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“輝け!! 毎日が誕生日” 
 

         事務局長 松見 弘 
    

 社友会広島支部としての今年のイベント（行
事）も残すところ、秋の日帰り旅行（すでにご
案内の通り京都方面、11月15日）のみとなり
ました。多くの方の参加をお待ちしておりま
す。さて、今年の世界的規模のイベントと言え
ば4年に一度のロンドン・オリンピック/パラリ
ンピックでした。寝苦しい夜を遅くまでTV観
戦された方も多いと思います。お家芸でのメダ

ルはダメでも女性の活躍や何十年ぶりのメダルと意外性
も多く、感動を受けたものです。日本全国からの声援に
加え、「家族」「兄弟」「夫婦」の絆でのメダル獲得も
目に付いたのではないでしょうか。丁度5月にロンドン
旅行した時に歩いた所がマラソンコースと重なった所が
多く、思い出しながらまた違った意味でオリンピック参
加が出来たと思っています。オリンピックでの女性達の
活躍を受け、次の4年後までに「女性総理」の誕生や
「女性社長」の躍進を期待したいものです。さらに身近
なイベントとしては、シャープ（株）の創業100周年記
念日である9月15日(土)に中学校の50周年記念同窓会が
開催され、それに参加（出席）した事です。50年（半世
紀）ぶりに会う人も多く、「～君」で呼び合えば（女性
の場合は「～さん」）、年を取っても、皺が増えても、
頭が白くなっても、しばらくすると昔の“君と僕”に戻 
れるところが可笑しくもあり感激であった。 

 
 
 
（私の場合は「松見君」か「松ちゃん」である。）「毎
日が日曜日」の気持ちではダラダラすることが多く、メ
リハリのある日々は送れない。「毎日が誕生日」で日々
生まれ変わった気持ちで生活をすることで、有意義で充
実した日（人生）が送
れるとの考えに賛同が
多かった。この気持ち
を忘れず55周年、60周
年と同窓会を続けるこ
とを誓うと共に「継続
することのすごさ」を
喜び、同窓会は幕とな
りました。シャープ㈱
も早く生まれ変わって
欲しいとは誰でもが
願っているのではない
でしょうか？ 
 

“ガンバレ！！  
   シャープ“   

 
 

主 要 記 事 
 

1面 春夏秋冬 

2 ~3面 サマーフェスティバル 

              参加報告 

3面    「蚤の市」実績報告  

      秋の日帰り旅行案内 

4面 役員会便り 

 地区別活動報告 

5面~ HOW DO YOU DO 

  11面      クラブ TOPICS 
11面 社友短信 
12面   地区会員便り（山陰）  

  新入会員の紹介 

 社友会会員数      

 広島支部行事予定  

    編集後記 
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 2012年サマーフェスティバル参加報告                企画担当 金国 信太郎 
 

 シャープサマーフェスティバルが8月4日(土)にシャープ㈱通信システム事業本部主催で開催され、社友会広島支
部も参加し、例年好評な家計応援企画の新鮮激安野菜と飲料の販売を行いました。 
新鮮激安野菜は今年も好評で早々に完売となり、又、売れ行きが心配された飲料も順調に販売できました。 
当日開店した屋台コーナーの奮戦状況を報告します。 
         

『シャープ社友会広島支部 屋台コーナー奮戦記』 

事前準備 
・昨年に続き本年度も、社友会・紅葉会有志の方に野菜の特価販売コーナへ
の無償提供をお願いし、昨年を上回る多数の方々から無償提供を受け、多
品種の野菜の確保ができました。 
・ドリンク販売については昨年同様地元飲料業者に冷水ボックスの無償借
用。お茶･スポーツ飲料・炭酸･乳酸飲料等10銘柄を選び格安で仕入れ、更
に冷水用氷を知合業者からの無償提供をうけて販売準備完了。 

 

屋台コーナー作りと店舗の開設 
・午後1時に役員集合。シート・机･看板を運び設営、集会所より昨年同様椅
子をお借りした。冷水ボックスは地元業者から借用し搬入。野菜の搬入も
完了。注文のドリンクや無償提供の氷も届いて屋台完成。 
・午後3時からは紅葉会役員も加わり野菜の盛り付け。氷水を入れた冷水
ボックスに各種ドリンクを入れ事前冷却開始。 
・店頭に野菜の特価販売コーナを準備。各種のPOPを貼付け販売コーナーの
開店準備完了。応接コーナーはテーブル・イス等運び込んで設営完了。 

 

本  番 
・午後4時、フェスティバル開宴。 
・野菜は、採れたてのゴーヤ・キュウリ・トマト・ナス・ジャガイ
モ・玉ネギ・ピーマン・インゲン・枝豆・シシトウ・ウリ・人
参・カボチャ等の多種でどれでも一盛り（一皿）100円で販売。格
安と新鮮野菜であることから全て午後6時過ぎには完売。「ご提供
戴いた皆様に大感謝です」 
・ドリンク類は、冷水タンクから1本ずつ取り出し丁寧に拭いてお渡し。今回は晴天に恵まれ会場内も蒸し暑く、ド
リンク類は冷たいお茶を中心に売れ行きは好調で、ドリンク類の販売は予定本数を上回り完売となりました。 
・応接コーナーでは、ご来賓や友人とご家族が多数ご来店。乾杯等で和気藹々に談笑し、旧交を温めました。 
 

フィナーレ 
・午後7時頃からは来場者が急速に増えて会場は大勢の立見客で満杯。恒例のラッキー
プレゼント抽選会や、暗闇の空にくっきりと咲く色鮮やかな花火と最後に連続打ち上
げの見事な花火に歓声を上げて観覧。午後8時45分頃にフェスティバルは無事終了。 

 

所 感 
・今回は、シャープ創業100周年での開催であり花火も例年以上の本数が打上げられ大
変な盛り上りでした。 
・フェスティバルの前日には大勢の野菜提供者の方に来て頂き、多くの種類の野菜を大量にご提供を戴きました。
今年も例年通り好評の野菜は完売できました。重ねてご提供戴いた皆様方に深謝申し上げます。 
・ドリンク類の手配では売れ筋商品の選別と、例年通り販売容器〔冷水ボックス〕の借用をお願い致しました。業
者さんのご協力によりドリンクの格安仕入れができました。 
・社友会屋台コーナー全体の販売としては、当初予定通りの範囲に着地できました。此れも、役員全員の協力が
あってこそ、「皆様、お疲れさまでした！」  
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新鮮野菜もドリンク類も準備完了、後は開店を待つばかり 

 
 
 
 

広島支部ホームページの”行事レポート”欄に多数の写真を掲載していますのでご確認ください。 



(3) 

新鮮野菜は良質安価、ドリンク類は暑さのお陰で大繁盛、今年も完売出来ました。ありがとうございました。 

新鮮野菜完売し、屋台の中は憩いのコーナーに急遽改装、ご来店の皆さんと一緒にワイワイと大盛況です。 

 中四国5地区にて開催されました「蚤の市」に大勢の皆様に
ご来場いただき誠にありがとうございました。 
おかげさまで各会場とも盛況のうちに終了いたしました。これ
とは別に、シャープ製品購入「一人一品運動」を推進していま
す。皆様のご協力で「蚤の市」売上実績の7,289千円に加え「一
人一品運動」の9月実績976千円があり、合計8,265千円を達成
できました。本当にありがとうございました。 
 

尚、「一人一品運動」は12月末まで推進いたしますので、引き
続きご協力をお願いいたします。今後予定されている各地区で
の合展スケジュールは下表の通りとなっています。この機会に
お近くの会場に足を運んでいただければ幸甚です。 

シャープ製品購入「蚤の市」及び「一人一品運動」実績ご報告 

写真：広島ビル（上左端）と 

 広島事業所の蚤の市会場の様子 

開 催 日
11月 3-  4日

11月17-18日

11月17-18日

11月24-25日

12月 1-  2日

中四国地区合展スケジュール（予定）

合　展　会　場

東広島商工会館

コンベックス岡山

ウエルサンピア高知

津山コミュニティセンター

ビッグローズ福山（F館）

開 催 日 開 催 場 所

　9月12-13日 シャープ高松ビル 7 141
　9月14-15日 シャープ松山ビル 2 0

9月  　19日 広島事業所 129 4,741
　9月21-22日 福山事業所 28 1,331
　9月26-27日 シャープ広島ビル 20 1,076

186 7,289

売上金額

合　　 計

＜各地区開催「蚤の市)実績＞　単位：名・千円

来場者数

     

    秋の京都 秋の日帰り親睦旅行参加者募集中 
 

         紅葉の隠れ名所『善峯寺』、京の台所『錦市場』でお買い物！！                            

    

 秋季日帰り旅行を、社友会広島支部と紅葉会の合同で企画しましたのでご案内致します。 
今回は、京都市南西の西山山腹にある、京都・西山三山の一つで紅葉の隠れ名所、西国三十三所観音霊場第二十
番札所の「善峯寺」と、京都の美味しいものが揃う「錦市場」で買い物の日帰り旅行です。 
多数のご参加を戴きます様にお願い致します。又、ご夫婦お揃いでの参加も大歓迎です。 
 

・日程と行先 ：2012年11月15日（木）、「善峯寺」京都・西国西山、「錦市場」京都市 
・参 加 費   ：お一人7,000円（昼食に”松茸ごはん弁当”をご用意） ・募集人員：90名（大型バス2台） 
・申込締切   ：2012年10月20日(土)迄に事務局必着で申し込みください。 
・集合場所・時間 ：シャープ第3工場、集合時間：午前6時45分 
・行 程 ：シャープ第3工場(7:00出発）→ 西条IC → 山陽・中国・名神自動車道(福山/吉備SA経由) 
       → 京都南IC → 善峯寺【昼食・自由散策】(12:10～14:00) → 錦市場でお買い物(15:00～15:30) 
       → 京都南IC  → 名神・中国・山陽自動車道(吉備/福山SA経由) → 西条IC → 第3工場着(20:10頃) 
 

  ✤ 広島市内の方で参加希望される方の場合は広島駅新幹線口集合も可です。（但しAM6:30集合） 
  ✤ 福山SA/吉備SAからでも乗車可能です(乗車時刻は別途連絡)、その他のご希望場所は応談可。 



 役員会便り          事務局長 松見 弘  

          

※今年も事業本部主催のサマーフェスティバル(8月4日
開催)に社友会として出店。大盛況のうちに今年も野
菜やジュース類は完売致しました。多くの会員の方に
ご来店頂き有難うございました。 

 

※高野山供養廟改修工事が終了し、7月21日に“開眼法
要”が行われましたことをご報告します。寄付に賛同
頂きました方に改めてお礼申し上げます。 

 
※既にご案内の通り、秋の日帰り旅行を11月15日(木)に
実施致します。今年は「京都 善峯寺周辺散策」を計
画しています。秋の京都を是非お楽しみください。 

 多数の参加をお待ちしております。 
 

※もう済みましたでしょうか、特定検診！！ 今年も
「受診券」が皆様のお手元に届いていると思います。
早めに予約をして検診を受けましょう。 
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 地区役員報告       企画担当幹事 金国 信太郎 
  

 今回より地区役員報告の担当が山根幹事から金国幹事
に変わりましたが、今後とも宜しくお願いいたします。
各地区役員の方々に、日々地区活動を積極的に推進して
頂き地区報告も充実して参りました。今後共、このコー
ナーが会員相互の情報交換の場となり、地区会員の方々
が楽しく参画して頂ける様に内容を充実していきす。 

〔広島地区〕 
■7月16日、世話人会を12名出席し開催。「第9回ゆう
ゆう会総会懇親会」の案内状内容最終確定。合わせ
て、「結成10周年記念 ゆうゆう会懇親の集い」開催
に伴うアンケート募集(案)を検討。 
■8月31日、世話人会を5名出席し開催。案内状・返信ハ
ガキ・アンケート等の作成と会員に送付。参加締切の
日9月30日に合わせ、10月1日に世話人会を開催し、参
加者リスト作成と参加者の確定予定。合わせて、当日
の役割分担・議事宴会進行・特別企画（屋形船クルー
ズ参拝）実施細部の検討審議予定。「第9回ゆうゆう
会総会懇親会」を10月20日開催を再確認。 
■7月26日、広島ゆうゆう会ウオーキングクラブのメン
バー7名が参加して海水浴を岩国の由宇海岸 潮風公
園みなとオアシスゆうで実施。 好天に恵まれて、久
し振りに海水浴を愉しみ参加者も大満足でした。 

 

〔山口地区〕 
■第3回 山口シャープOB会開催報告：2012年7月7日

(土)午後5時30分から下松健康パークで開催。参加者48
名で互いに杯を交わして回りながら、飲む程に酔う程
に懐かしい職場の仲間との昔話に華が咲き、和気藹々
の雰囲気の中で大いに親睦と旧交を深め合い、懇親会
も盛会裏に開催出来た。翌日はゴルフコンペを熊毛
コースで開催。結果は、優勝：松本邦彦氏、準優勝：
谷口真貴男氏、第3位：池田征三郎氏でした。 

 
 

 
〔岡山地区〕 
■第23回SH-GOBコンペを2012年10月18日(木)、たけべ
ゴルフ倶楽部で開催を連絡、参加は5組20名の予定。 
■9月11日、SEMC岡山支店の支店長と、福山事業部
「蚤の市・倉庫市」及びバイシャープへの協力依頼の
案内と商品カタログ等の内容打合わせを行い、岡山地
区会員と岡山シャープOB会々員に送付。 

 

〔四国地区〕 
■8月10日、四国OB会の開催に向けて高松市内の「高松
国際ホテル」にて世話役の打合わせを実施。 
開催日を10月14日-15日に決定し、新メンバーの去就等
の細目確認が完了しました 
■8月17日、「OB会親睦ゴルフコンペ」をタカガワ新琴
南ゴルフ倶楽部で参加者11名3組で開催。成績は、優
勝：三原英行氏、準優勝：直本隆氏でした。コンペは
10時にスタートしたが、連日のシャープ関連のニュー
スが流れる中、天候もこれに呼応するかの様に35度を
超す猛暑の厳しい日に成りました。 

 

〔山陰地区〕 
■8月24日、青葉会(旧鳥取営業所)のOB会を鳥取市内で
開催。出席18名で夕方6時半開始したが、杯を重ねる
内に２時間が瞬く間に経過して、次回開催を来年１月
に約して2次会会場へと移動。2次会は 参加者14名で
スナックでカラオケを楽しみ、3次会は数名で鳥取の
夜を満喫した。今回、お盆休みを避けて開催ので出席
者は過去最高の18名の参加に成りました。 

 

〔福山地区〕 
■8月9日、福山地区OB会の納涼会を９名の参加で開
催。参加者増の取り組みが必要と反省。当日は、色ん
な話で盛り上がりましたが、年末には「青春18きっ
ぷ」で行く城崎カニツアーを行う事とした。又、「ゴ
ルフを極める会」は中村氏が盛んに頑張ってもらっ
い、9月には美作に一泊のゴルフツアーを計画。 
■休止中の「健康山歩きの会」も涼しくなり次第再開の
予定、楽しむ園芸の会も活動中です。できる限り、可
能な限り、ネットワークを維持していかねばとの思い
です。 

左から、（山口地区）山口シャープOB会 ・ （福山地区）納涼会 ・ (四国地区）OB会親睦ゴルフコンペ ・ （山陰地区）青葉会のOB会 

合計 169名
広島地区 62 山口地区 15 山陰地区 22 岡山地区 13
四国地区 22 関西関東 12 福山地区 23 6月末比　1名増

 中国四国等の地区会員数　9月末現在



「こんな努力が・・・」が 
   上位入賞への道 パート５ 

 

                    末沢 公彦 
 

◆152回コンペは、東映シニアーカップへの参加も兼ね
て開催したが、新幹事体制では2回目で、未だ運営にな
れてないが、皆さんのご協力の元、何とか楽しく終了。
又、日頃の練習の成果を発揮戴けたものと思います。 
✹優勝(谷口):昨年まで飛距離の維持に努力してきまし

たが、今年から「アイアンの精度向上」と「パ
ターの距離感」を重点に練習。パターはラウンド

で30以下が目標。その成果が出てきたぞ！、今後

も目標に向け頑張るぞ。 
✹準優勝(弓井):1週間前にギックリ腰が治って
直ぐでした。出だし10番のトリプルで18ホール
回れれば良いと気持ちを切り替えて、無理せ
ず、力まずが、予期せぬ2位。“欲を出し、ぼろを
出す”いつものパターンを直し、また上位を狙うぞ！。 
✹第3位(森本):暑く練習が減ったが、その分、 
1打1打慎重にプレイしたせいか、久しぶり100を
切ることが出来た。今回の3位入賞はHCを沢山
貰っている精？心機一転HCアップに頑張るぞ！ 
◆第153回は竹原CCで開催。猛暑で固く乾き早いグリー

ン上には、体力的に技術的に苦労されたと思いますが、
上位入賞者はどの様にプレイをされたのでしょうか。 
✹優勝(丸山):8年振りの優勝！いつも思うのは今握って

いるクラブにチャンと仕事をさせているかとゆ
うこと。「日頃、向上心を持っとらん奴はあか
ん」と言う先輩の一言が頭にあり、何をやるか
を課題にして練習した。漫然とボールを打って

いるだけになっていたが、今回は何とかなった。 
✹準優勝(長谷):今回、良かった点は、5番のFW
が安定して打てた事。狭いコースでのティー
ショットや2打目以降のショットが、ほぼ思い通
りにコントロール出来た！。約1年間のゴルフ
レッスンと今年40数回のラウンドの成果だ！ 

 
✹第3位(山本):今年の練習目標を体調管理とレ
ベルUPを兼ねて1週間に1000球打込むことを目
標に実施した。成果が徐々に出ており続けた
い！、体調も上々だ。 
◆第154回は安芸CCで開催。残暑の中でプレイ。しか
し、グリーンは遅く感じたが、皆も同じ思いかな？。結
果は、久々に参加の方が優勝！、日頃の精進でしょう？ 
✹優勝(藤原):”福山Grで優勝した先輩に続く様挑戦”

と公表通り優勝が実現出来た！。セカンド
ショットを、より慎重に対処したのが勝因か。
又、先輩と月2回のラウンドレッスンと、練習場
ではアプローチとドライバの2本のみの練習に変

えた成果が出た。また優勝が出来る様に挑戦するぞ！ 
✹準優勝(松尾):5回目の参加で運よく準優勝出

来た・・・。今までは、パットはそんなに練習をし
てなかったが、ゴルフの雑誌を読んでいて気付
いた？！、一番よく握るクラブはパターである
事を！！。前回より15パットも縮める事が出
来、上位入賞した。 
✹第3位(有田):久しぶりの入賞で意気揚々！今
まではHC厳しく中々3位以内に入賞が出来ず意
気消沈、何とか上位入賞することが出来た。常
に、GROSS70台を目標とし、週1～2回に練習
を増やし今年中には優勝だ！特に、フェード、ドロー
ボールが着実に打ち分けられるようにしたい。尚、現在
社友会のHC委員になっていますが、JGA方式で公正、
平等に且つHC委員会で厳正に審議しHCを決めている。 

ゴルフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 参加者 Ｐａｒ 順位 参加者 Ｐａｒ 順位 参加者 Ｐａｒ

1 谷 口 -1.1 1 丸 山 -0.4 1 藤原（敏） -13.4
2 弓 井 +1.0 2 長 谷 -0.8 2 松 尾 -4.2
3 森 本 +2.2 3 山本(善) +0.4 3 有 田 -2.8

該当者なし/　原 田
西 尾　/　谷 口

N.P N.P N.P

OUT/IN OUT/IN OUT/IN
津 郷　/　出 口
桂　/吉田（寛）

出 口　/　前 田
山 内　/　中 下

谷 口　/　荒 谷
丸 山　/山本（善）

吉田（寛）/　有 田
中 村　/藤原（克）

有 田　 / 　勝  山
谷 口　/　中 下

平成24年度　第4～6戦の成績　    　(NETスコア）

第152回コンペ (18H) 第153回コンペ (18H) 第154回コンペ (18H)
( 7/26  東映C/C ） ( 8/23　竹原C/C ） ( 9/14　安芸C/C ）
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  第56回大会は喜田さんが優勝 
 

                                        細井 博文 
 

 第56回大会は9月8日(土)10時より賀茂ボールで開催
しました。今大会の参加者21名（社友会15名、紅葉会1
名、招待会員5名）の参加で大いに盛り上がり楽しい一
日を過ごすことが出来た。大会結果は4位までが3ゲーム
合計600点以上で、又、5位以下も僅差で大接戦。日頃の
練習成果を十二分に発揮していると思われます。 成績
は、優勝：喜田栄禧氏645点、準優勝：和田清子さん
640点、第三位：小森山光朗氏622点と優秀な成績を収
めた。尚、賀茂ボーリング場の中に、ホワイトボードが
設置されており、このボードにはパーフェクト
達成者の名前が刻まれています。毎年6～7名の
方がパーフェクトを達成しております。私共の
ボウリング同好会では年間月例会8回、大会4回
実施しておりますが未達成です。今年度中には
社友会ボウリング同好会〇〇様と名前を刻んで
みたいと思います。大変大きな目標で取組んで
参りますのでご声援お願いいたします。 

 
 
◆上位の成績（3ゲーム合計点HDCP含む）敬称略  
 優勝 :喜田 栄禧 645点、 準優勝：和田清子 640点 
 3位  :小森山光朗 622点、 4位   :藤田喜弘  602点  
 5位  :川田芙美子 589点、 6位   :神崎保範  568点 
✯ハイゲーム：男子の部 喜田栄禧 234点 
        女子の部 和田清子  198点 

ボウリング 

   準優勝  優勝   第三位   

 和田さん 喜田氏 小森山氏 



これも捨てられない物？！ 
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 パソコン「捨てられない？」                   車角 裕規 
 

 本日現在、なお現役であるWindows XPの「遅い・重い」対策を同好会例会テーマとして4ヶ月連続で検討を行っ
てきたが、10月度例会が最終回となる。メンバーが所有し日常に稼働させているパソコンは、「VISTA」や
「Win7」で「XP」は一般的には稼動可能な予備機のような位置に置か
れている。Windows 8 の登場も間近になって、逆にXPへのサービスが終
わるのも、時間の問題と言える。これから、実際に使用する機会が、ま
すます少なくなり希少価値が付加されるとは思えず、処分費用を負担し
て、廃棄することになるのだろう。私の「XP」は、2004年4月の生産
で、同年5月に購入した。当初の2～3年は何も問題はなかったと記憶す
るが、画像データを扱うようになって、保存領域の小さいことが最大の
問題点に浮上した。ハードディスクの大容量化を試みたが、僅少の増量
効果しか求められず、窮余の対策として外付けハードディスクを用いる
ことにした。その後、この外付けハードディスクは、年々大容量化して
重宝することになるのだが、結果から見れば数が増えすぎて、まさしく
どれがどれか判らない状況に至っている。 

パソコン 

稲生さん 神野さん 増田さん 迫谷先生 平さん 

                  

 一度絵手紙描いてみませんか 
  

                                        森本 康夫 
 

 近年、夏場に蝶やトンボをあまり見かけなくなりまし
た。北海道の秋のサケ漁も暑い海のマンボウばかりでサ
ケは例年の十分の一以下の漁獲量とか。秋野菜や果物も
地域によっては全滅か収穫の激減が報じられています。 
9月も半ば過ぎと言うのに北海道でも連日30度超えの気
温が続いています。洪水やかんばつは地球規模の被害が
出ています。こんな異常気象早く収まって欲しいもので
す。こんな異常気象が続いていますが、それでも朝晩は
めっきり過ごしやすくなってきました。庭の虫も鳴き始
め、店頭にも秋の味覚が少しづつ並び始めました。やっ
ぱり秋は色々な事の始まりの季節ではないでしょうか。
さて、絵手紙同好会はスタートして約5年、川田リー
ダーを中心に迫谷先生指導の下、会員も12名に増え、月
一回第四土曜日、社友会室にて活動を続けています。 

 
 

 
 各月のテーマは年初に先生が作られた計画に沿って毎
月新しいテーマに取り組んでいます。絵手紙の技能も年
毎に向上し、始めは時間内で一枚が精一杯でしたが、今
では複数枚書く方も居られます。これらの作品は広島支
部同好会のホームページとhibikiや5月の社友会総会時で
見て頂いています。又、対外活動として、毎年5月に広
島県熊野町の筆の里工房が募集する「筆の里 ありがとう
のちょっと大きな絵てがみ大賞」に応募し、佳作や入選
の成果をあげています。今年も11月には成果を報告でき
ると思います。絵手紙同好会は作品作りは勿論楽しいで
すが、皆さんとの会話も楽しみの一つです。毎回、先生
による作品の好評がありますが、これでまた、次回のや
る気が沸いてきます。貰ってうれしい絵手紙、是非一度
体験入会してみませんか。 

絵手紙 

三宮さん 

 

丸山さん 和田さん 



 

  シャープ創業100周年のQSLカード発行 
 

                            東 秀次 
 

 シャープ創業100周年の本年9月15日に社友会本部アマチュア無線
局が、神戸市六甲山で移動運用実施。広島支部アマチュア無線局は、
野呂山から移動局や自宅固定局と交信し多数交信に協力。又、シャー
プOBハムクラブやSCNet各局とも多数交信して、シャープ創業100周
年記念QSLカード(右の写真)を、交信した全国のアマチュア無線121
局に発行しました。この記念QSLカードは、社友会本部アマチュア無
線同好会が、本年3月16日から9月16日まで発行したもので、アマ
チュア無線局数は、国内・海外合わせて1,900局に達しました。 
本年12月末日まで3,000局を目標に交信して発行予定です。  

 

アマチュア無線 

 

 今年の夏の撮影会は”ホタル三昧”                            中西 康憲 
 

 今年のホタルシーズンは6月14日、庄原ホタル見公園のゲンジボタル撮影から始まりました。6月19日には、同じ
場所でオフィシャルの撮影会を開催。また、6月28日には北広島町の奥深く島根県との県境を流れる滝山川でのホタ
ル撮影会も開催しました。 今年のゲンジボタル撮影は、オフィシャル・プライベート（有志）併せて５回出動。そ
して北広島の新しいポイントも開拓できました。続いてヒメボタル
の撮影は7月8日、庄原のホタル見公園から始まり7月23日の吉和で
の撮影会までの間に6回のプライベート撮影会を実施。庄原ホタル
見公園でのヒメボタル撮影は初めてでしたが、結果は上々でした。
また、我が写そう会の中には、岡山県新見市のキンボタルで有名な
撮影ポイントに2日間車中泊しながら頑張った猛者もおりました。
いずれにしても作品創りには執念が必要で、来年の夏も新たな撮影
ポイントを探し求めてホタルを追いかけるつもりです。そして、い
よいよ紅葉の季節です。今年は岡山県の奥津温泉で1泊しての撮影
会を計画しております。秋の彼岸以降は”だるま朝日・夕日”を狙う
シーズンにもなりました。有志が誘い合って何回出動することや
ら、夜討ち朝駈けで頑張りたいと思っています。 

写そう会 

東広島合同写真展への来館御礼 
 

 去る9月13日から23日まで開催の第22回東広島合同写真展に、社友会並

びに紅葉会の皆さんにも多数ご来館頂き、お陰を持ちまして成功裏に終了し

ました。紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。  

     ※ご参考：総来館者数 782名(前年比 68名増） 講師による作品の講評の様子 

 

 

今年最初のゲンジボタル撮影 

 

今年開拓した庄原のヒメボタルポイント 

今年開拓した滝山川のゲンジボタルポイント 

今年最後のヒメボタル撮影 
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 イイダコが大漁でした！！  
 

                          川田 正勝 
 

今年も、9月は恒例のイイダコ釣り。釣って楽しく食
べて美味しいイイダコです。 

・釣日 ：9月24日  ・狙い魚 ：イイダコ 
・行先 ：香川県多度津沖 ・参加者 ：11名 
 ・舟  ：晴光丸 
 朝5時半に安芸津を出港です。さすが9月になると朝5
時はまだ暗いです。竹原、三原、尾道、因島沖を経て多
度津沖へ、当日は波も静かで絶好の釣り日和です。 
 安芸津から2時間で多度津沖に着きました。今日は月
曜日なのに釣り舟が沢山いて、50舟はいます。土、日曜
日はさらに多いそうで、さすがにイイダコ釣りのポイン
トです。一人150匹で1舟1500匹、50舟で7万5千匹にも
なり、いったい何匹いるのか驚きです。 

 
 
8時前に釣り場に到着し、早速釣り開始です。ここのポ
イントは海底が砂で、深さは10～15メートルです。 
初めての人でもけっこう楽しめ、今回は菊池さんが初参
加です。舟での釣りはあまりしたことが無いとの事でし
たが、釣り好きなのですぐに慣れ、150匹は釣ったそう
です。今回のトップは田村さんで、仕掛けには色々と工
夫をし、300匹は釣ったそうです。 
 これからは、太刀魚・ハゲの季節です。皆さん一緒
に、釣りを楽しみましょう。 

釣 り 

 

今年も大漁だ!  全員で何匹釣った？ 
皆、釣れたぞーー！と、ニッコリ、ニンマリ！ 

 お多福醸造の見学と 
  三景園の「あじさい」観賞 

 

                                      松岡 良明  
 

平成あそび隊は、六月度は工場見学をした。この日の
コースは、大和町の棲真寺から、大和町の「お多福醸
造」の見学。帰路に三原市の三景園で「あじさい」の観
賞をして来ました。十二名の参加者を乗せた車で、空港
の新道フライトロードで、大和町をめざす。途中、臨済
宗・棲真寺に立ちよりました。ここの、展望台より空港
大橋を眺め小休止して空港大橋をバックに記念写真。 
 次に、大和町の「お多福醸造」を訪問見学をしまし
た。工場は実に環境の良い場所、又綺麗な工場は、流石
食品会社です。初めは会議室で会社の概要と製造品の紹
介「酢」の出来るまでの行程説明。 
 

 
 
 
 
ここは、主として「酢」に関する商品を製造。「酢」は
お米を原料にしている事を初めて知りました。ひと通り
の説明を受けて工場に入りました。人間の口に入る商品
を製造しているので、見学者にも衛生管理が厳重でし
た。工場は働く人が殆んど居らず装置産業でした。工場
の説明担当者は、何と言っても空気と水が良い商品を作
る重要な要素で有ると、話のなかに何度か聞きました。 
約一時間の見学後に近くの、食事処で昼食を済ませ、帰
路の途中、三景園に寄り「あじさい」の観賞をして帰り
ました。  
 
 

 
 
 
 

 

平成あそび隊 

棲真寺展望台で遠くには空港大橋 三景園で「あじさい」をバックに  

お多福醸造」の工場見学 
上：会議室で「酢」の工程説明を聞く 

下：工場見学を終えて  
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 私のものづくり 
 

                   森田 秀次 
 

時々日曜大工をするが、充分な工具がなく苦労した経
験を持っている人も多いのではないだろうか。本同好会
では広い工房で自由に機械や工具を使える上に、手先と
頭を使い老化防止につながる（？）趣味を提供しても
らっている梅田さんにまずは感謝です。私も皆さんと同
じように家庭や趣味に役立つ実用品を楽しんで作ってい
ます。喜んでもらえるようなものができたときにはさら
に次作の励みになります。今の世の中なんでも手に入る
が（中には買った方が安いものある）、自分で作ること
で愛着も湧くし、使い易く改善したり、木工で作るには
どうしたら良いかなど考えながら作るのも楽しみになっ
ています。最初の作品は趣味で習い始めた版画を入れる
「額縁」でした。自分では満足の出来で、今までに併せて
７個にもなりました。次は床材の残りを利用した「自転車ス
タンド」、今も我が家の玄関で頑張ってくれています。    

 
 
 
最近の自信作は、額を載せる「イーゼル」、「パン切

り器」、位置を変えられるシンプルなベランダの「もの
干し竿かけ」、窓越しに捨てることができる「ゴミ箱置
き収納」、初孫の成長に追われてなんとか間に合った
「ベビーチェアー」、桧材の「押し寿司器」、衣類かご
の下に設けた「ヘルスメーター収納」等々。中には
ちょっとしたアイディア作品もある。ここまで読んでも
らうと気づかれたと思います、「狭い家でも快適に過ご
すためには」というものが多いということに．．．自転
車スタンド・ベランダのもの干し竿掛け・窓越しのゴミ
箱・ヘルスメーター収納などで、結果的に、これが「私
のものづくり」のテーマのようです。これからも狭い家
での挑戦が続きます。  

 

  写真は数々の作品ですが、 
     どれが何かは本文からご推察ください。 

ものづくり 

 

 

 第一回懇親囲碁大会を開催 
 

                     杉山 健 
 

 7月2日(月)に、囲碁同好会としては初めての“第一回 
懇親囲碁大会”を成功裏に開催出来ました。当日は、会
場を高屋の「高美が丘地域センター」の和室を借りて、
朝9時から夕方5時まで延々8時間、常連の8名が熱戦を繰
り広げました。一人当たりの対局数は6～7局を打ち終え
ましたが、幸運にも優勝は5勝1敗でリーダーの私でし
た。準優勝は4勝1敗1持碁（持碁とは引き分けのこと）
の相馬實さんが、第3位は3勝3敗で鈴木弘幸さんが入賞
されました。特筆すべきことは、昨年末に脳動脈瘤の手
術を受けられた相馬さんと鈴木さんが上位入賞を果たし
た事です。更に鈴木さんは、脳動脈瘤の手術前に脳梗塞
を発症しており、今も多少手に後遺症が残る中での善戦
で頭が下がりました。又、囲碁を始めてまだ日の浅い由
井さんは、日頃の努力が実って3勝3敗1持碁と善戦し、 

 
 
本戦の対局で鈴木さんに敗れたため残念ながら入賞を逃
し4位と成りました。対局の途中で、昼食を外のレスト
ランに行き、しばし頭の休息と、代わって胃袋に働いて
もらいながらの懇談も楽しく思い出に残るひと時でし
た。今回は第一回目の大会で、良かったことも反省すべ
きことも幾つか有りましたが、定年後に歳を忘れて碁盤
に向かい、勝負に熱中出来ることは脳の活性化にも良い
ことだと感じました。第二回は、半年後か一年後に成る
かは未定ですが、今後もこの懇親囲碁大会を長く続けて
行きたいと思っています。次回に備えて、囲碁同好会の
メンバーは優勝を目指して更なる努力を、これから何か
をやってみたいとお思いの社友会の皆様は、毎月最初の
月曜日に10時から15時まで社友会室横の「レクチャー
ルーム」で開催していますので、「囲碁同好会月例会」
を一度覗いてみて下さい。  

囲 碁 

写真右：第一回大会の 
全参加者 

 
 

 

熱く熾烈な 
 対局を展開 

熱戦の結果は如何に！ 
拡大して確認を 
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あるこう会・山歩会合同企画 

  今年も晴天の絶景を堪能！ 
     特番で夏山登山と観光旅行記（西穂高・上高地）  東 秀次・新川 昭雄  あるこう会 

山 歩 会 

   2012年8月8日から10日で2泊3日の夏山登山と夏山観
光ウォーキングを企画し、参加者23名にて晴天のもと素
晴らしい旅行であつた。 
●  8月8日[水] 朝7時シャープ第三工場を出発。JRバスに
て高速道路、西条ICよりめざす岐阜県高山市奥飛騨温泉
に向かう。渋滞もなく少し早めの午後４時に宿の「ひら
ゆの森」に到着。部屋に落ち着き、近くを散策する人
や、温泉を堪能する人と癒しのひと時を過ごす。 
●  8月9日[木]朝6時半に朝食を済ませ、｢ひらゆの森｣を全
員が7時15分に出発。ロープウエイの新穂高温泉駅より
第一・第二ロープウエイで標高2156ｍの西穂高口に到
着。北アルプスの絶景を眺めて、これより西穂高登山組
と上高地観光組に別かれて行動。9時15分登山組はスト
レツチ後、健脚組3名と後発組10名に別れてめざす西穂
高山荘・独標・西穂高岳に向けて歩みをはじめた。健脚
組は西穂高山荘に10時20分に着きしばし休憩。 

その後、第一目標の独標(2701m)に11時50分に登頂し、
その先の西穂高岳に歩みを進めた。後発組は11時に西穂
高山荘に到着、11時20分に独標を目指し登山開始した。
丸山(2452m)で絶景を眺めてたが、独標は登頂寸前でガ
スが発生し後少しの所で断念した。当日は西穂高山荘で
一泊。観光組は、上高地の大正池散策、帝国ホテルにて
“あずさ庵特製ざる蕎麦”を賞味。午後は河童橋まで
ウォーキングで、明神池からの絶景の北アルプスを眺め
て散策ウォーキングを楽しんだ。 
●  8月10日[金] 朝9時に観光組と下山した登山組がロープ
ウエイ新穂高温泉にて合流。帰路では途中高山市飛騨町
並み散策と“ひだホテルプラザ”にて入浴と食事をして
一路東広島に向かう。今年も天候に恵まれ記憶に残る楽
しい旅行であつた。来年も楽しい企画にご期待くださ
い。詳しい内容は、山歩会・あるこう会HPをご覧くだ
さい。  

  

参加者全員で西穂高口展望台 

上高地焼岳をバックに 

西穂高丸山 

西穂高をバックに 

西穂高独票の岩場 
上高地帝国ホテル前

上高地河童橋 〔左側：登山組〕 〔右側：観光組〕 

西穂高岳独票に立つ 

    

 新しいレッスン会場でダンス開始!! 
 

                                            新林 達人 
 

  会員の皆さん全員から、例年の「シャープスポーツセ
ンター」での熱暑の中の夏季レッスンにつき、会場変更
の強い要望があり、本年度は「新しい練習会場」での
レッスンに切替え、6月度から、八本松のビックハウス
(MR Max)前にある『ボールルーム八本松』(代表者 川添
治良氏)のダンスルーム（貸ホール）を毎週水曜日午後4
時～5時半(１時間半)借りて猛暑の夏を迎える事にしまし
た。当会場では、誰一人暑い！！、タオル！！と声を出
す人は居ない。実に快適な場所である。冷房設備が充実
し、音響設備も申し分ない。壁には大きな鏡があり、
個々の踊る姿を映し姿勢を修正できる。今までは、先生
の声だけ頭に浮かべ踊っていたが、鏡に全身を正面、背 

 
 
面から見ることができ、前かがみ、肩が下がっている、
目の視線、歩幅、組む手の位置等細かく、自分自身で
チェックできる。これも大きな進歩となる。川添先生に
は毎回、基本に立ち返って、懇切にポイントごとに細か
く教えて戴いた。休憩タイムも少なくし、パートナー
チェンジしながら、熱心な繰り返しレッスンにより、時
間もアッとの間に経って、会員の皆さんは、今までとは
違った新鮮な感じでレッスンに取り組めるようになりま
した。これからは秋に向けて更に練習をして、新しいス
テップを習得し、パーティに参加し、腕前を披露出来る
ように目標を定めたいと念願しています。    

ダンススポーツ 

広く快適なフロアーでステップも軽く！！   右：情熱のダンサー達   

 



(11) 

 

 ゆめ水車 ― 北の星 ― 
 

                                 広島支部会員 梅田 正明 
 

 農村風景の美しい東広島市河内町宇山のそば処さわや
か茶屋(宇山小学校廃校校舎を使用)のグラウンドの一角
で、アート水車が、北極星に向かってリズミカルに回っ
ている。これは、2012年9月に開催された、東広島現代
美術プログラムの現代の造形芸術展「宇山DNA」に、腰
本悦二先生が出展されたものであり、私はその制作協力
者である。1年半前の東広島市立美術館の特別企画展
「半農半アート ―水ありて―」に先生は先代の「ゆめ
水車」を出展され、それも私が制作協力者であった。前
回は四角形と90°と45°が基本構成、今回も制作協力の依
頼を受け、三角形と60°と30°を基本構成とするとの打合
せをした。それに基づいて構想をまとめ、図面化し、打
合せと修正を重ね、独創性に富んだ形状と構造の設計を
まとめた。材料の角材は杉、板材は針葉樹合板に統一し
た。加工に当たっては、大きい角材の角度切りに対して
従来のスライドソー（丸鋸を使った機械）では加工でき
ないため、大型のスライドソーを準備する等の対応もし
た。大変暑い時期であり、体力を消耗しながら加工を進
めていった。部材造りと小物組み立ては工房内でできる
が、大きなものの組み立ては車庫等での作業となる。テ
クニックとしては、多くの治具（製作を確実にするため
の補助物）を考えて作り、精度と能率を向上させた。各
部の寸法出しには、三角関数の計算を多用したが、計算
値に基づいて部材を切断し取り付けると完璧な形がで
き、改めて計算の威力を実感した。 

 制作期間1ヵ月足らずで作り上げ、自宅で仮組み、試
運転の後、分解し、現地搬入、再組み立ての工程を経て
完成させた。最大寸法、幅3,6m×長さ4m×高さ4,4mの大
きな「ゆめ水車 ―北の星―」は、訪れる人に大いなる
関心を持って鑑賞してもらっている。 
全体的に、今回は前回の経験を踏まえて、大変スムーズ
に進行できた。ご高齢の腰本先生は大変満足しておら
れ、制作が進むにつれて一段と元気になられた様に見え
る。今後も末永く創作活動を続けて戴きたいと思う。 
＊この作品の特徴 
・独創的であり、無駄の無い洗練された形状デザイン 
・大きな羽根車が少しの水で軽く回る(驚きを与える〉 
 ･･･ボールベアリングユニットを使用しているが、      
   その存在を隠している 
・水の経路を隠す（驚きを与える） 
 ･･･水槽からポンプにより上部に圧送しているが、 
     機器はカバーし、柱を中空にして水路としている 
・水音がすばらしい（癒しを与える） 
 ･･･羽根車に当たる水音と、水槽に落ちる水音の 
     強弱 とリズムに癒される 
（水車の傍らにデザインされた木製ベンチを置き、 
       座って水音を楽しんでもらっている）  

社友短信 

ゆめ水車 -北の星- 

   

腰本先生と私(左) 

 

 暑さがまだまだ残るも元気一杯  

 

                            水谷 正弘 
 

 7月に入り暑さが厳しくなりましたが、新しく参加された牛田さんも加わ
り、13日に8人が揃いラウンドしました。牛田さんは地元でもプレイしてお
られ、コース、距離感共すばらしく我々も見習って上達したい所です。真夏
の暑さ対策の為、8月は活動を中止してました。 
・9月7日活動再開。久し振りの皆さんの顔は再会を待ちわびた顔でした。ク
ラブを久し振りに振り回すので、距離感を取り戻すのに四苦八苦しながら
も、早速2ラウンド目に広兼さんが止まり(ホールインワン)を出して、一ヶ
月のブランクを埋める結果に拍手喝采。残暑厳しい中でしたが、休憩を挟み
大汗を掻きながらも4ラウンドをプレイし、約2時間の活動を終えました。 
・9月14日、7人が参加しましたが、グランドが乾ききって砂場が多く、玉の
転がりが悪く5ラウンドをプレイしましたが、誰も止まりを出せず、悔しい
思いでこの日の活動を終えました。写真はそのときのスナップを濱川さんが
撮られたものです。早く涼しくなってしっかりラウンド出来たら良いのにと
感じます。 
 会員の皆さんの中で、少し運動をしてみようと思われる方は、毎週金曜日
の午前10時から活動していますので顔を出してください。 

グランドゴルフ 

  行ってくれたが、 

      望むなしく 
 

 頑張ったが !残念、 

      止りなし 

ヨーーシ！！ 二打で入れよう！！ 

   

  平成あそび隊         あるこう会       
鑑賞に訪れた社友会々員のグループ 



  地 区 会 員 便 り  . 

「古里を満喫、そして恩返し」 
 

              山陰地区会員 大谷 静夫 
              (出雲かたりべの会 出雲神話語り部の会) 
 

 連続23年間の単身赴任生活に終止符を打ち、古里出雲
に帰って間もなく三年になります。欧米の方が聞いたら
「You are crazy」と言われそうな長い長い二重生活でし
た。古里に帰って、まずは人生の棚卸。そして、居場所
の確保と家長への復帰。（残念ながら、未だに家長の実
権を奪還出来ないままですが・・・） 
 冗談はさておき、現役時代に転勤や出張で全国を歩き
回っているうちに、自分の古里「出雲」は特別なところ
なんだという事に気がつきました。地元に帰って古里の
人、文化、歴史、自然の素晴らしさを更に強く意識する
ようになり、それを誇りに思うと同時に、少しでも恩返
しをしなくてはという思いが膨らんできました。 
 日本海での釣り、蕎麦打ち、神社めぐりと古里を満喫
する一方、一昨年より「出雲かたりべの会」に入会し、
出雲大社近郊のボランティア観光ガイドを始めました。 
 

 
 
又、今年より島根県観光連盟の「出雲神話語り部の会」
の一員として「神々の国しまねパワースポットバス」や
「縁結び神社めぐりと山陰神話ロード」「神話博号」の
添乗等で現地ガイドを務めています。 
 今年は古事記編纂1300年。古事記上巻の三分の一が出
雲を舞台にした神話で埋められており、7月21日から11
月11日まで、島根県を挙げてのビッグイベント『神話博
しまね』が大々的に開催されています。更に、来年5月に
は六十年に一度の『平成の大遷宮』が出雲大社で執り行
われる予定で、ガイドも益々忙しくなりそうです。訪れ
るお客様も千差万別。ガイドの為の基礎知識はもちろん
ですが、個々のお客様のニーズに、さりげなく応えられ
る柔軟な対応力と気配りが肝要と思っています。案内し
たお客様に「大変良かった（楽しかった）。いつか又、
是非来たい」と言って頂ける時が、ガイド冥利に尽きる
瞬間です。 
 是非、社友会の皆様もこの機会に 
     「神話の夢舞台 出雲」に ご家族お揃いでおいでませ！ 

 

 日本海での釣果、どれも大物だ！ 

  右：イカの王様 大アオリイカ  

  左：40㎝超の”ばばイサキ” 観光バスに添乗し出雲神話ガイドとして活躍中  蕎麦打ちもプロ級？  
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広島支部行事予定 2012年10～12月 
 

10月26日 定例役員会 
11月15日 秋の日帰り親睦旅行(京都 善峯寺) 
11月16日 定例役員会 
12月28日 定例役員会・大掃除・互礼会 

 

新 入 会 員 の 紹 介  
 

2012年7月1日～9月末までの入会者    敬称略 
 

澄川 恵一郎
すみかわ けいいちろう

 No.5880 通信シ(事本） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ商品開発センター 

神崎 保範
かみざき やすのり

 No.5881  通信システム事業本部 CS推進センター       

池袋 静男
いけぶくろ しずお

 No.5895  通信システム事業本部 第3品質保証部 

冨田 敦男
と み た  あ つ お

 No.5896  シャープエンジニアリング(株)  広島SC 

久保田 清
く ぼ た  き よ し

 No.5919  通信システム事業本部 第1生産部 

山戸 正明
やまと まさあき

 No.5920  通信システム事業本部 第1生産部 
 

   広島支部会員数 464名、2012年9末現在 

シャープ社友会会員数　9月末日現在 5,102名
本 部 3,144名 東 北 124名 栃 木 402名
東 京 638名 中 部 188名 広 島 464名
九 州 142名    2012年6月末比 29 名増    .   

編集後記："地区会員便り"欄を設け、前63号で全地区の

便りを、当初の予定通り一巡して掲載する事が出来ました。

これも、ご投稿戴いた会員各位のご協力のお蔭と、感謝致し

ますと共に御礼申し上げます。今後も、地区会員の方々のご

活躍を伝る為、より充実した欄にすべく努めますので、引き

続きご協力をお願いします。              K.M 


