改選・役員を２名増員 代表幹事 新田　　保

退任役員：江川幹事・小島幹事 幹事

新任役員：島田幹事・石井幹事・吉岡幹事・藤井幹事 広報　　　 島田　博之

同好会　　濱川　康

会計　　　 石井　　叶

総務　　　 吉岡　秀卓

会計監査 藤井　次郎

平成8年4月16日 本部定期総会 山田支部長

新田幹事、片桐幹事

平成8年1月12日 平成８年新年会・紅葉会と合同/竹原・山陽荘にて

1995年 平成７年１１月２～３日 秋の親睦旅行・紅葉会と合同・壱岐の島へ行った

平成7年7月21日 第１９回幹事会・決定事項 支部長　　山田　　順

７/１２石井支部長ご逝去により、支部役員再編成した 代表幹事・会計兼任

　　　　　　 新田　保

幹事

広報　      江川　朝昭

同好会　　濱川　康

会計監査 小島　武重

平成7年5月19日 第２回広島支部定期総会/第１回紅葉会定期総会 支部長　　石井　寛二 ２０名

「ひびき」第３号発行 代表幹事 山田　　順

幹事

松岡幹事体調悪く退任、新たに江川幹事就任 同好会　　濱川　　康

広報　　　 江川　朝昭

会計　　　 新田　　保

会計監査 小島　武重

平成7年4月28日 本部定期総会 石井支部長

平成7年1月18日 平成７年新年会（東広島年金センターにて）

今年から紅葉会と合同で開催

1994年 平成6年11月16日 総務部　伊藤課長が幕張に転勤・有志で餞別渡した

平成６年１０月１３～１４日 秋の親睦旅行/今年から紅葉会と合同で実施

湯本温泉・青海島方面へ

平成６年９月
通信オーデイオ事業本部の生産が繁忙を極め、社友会広島支部会員も
生産支
援の協力を行ったため、９月度の幹事会は省略した。

平成6年6月19日 会社幹部との懇談会・松本総務部長

平成6年6月15日 「ひびき」第３号発行

第１回定期総会と紅葉会発足の内容

平成6年5月13日 第１回広島支部総会 １９名

紅葉会結成総会を同時に開催 支部長　　石井　寛二

    紅葉会会員数27名 代表幹事 山田　　順

役員一部交代・中尾幹事　退任、　濱川幹事　就任 広報　　　 松岡　良明

同好会　　濱川　　康

会計　　　 新田　　保

会計監査 小島　武重

平成6年4月26日 本部定期総会 石井支部長

平成6年1月18日 第５回幹事会

平成６年新年会（国民年金健康保険センターにて）
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平成6年1月15日 「ひびき」第２号発行（新春号）

1993年 平成5年11月24日 第４回幹事会

女性・定時準社員で定年退職者の社友会入会の検討開始

この後、平成６年５月紅葉会結成まで、毎月検討、会社と交

渉、会結成の準備を行った。

平成５年１０月１９～２０日 広島支部第１回親睦会

シャープ三原保養所～生口島耕三寺周遊・１泊２日

平成5年10月15日 第３回幹事会・決定事項

①中国・九州地区在住会員の広島支部入会の扱いについ手協議

②役員の交代 新役員

　阿川幹事・片桐幹事が転居に伴い退任 幹事　　　小島　武重

幹事　　　松岡　良明

平成5年10月1日 「ひびき」第１号発行・同好会会員募集の同好会特集

平成5年8月20日 第２回幹事会・決定事項

①広島支部会報の名称を

　　「ひびき」と決定

命名の理由：辞書によると「ひびき」とは、音響・こだま・伝播

する振動とある。この広島支部会報で、皆さんの元気な声を

響かせ、いきいき元気が伝播することを祈って命名した。

②総務部　山口部長　電化に転勤

　支部役員一同で今までの援助に感謝し餞別わたす

平成5年7月26日
幹事一同で福山工場・広島市内の中国統括営業部関連会社を訪問し
て、
広島支部結成の報告と、将来定年退職される方への入会説明の

お願いをした

平成5年7月23日 第１回幹事会・決定事項

①広島支部会報の発行・２回/年

創刊号の編集方針・広島支部発足のご挨拶と同好会の紹

介

②５つの同好会を決定

　囲碁・ワープロ・魚釣り・ゴルフ・図書

③秋の懇親会の計画・10/末　１泊２日

④広島支部幹事会は原則として毎月第３金曜日に開催

平成5年7月15日 広島支部結成総会開催 初代役員 １３名

社友会本部から、太田会長・吉江副会長が出席 支部長　　石井　寛二

会社側から、通信オーデイオ事業本部　佐治本部長はじめ、支部会員 代表幹事 山田　　順

１３名を含む多くの方々が出席して事業本部第１集会室で盛大に開催 幹事

総務　　　 中尾　　勇

同好会　　新田　　保

会計監査 阿川　忠亮

会計　　　 片桐　縣二

平成5年7月初旬
事業本部の厚意で旧事務所棟一階に社友会室完成（スクリーン応接の
横）

平成5年4月28日 社友会本部総会に幹事が出席して、会長に状況説明をする

とともに本部役員と協議のうえ広島支部結成の賛同を得る。

平成5年1月19日 在広会員が通信オーデイオ事業本部に集まり、広島支部結

成について満場一致で賛同を得た。

支部設立準備委員会を発足させ本格的に活動開始

・会社・事業本部・関係部門と支部結成諸事項の交渉

・会則・運営要領等の作成

1992年 平成4年11月 有志６名による支部設立準備会合スタート
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