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  2013年 新年懇談会開催のご案内 
 

 今回は例年とは内容を変え「2013年新年懇談会」として実施します。 

昨年までは、本部での新春年賀会をTV中継し同時開催でしたが、DVDに 

収録された会社幹部の挨拶を視聴する方法で実施します。 
 

・日 時：平成25年1月29日（火） 14:00から16：00 

・場 所：通信システム事業本部 ラポール広島 食堂 

・次 第：14：00～14：50 御手洗会長・奥田社長挨拶（DVD視聴） 

     15：00～16：00 広島支部懇談会 

      山本支部長・千田総務部長・阿部支部執行委員長の挨拶       

      新入会員紹介・参加者記念撮影 等。 

・会 費：無料 

・推進事務局：社友会 企画担当幹事  田井・中崎・金国、 

       紅葉会 代表委員    徳永 
 

［その他連絡事項］ 

 ・駐車は第三工場の駐車場に成ります。入門時にシャープ保安係員の 

  指示に従って、指定場所に駐車してください。 
 ・懇談会形式ですので昼食は済ませてお越しください。 

     飲み物（缶コーヒー・お茶）を準備します。 

  

主 要 記 事 
 

1面  謹賀新年 

  新春懇談会の案内 

2面  春夏秋冬（新年のご挨拶） 

    「一人一品運動」成果について 

3面  役員会便り 

  地区別活動報告 

4面  秋の日帰り旅行報告 

5面  HOW DO YOU DO 

 ～11面      クラブ TOPICS 

12面  地区会員便り（山口地区）  

   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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 シャープ社友会広島支部

 　支部長　山本孝喜
 電話・FAX共通 ： 082-420-1728
 〒739-0192 東広島市八本松飯田2-13-1
 E-Mail : shayukai-hro@bz01.plala.or.jp

発
　
行

神宿る島の朝（岡山県瀬戸内市)         吉岡 嘉之さん 

謹 賀 新 年 

http://shayukaihro.hippy.jp/sibu/index.html 
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 突然のシャープ㈱の経営危機の報道に接し、2012年は心配と不安の一年ではなかったでしょうか。 

この様な状況の中、長年働き長年の生活の拠り所であったシャープ㈱に対する愛社精神を示すべく、9月に開催の各

地区での”蚤の市”を皮切りに12月末まで、シャープ製品購入「一人一品運動」を推進して参りました。 

皆様のご支援のお陰で下記集計の通り累計販売金額は14,267,840円と成りました。 

  今回の成果は会員同士の呼び掛け、ご家族・ご親類への働き掛け、さらにはフェアーやイベント等への積極的な

参加の賜物と思慮致します。本当にありがとうございました。 

 シャープ㈱の経営基盤（財務体質の改善）はまだまだ厳しい状況が続きます。少しでも経営再建に寄与するに

は、これからもシャープ製品購入の推進は必要であり、会員皆様のご理解を戴き、引き続きご協力とご支援の程宜

しくお願い申し上げます。 

           広島支部長 山本孝喜 

 

 あけまして 

  おめでとうございます 
 
 
 ご家族揃ってご健勝で新しい年を 

  迎えられたことと、心からお喜び申しあげます。 
 
 昨年は、日本の家電業界にとって言葉にならない程に

厳しい経営をせざるを得えない環境が続き、シャープも

2年連続の赤字を計上せざるを得ない事になりました。 
赤字計上の主な要因は液晶パネル増産のための投資が大

きな負担と考えられますが、積極的な投資が円高と韓国

の国策による安価なＴＶに計画が狂ったと思われます。 
何れにしてもシャープだけでなく、パナソニック、ソ

ニー等も多額の赤字を計上されておりますが、日本の家

電業界全体として根本的な対策を考えなければなりませ

ん。私たち社友会の会員としても、現役の後輩への手助

けを少しでもしなければならないと考えます。 

 昨年9月に開催された「蚤の市・倉庫市」では全国31
会場での社友会会員の売上約1,800万円の内、広島支部

会員の一人一品運動のご理解を得て、売り上げは728万
円を超え、会員の皆さんの積極的な購入実績は営業本部

を始めとして社内では大きく評価され感謝されました。 

又、一人一品運動を12月末まで継続しご協力を戴いた

結果、広島支部所属会員の9月からの購入実績は累計金

額で1,420万円以上にも成りました。会員の方々のご協

力に感謝申し上げます。 

 新しい年がスタート致しましたが、シャープ製品の購

入を、お友達やご近所の方々にもお勧めして頂ければ

と、強くお願い致します。 

 

 今年は広島支部結成20周年になりますが、節目の年

として20周年の記念定期総会とし、御手洗会長にご来

広して頂き実施し、皆様と共に素晴らしい社友会活動に

して参ります。具体的には後日ご案内いたします。 

又、秋季記念旅行、同好会行事には積極的な財政面も含

めた援助を行います。  

 

 健康保険組合も希望退職等による従業員減で保険料収

入減対策として体育館の閉鎖や休館を始めとしてあらゆ

る角度から検討努力されております。私たちの医療費も

大きな負担になっておりますので、毎日を健康に留意し

て過ごすことにより、健康の有り難さを感じ、元気な毎

日に繋げなければなりません。これにより、医料費は無

駄のない様にし、薬代はジェネリック薬品にするなどで

医療費の減額にも努めなければなりません。 
 今後も、社友会では会員の皆様のニーズに合った充実

した同好会とし、個人、又はご夫婦で参加していただけ

る様な行事の企画を積極的に推進してまいります。皆様

には積極的に参加していただき、精神的も肉体的にも充

実した楽しい日々を送り、健康保険組合の財政負担減に

成るよう努力しようではありませんか。 
 
 新しい年にあたりご挨拶とさせていただきます。 

 

秋 春 夏 冬  新年のご挨拶   
 
 
 

 シャープ製品購入「一人一品運動」成果について 

単位：円

9月蚤の市 4,741,000   1,076,000   846,480      484,520      141,000      -                  -                  -                  7,289,000     
9月集計分 511,940      227,000      104,200      -                  -                  133,000      -                  -                  976,140        
10月集計分 444,462      109,645      129,800      102,200      -                  -                  1,704,445   -                  2,490,552     
11月集計分 2,235,402   18,810        19,568        87,508        42,800        -                  -                  -                  2,404,088     
12月集計分 384,010      72,000        39,600        337,355      216,495      -                  -                  58,600        1,108,060     
2012年合計 8,316,814   1,503,455   1,139,648   1,011,583   400,295      133,000      1,704,445   58,600        14,267,840   

山陰地区
 関西・中部
関東地区

広島支部

合  計東広島地域 広島地区 福山地区 岡山地区 四国地区 山口地区
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地区役員報告       企画担当幹事 金国 信太郎 

〔広島地区〕 
■平成24年10月20日「第9回ゆうゆう会総会懇親会」を

安芸グランドホテルで参加者51名にて開催。記念写真

撮影後に総会懇親会に移り、檜原代表・山本支部長の

ご挨拶、木村元部長の乾杯発声にて懇親会スタート。

参加の皆様は、互い再会を祝杯して近況や健康問題や

昔話等で和気藹々に歓談。大いに盛り上がり午後3時
過ぎ中締め。その後、屋形船に乗り「厳島神社の大鳥

居」を巡り、厳島神社の『海上参拝』を初体験して大

満足。次年度の再会を約して現地解散。 

■平成24年12月8日にゆうゆう会「ウォーキングクラブ

会員＆近郊在住OB会」の12名が参加して「忘年会」

開催し互いの親睦交流を促進した。 
■平成25年1月30日に「ゆうゆう会世話人反省会兼第１

回世話人会（賀詞交換会）」を開催。「ゆうゆう会結

成10周年記念の第10回総会懇親会」の実施に向けて、

大まかなスケジュール等打合せる予定。 
〔山陰地区〕 
■平成25年1月5日青葉会(元鳥取営業所OB会)をJR鳥取

駅近くのこうりん屋敷にて開催決定。 
■平成25年5月に第6回社友会山陰地区会を米子市にて開

催計画中で参加者確認中。 
〔山口地区〕 
■昨年はOB会開催実施の年でしたが、次開催に向けて準

備をして行きたいと思います。今年は春に岩国で花見

会を計画しており、会員の多数の参加者を募る予定で

す。又、夏には有志で次回OB会開催の打ち合わせ準備

会を行う予定をしています。 
〔岡山地区〕 
■2012忘年岡山シャープOB会を12月9日に鷲羽山下電ホ

テルで参加者28名で懇親忘年会を開催。冬の夕日と旭

日や瀬戸大橋を望む鷲羽山下電ホテルにて、一年ぶり

の再会や新たなメンバーを加えOB忘年会を開催。

シャープ復活へ向け一人一品運動を紹介し、池田征三 

 
 郎代表幹事と中村雅信事業部代表の挨拶や、初参加の

星野輝次さんの乾杯の音頭で懇親宴会を始めました。

又、6名の新入挨拶と県外から参加の崎山さん等8名の 

挨拶などで、宴は大いに盛上り歓声等が響く中、ビン 

ゴゲームや恒例の宇野さん他の有志によるカラオケ大

会。中締めは、新宅能之さんの「お互いの健康での1
年後の再会を期して」一本締めで終了。続いて、カラ

オケの二次会懇親は夜遅くまで盛り上がりました。  

翌2日目はSH-G・OB忘年ゴルフコンペで、鷲羽ゴル

フ倶楽部に参加5組17名で盛大に実施しました。 

〔四国地区〕 
■2012年は、四国OB会の開催年（詳細はHPに掲載）で

有り、世話人との準備等に大童でしたが無事盛会で終

了しひと段落です。12月13日に昼間はゴルフコンペを

行い、夜は忘年会を実施しました。 
〔福山地区〕 
■福山地区が発足し2回目の活動報告です。活動は

SFOBP面白倶楽部と命名し、その都度呼びかけて集ま

り、夏以降は「ゴルフを極める会」が一泊二日のゴル

フ会を9月26‐27日に岡山作州武蔵GCで11名の参加で

行い、福山工場OBの奈良、四国、神戸からも参加があ

り楽しい2日間でした。一昨年から始めた忘年会は12
月6日に福山で12名の参加で行い、福山工場OBの懐か

しい人で大阪や四国からも参加してもらいましたが、

もう少し参加者が増えればと考えています。 

■忘年会では、優秀活動賞として次の様な年間表彰を行

いました。ゴルフの部は(敬称略) 、 優秀スコア：

長谷、 少パット：中村、年間ドラコン：長谷。その

他各賞では、年間カラオケ 優秀スコア97点の中村、

毎日健康歩き2万歩/毎日の江本、 強健康体の年間フ

ルマラソン3回出場で小林。本年も健康で面白倶楽部

の趣旨に沿って沢山の表彰ができる様に願ってます。

又、「健康山歩きの会」は笠岡十名山に挑戦中で七山

踏破し、残り三山は暖かくなる春に神島八十八箇所巡

りも合わせ挑戦します。 
〔関西・中部・関東地区〕 
■関西関連は特にありません。 

 役員会便り         事務局長 松見 弘  
          

※「一人一品購入運動」の推進について：シャープ製品

購入促進を図る為、9月の各地区での「蚤の市」開催

を皮切りに「一人一品購入運動」を推進しました。あ

りがとうございました。本年も引き続き皆様方のご支

援・ご協力を宜しくお願い致します。 
 

※ 2013年新年懇談会開催について：2013年1月29日
(火)に通信システム事業本部ラポール広島の食堂にて

開催致します。詳細は別途連絡の案内をご確認くださ

い。多数のご参加をお願い致します。 

 

※ 事業本部幹部との懇談会実施：2012年10月26日 
 事業本部幹部との懇談会を実施。本部より大畠本部

長、総務部より長谷川副参事にご出席頂きました。本

部長より会社取り組み状況及び国内/海外携帯電話機

の現況について説明がありました。 
 

※ 秋の親睦日帰旅行実施：2012年11月15日参加者43名 
 「京都市善峯寺及び錦市場散策」は、紅葉も素晴らし

く、又、色んな買い物をして楽しい一日を過ごしまし

た。多数のご参加、有難うございました。今年は春に

日帰り旅行を予定しますので、ご期待ください。 

写真左から、岡山OB会、福山OB会、広島ゆうゆう会の皆さん 

合計 173名
広島地区 62 山口地区 15 山陰地区 23 岡山地区 14
四国地区 23 関西関東 12 福山地区 24 9月末比 　4名増

 中国四国等の地区会員数　12月末現在
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              企画担当幹事 田井正治 
 

 秋季日帰り親睦旅行で京都善峯寺散策と錦市場で買い

物の旅を、平成24年11月15日(木)に参加者43名(社友会34

名、紅葉会9名)で実施しましたので報告します。 

◆旅 行 の 感 想 
 今回の日帰り旅行は、福山から4名・関西から1名の参

加をいただき、合計43名参加で実施しました。天候を心

配されましたが、何とか雨に会うこともなく実施するこ

とができました。色々反省点は多々ありますが、紅葉の

お寺善峯寺散策と京の台所である錦市場での買い物と全

く異色の企画と長時間のバス旅行でしたが、親睦も充分

計れ楽しんでいただけたのではないかと思います。 

◆善 峯 寺 

 国道からお寺までの道路が非常に狭いのには驚きまし

た。一度バスが道路を間違え非常に狭い道でのUターンで

は、ドライバーさんの、技量の高さに拍手が沸く場面も

ありました。又、バス駐車場からお寺までの道は、急な

坂で険しく閉口しました。しかし、それまでの苦労を忘

れさせる様な善峯寺の素晴らしい景観に感動した次第で

す。本堂の前で全員の記念撮影をして自由散策としまし

たが、境内の紅葉の素晴らしさや、京都市内方向の遠望 

 
では比叡山までも見ることが出来ました。滞在は１時間

程で急坂を下る時は時間があればと思いつつ、善峯寺を

あとにして京都中心部へ向かいました。 

◆錦 市 場 

 京都市民の台所と言われる、食の中心地である錦商店

街の散策です。バスは、添乗員とドライバーさんの機転

で、駐車が難しい所だが錦市場のすぐ近くの所に着けて

もらい、道幅3メートル全長400メートルを、1時間半も

の時間を掛けて126店舗を見て歩きました。 

善峰寺で合流した関西支部の中島さんの助言をいただ

き、錦市場のメイン道以外の横道には、迷子に成るので

行かないことを鉄則として散策しました。錦市場の一番

東側にある錦天満宮で中島さんとお別れし、バス乗車場

所まで色々物色し、皆さん両手に一杯の買物を持って、

集合時間前にバスの乗車場所迄帰ってきました。 

◆帰 路 

 京都南ICから高速道路に乗り、三木SAで 後の買い物

を済ませ、福山SAで4名とお別れ、皆さん事故もなく無

事に予定通り第三工場に帰着し解散しました。 
 

（広島支部ＨＰに沢山の写真等を掲載しています） 

旅行の写真にはコメントを付けていませんでしたが、上記の本文よりご推察してお楽しみください。 

   

秋の京都 秋 季 日 帰 り 旅 行 報 告 
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ある日の競技風景 

  

 上位入賞への道 パート6 
 

                    末沢 公彦 
 

◆第155回、今回の組み合わせは、同組で廻りたいとい

う希望を無視し、これまでの成績順に組み合わせを行い

ました。これで色んな方とPLAY出来、新たな親睦が図

れて良いのではと思います。今後も幹事一同で皆さんの

希望を聞き、組合わせにも変化を持たせたいと考えま

す。当日は雨も上がり、暑からず寒からずで楽しい1日
でした。さて、上位入賞の秘訣は何でしょうか。 
✹優勝(原田)：72の再挑戦、ショット・パット共好調で

した。1打のOBも無く数年来の自己ベスト87で
優勝する事が出来ました。毎朝のラジオ体操(2
クール)、その後の歩き等が良かったと思いま

す。今年は”me(巳)”の干支。体力の維持を図

りつつ、練習を重ねて再度の優勝を目指して頑

張って参ります。 
✹2位(藤原)：苦手で嫌いな竹原CCをバープレイ

で廻れた事、誰よりも練習をした結果と思いま

す。更に練習をし頑張ります。 
✹3位(弓井)：本人が一番びっくり、前半は30台初体験。 

寄せワンパーが4つも有りました。日頃のアプ

ローチの練習成果が出た様です。家の前の空き

地(真砂土のベアグランド)でサンドウェッジで

のアプローチの練習です。始めはダフリが多

く、クリーンなヒットは1～2割程度でしたが、手首を柔

らかくして、身体の回転で打つ、の練習を重ねて来まし

た。次は70台を体験すべく、100ヤード以内の寄せの精

度を上げる練習も取り入れます。 
◆第156回、久しぶりの安芸CCで、コース状況も良く

なっており、又、グリーンのピン位置は難しく、実力者

が好成績を出した様です。やはり、上位入賞者は日頃の

努力の成果が出たのでしょうか。 
✹優勝(出口)：三年掛けての上位入賞に感謝します。今

回は運良く全体が成績低迷であった為か、グロ

スは前回155回と同じながら、上位浮上と成りま

した。但し、前回よりH/Cがマイナス1と成った

分グロスがアップしたのは成果です。同好会で

のハンディキャップは概ね(但し20％の努力が必

要)参加選手に入賞チャンスがある様に設定されてるの

で、前向きに日々の努力とその成果を「励み」として楽

しみましょう。 
✹2位(清田)：入賞はネットでアンダーパーが一人

もいない、と云うツキにも恵まれ予想外の準優勝

となった。要因は、①苦手としていたアイアン

ショットを改善し克服する為に、この春にプロギ 

 

 
アーエッグのアイアンセットに変更。②練習量も全体の

8割以上をこのアイアンに費やした。徐々に成果が出

て、残り150～100ヤードからパターを含め4～5打叩いて

いたが、今はパーオンも増えダブルボギーが少なく今回

の成績となった。今後はINとOUTのスコア差が出る癖を

直し入賞を狙いたい。 
✹3位(松見)：久しぶりに上位入賞出来た。これ

もひとえにハンディキャップ改正の御蔭。ショー

トゲームのミスを無くし、ハンディキャップを活

かし、次回コンペではさらに上位を目指します。 
 
◆第157回、昨年5月から幹事を引き受けてから、早いも

ので 後の同好会でした。12月の大会としては、朝はグ

リーンが凍っていたが、全体としては絶好のゴルフ日和

に恵まれました。終了後のミーティングではゴルフ場集

計のスコア記述ミスがあり、少し混乱したが、無事終了

しました。皆さんご協力有難う御座いました。今年もよ

ろしくお願い申し上げます。今大会は、スコア的には

中々思う様に成らず、皆さん苦労された様です。 

✹優勝(藤原)：今日は霜で真っ白の安芸CCを無理をせず

安全に攻めた結果良いスコアで優勝出来まし

た。それにしても断トツのグロススコア75での

優勝は気持いい！ 
 

✹2位(沖田)：社友会ゴルフに参加して6年今回

こそ念願の初優勝を目指して頑張りましたが、

結果としてあと一歩。今回はカチカチのグリー

ンでパットがまとまり好スコアとなった。今年

こそ初優勝を目指しOBを出さないことを課題に練習に取

り組みたい。 
✹3位(吉田)：朝はテイーが立たない位凍ってい

たのでグリーンは止まらないと思って手前から

攻めたのが良かったのでしょう。又、いつもの

ドライバーでのド-フックもあまり無くOB が出

なかったのも好成績につながったと思います。今年はド

ライバーの精度を上げ優勝を目指して精進致します。 

  

 グランドが使えない！    
                 水谷 正弘 

 

 昨年10月から第三工場のグランドが、工場前の前谷磯松線道路の拡幅工

事の資材置場として使用される事になり、同好会活動に使用出来ず競技活動

は中止に至りました。他に活動の場をと健保のスポーツセンターでの室内活

動も検討しましたが、これも健保の事業見直しにより当分閉鎖で不可。又、

外部のグランドを借りる検討もしましたが、援助金が直ぐ無くなる程に使用

料が高く活動継続が出来ません。今後は、グランドの使用が可能になり、暖

かくなれば直ぐにでも活動開始したいと思います。 

グランドゴルフ 

 

ゴルフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 参 加 者 Ｐａｒ 順位 参 加 者 Ｐａｒ 順位 参 加 者 Ｐａｒ

1 原田 裕美 -6.2 1 出口 昌孝 -0.4 1 藤原 克美 -0.4
2 藤原 克美 -4.4 2 清田 英司 0.9 2 沖田 憲三 0.4
3 弓井 克己 -3 3 松見　弘 1.8 3 吉田　寛 0.8

前 田　/　矢 野 谷 口　/　松 見
有 田　/　猪 飼 沖 田　/　奥村(昌) 中 村　/　村 重
細 田　/　清 田 細 田　/　杉 山 藤 原　/　中 下

ＮＰ

OUT　/　IN

ＮＰ

OUT　/　IN

ＮＰ

OUT　/　IN
村 上　/　藤 原 長 谷　/　吉 田 有 田　/　吉 田

伊野部　/　山 本

平成24年度　第7～9戦の成績　　(NETスコア）

第155回コンペ（18H) 第156回コンペ（18H) 第157回コンペ（18H)
（10月18日　竹原CC） （11月19日　安芸CC） （12月13日　安芸CC）
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 時代と共に変わりゆく 
 

                車角 裕規 
 

 平成11年に同好会が発足し13年を超えた。Windows95 
からWindows 8へ、使用するオペレーションシステムは

進化し、活用範囲は拡大と共に高速処理化も進んだ。 

しかし、パソコンを使用する習慣の領域が極端に変化し

た訳けではない。そんなことで、同好会のメンバーもほ

とんど変わっていないし、会員数も同様だ。昨年12月度

の例会では、例会運用の刷新を次年度より

行うためのプラン検討を行う事とした。 

会員の使用するパソコンのOSが、「XP」
から「8」までに拡大し、共通のテーマを

選択しにくい状況にあるためで、1~2月例

会で意見を集約する。又、パソコンのセ

キュリティ対策も、改めて検討する必要も

有りそうだ。昨秋、誤認逮捕事件の発端と

なった、遠隔操作ウイルスなどの理解や対

策の周知も必要だろう。 

 実際には、月に一度参加することで、支

部事務所に顔を覗かせ、パソコンに関連す 

 

 
 
る話題をもって歓談する機会でも良いのではないか、と

も思っている。 
 同好会発足以来、世話人として適当に過ごしてきた

が、そろそろリタイァの時期が迫っている気がする。こ

のテーマも解決しなければならない 。 

パソコン 

 

 造幣局とカルビーの 

    工場見学記 
                                  松岡 良明  

 平成あそび隊12名は11月21日の午前中に広島造幣

局、午後はカルビー㈱広島工場の二社を見学しました。 
◆ 独立行政法人造幣局広島支部：造幣局広島支部は、

五日市町にあります。ここは財務省の管轄で、一円から

五百円までの硬化を製造しています。又、硬貨以外に、

勲章やメダルと記念硬貨も製造しています。工場見学は

見学案内担当の方より、工場の概略説明とビデオによる

解説から始まりました。工場の内部は、さながら重工業

の工場をコンパクトにした様な、印象を受けました。 

・硬貨製造の概略工程は次の通りです。【溶解工

程】：-貨幣の素材を決められた物に、混合する（五百

円硬貨の素材はニッケル黄銅）銅・亜鉛・ニッケルを混

合溶解し鋳塊にする。⇒【熱間圧延工程】：鋳塊を機械

で薄く延ばし20m単位で巻き取る。⇒【冷間圧延工

程】：常温で、粗圧延・仕上圧延と貨幣の厚みにする。

⇒【圧穿工程】：貨幣の厚みに、仕上がった圧延板を、

貨幣の形打ちぬく。⇒【圧縁工程】：貨幣の模様を、出

しやすくする為、円形の周囲に縁をつける。⇒【洗浄工

程】：諸工程を経た円形は、酸化膜や油を取り除く。⇒ 

 
 

【圧印・検査工程】：表・裏・ギザを同時に加工後、貨

幣の外観検査をしキズある貨幣は不合格にする。⇒【計

数・袋づめ工程】：合格した硬貨は、厳重に計測し袋づ

めをする。 
◆ カルビー㈱ 広島工場 
“かっぱえびせん”が出来るまでの概略工程です。 
【原料の調達と準備工程】：えびは、新鮮な四種類を、

頭から尻尾までミキサーで砕き、小麦粉・でんぷん・水

で混合する。⇒【生地を蒸して、伸ばす工程】：混合さ

れた生地を、蒸して伸ばし かっぱえびせん の形に加

工する。⇒【乾燥・さくさくに煎り味付け工程】：味付

けは、パームオレン油・米油の２種の油がブレンド。⇒

【袋づめ・出荷工程】：出来上がった かっぱえびせん

を自動計量器で袋に入れる。更にカートンに12袋づつ詰

められ出荷される。 
今回見学の二社共に、殆んど自動化され作業員は多く

見られ無かったし、製造工程の説明を聞き工程を見学し

た限り、硬貨の工程では奇形品（不良品）が流通する事

が無い事が判り、“かっぱえびせん”の製造工程は衛生

管理が徹底され、清潔な食品の工場でした。 

平成あそび隊 

 

広島造幣局で 

判り易く説明頂き、 

見学の後に記念撮影 

（おみやげは当然なし）

カルビー広島工場で 

特別授業を受けて、 

おみやげも頂き 

河童とえびの歓迎で

共に記念撮影 

解決しなければーーと、課題が多いがーー！！ 



                  

 ・四季折々・伝えたい人に、 

           伝える心の絵手紙 
  

                                        神野 和彦 
 

 12月(師走)に入ってめっきり寒さも増して、ついつい

外出も控え目に成ります。とは言っても、師走ですから

種々の寄り合いがあり、忘年会・大掃除・年賀状の作成

等、それ以外にも色々(総選挙も)有って、何となく気忙

しい年末の日々を過ごしました。年末と云えば年賀状で

す。これも慣習(形式)的に挨拶程度に出す賀状や、何年

も会っていない人に現況や気持ちを伝えたい賀状等あり

ます。本当は一枚一枚に気持ちを込めて、と云いたいの

ですが、ついパソコンで一律にと成って仕舞うのが実情

です。年賀に限らず四季折々に、身近な（極親しい）友

人・知人・家族(妻にも)にさり気なく送る気持(心)の伝

わる絵手紙の方が良いと思うようになって来ました。 

 昨年も熊野の筆里工房主催の”「ありがとうのちょっ

と大きな絵手紙大賞”の募集があり、我が絵手紙同好会

からも応募し、見事に二人が奨励賞に入選。（下段に掲

載の入選作品）又、11月21日には同好会メンバー達と 

 

 
 

作品展の鑑賞に行きまし

た。入選の優秀作品を観

て、「絵」と「文字」の形

やバランス、又、文章の内

容と合わせて作者の心や思

いが伝わって来ます。 

 改めて絵手紙の良さを知った思いです。「絵」は上手

より丁寧に、観たまま、感じたまま。「文字」は大きさ

形はバランス良くはっきりと。「文書」は気持ちを素直

に伝える。これが私なりの感想です。やはり絵手紙は、

実際に出してみるのが上手に成る秘訣かなと思えてきま

した。過去に、一、二度程家族に出した程度ですが、そ

の時は好評でした。私も歳を重ね、日常生活にゆとり

（暇・毎日日曜日）も出て、人との繋りを大切したいと

思う今日此の頃です。皆さんも絵手紙同好会で、ワイワ

イ・ガヤガヤと、四季折々の心の手紙など作って、良い

人の繋がりを作ってみませんか？ 

絵手紙  

熱心に作品鑑賞、勉強に成るな！ 

 

三宮さんの奨励賞に入選作品 迫谷先生の奨励賞に入選作品 

写そう会 
 

        新年明けまして おめでとうございます 
                             中西 康憲 
 

 新年明けましておめでとうございます。写そう会も2004年の創設以来9回目の

新年を迎えました。今年も、海に山に里に！、西に東に北に南へ、四季折々の被

写体を求め夜討ち朝駆けで作品創りに頑張ります。さて、昨年後半の撮影会は、 

✤10月には広島県で唯一、安芸太田町に保存されている流鏑馬神事の撮影会を

開催しました。 規模は小さくとも勇壮な流鏑馬を高速撮影や流し撮り撮影な

ど、それぞれが持つ技を駆使しての撮影会となりました。 

✤11月には、紅葉真っ盛りの奥津峡温

泉で一泊し、岡山県鏡野町地区の紅葉

ポイントを巡っての撮影会を行いまし

た。初日は撮影日和に恵まれました

が、二日目は午後から天気が崩れ計画

したポイントの撮影を断念し、早めに

帰路に着きました。 
✤12月11日に本年 後の定例会を開催

しました。生憎当日はラポール広島の

電気工事の日と重なり、電気が使えな

いので食堂で開催しました。 

例年、12月の定例会は昼食会を兼ねて、写そう会の今後の活動についての意見

交換会を行っており、当日は2月撮影会の候補地審議や、1月に開催される新春

懇談会での写真展示等について意見交換を行いました。 

 本年も写そう会の活動にご期待いただくと共に、写真に興味のある方は一度撮

影会に体験参加されませんか。写そう会までご連絡ください。毎月第一火曜日

9：30より定例会を開催しております。ご遠慮なく定例会にご参加ください。 
        

 

奥津峡公園での記念写真 

安芸太田町の流鏑馬神事 

昼食を兼ねた定例会＆意見交換会

 

紅葉真っ盛りの奥津峡 
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 太刀魚釣りに臨む 
 

                     川田 正勝 
 

・釣日：11月9日/12月8日 ・行先：倉橋亀ヶ首沖 
・釣船：晴光丸       ・釣人：各回10名 

今年の太刀魚は9月頃から釣れはじめ、例年に比べて

大漁との事でいやが上にも気持ちがはやります。朝5時
半にかめや釣具店に集合ですが未だ暗い。9月頃はもう

少し明るかったが11月になると暗くて冬の感じです。朝

6時に安芸津を晴光丸で出港。船が港を出る時が一番幸

せな気分に成る瞬間で、今日は大漁であって欲しいと

願ってポイントに向かいます。今日のポイントは倉橋の

亀ヶ首沖で、蒲刈沖を通過してポイントまでは約１時間

です。今回の太刀魚釣りの仕掛けは餌釣りですが、太刀

魚の鮒釣りは二通りの仕掛けが有ります。一つ目は治具

での釣りで、100g位の魚の形をした疑似餌釣りで、数は

釣れますが型が少し小さいので若い方に好評。二つ目は

テンヤでの餌釣りで、イワシ・秋刀魚・サヨリ・コノシ

ロ等の太刀魚の好きな魚をテンヤに結び付けて釣る方法

で、今回は皆さん二つ目の餌釣りで挑戦です。 

 
朝7時にポイントに着き早速釣り開始ですが、餌釣り

の大事なのは当たりがあっても直ぐに合わせず竿先が大

きく下に曲がった時に合わせるのがコツです。口で云う

のは容易いがこれが難しいのです。仕掛けを上げるとイ

ワシが食べられてるし、当たりが有っても判りつらい

が、ボツボツと釣れました。餌釣りでは大物が釣れるの

で、指5本のドラゴン級だと

竿先は大きく曲がり、引きが

強くて糸が切れないか心配に

成る程です。皆さんの平均釣

果は、11月は10匹で12月は

15匹でした。  

次回はリベンジを兼ねて1
月に再度太刀魚に挑戦です。

今度こそは大漁であります様

にと、今から願っています。 

釣りに興味のある方はどん

どん参加よろしく。 
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釣 り 

皆さん、数は遠慮気味だが型は申し分なし、中にはドラゴン級（右端の写真）も釣り上げましたよ！！ 

上と下、どっちが竿頭か

 

 

 「クリスマス・シーズン」を迎えて 
  

                       新林 達人 
 

師走の声を聴くと、クリスマスソングを想いだす。外

は暗く、練習場に入ると、ツリーが飾られ、雰囲気が自

然と軽やかになり、音楽が自然にステップを求めてく

る。誰もが笑顔で向き合い、先生の声もきびきびして練

習にも力がはいる。先生に同好会の会員一人一人相手に

して模範指導のステップや判り辛いステップや間違い易

いステップ箇所では懇切に教示戴いています。全員がマ

スターして踊れる様に成るまで、粘り強く繰り返し反復

レッスンをし、シャドウで練習して覚えると相手と組ん

でレッスンが始まる。組むと思うようには踊れず、先生

に再指摘される。その日に習ったステップを確実マス 

 

 

ターする様に指導が入る。簡単なステップだが、音楽に

合わせて演じることは難しい。音と足がかみ合わない

が、何度か繰り返しレッスンすることで、次第に音楽と

踊りがテンポよく咬み合って楽しく踊れるようになる。

レッスン参加の会員が互いにパートナーチェンジしてブ

ルースやジルバ、ワルツ、ルンバとダンス曲に合わせて

初歩コースを何とか踊ることが叶う。ダンス同好会のメ

ンバーは、クリスマスを迎えて少しずつレベルアップが

出来ていて、レッスン会場の一角に展示された色とりど

りのドレスや燕尾服を眺めながら、クリスマスに踊る姿

を皆さんと想像し語り合のも楽しい。今年も皆さんと共

に、更にレッスンに励んで参りたいと思います。 

ダンススポーツ 

 

広い練習フロアーでステップの練習、たまには男性同士で教え合う事も、身体で覚えるのは難しい。 
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 囲碁に関する豆知識                       
 

                    杉山 健 
 

 囲碁同好会は、12月3日(月)に平成24年の 終の月例

会を無事終えることが出来ました。この1年を振り返っ

て見ると、鈴木さんが脳梗塞と脳動脈瘤を、相馬さんが

脳動脈瘤を克服して囲碁同好会の例会に復帰されたこと

は嬉しい出来事でした。また、7月度の例会は趣向を変

えて「第1回懇親囲碁大会」として外部の会場で開催出

来た事も、囲碁愛好家の楽しい集いと成りました。例会

の対局成績では、囲碁を初めてまだ日の浅い由井さん

が、12か月（12回）の皆勤で53局を打ち、5割5分の勝

率を上げたことは称賛に値します。相馬さんは、1ヶ月

の欠席は有りましたが11ヶ月の参加で43局を打ち、6割
3分（27勝16敗）で勝率第1位でした。今年から例会の

開催時間を10時から15時までに変更した事もあり、総対

局数が126局と過去 高を記録しました。  
 さて、皆さんは囲碁が何時頃から始まったかご存知で

すか。囲碁の歴史は古く、発生地は中国で4000年の歴史

があると云われています。囲碁が日本に伝わったのは約

1500年ほど前と推定されています。

701年「大宝律令」の僧尼令に記録

が有り、以来日本では僧侶に囲碁

の名人が輩出されています。渡来

後、1000年を経て初代本因坊算砂

（1559～1623）が誕生しました。

囲碁は江戸時代の二度の黄金期を

経て明治時代に近代的な専門家組

織が誕生し、後の日本棋院、関西

棋院へと受け継がれて行きます。

囲碁の 強者が「本因坊」である

としたことからこの名跡を賭け

て、プロ棋界は実力本位の選手権

争奪の時代に入って行きます。 

 

これが「本因坊戦」の始まりですが、現在は“囲碁七大

タイトル戦”［第一表］へと発展してきています。囲碁

が大衆化の時代に入ったのは昭和40年代のことで、昭和

56年には日本の囲碁人口は1200万人に達しました。昭

和50年代には世界アマ選手権戦が開催されるなど世界的

な隆盛の道を辿って来ました。［第二表］に日本の囲碁

人口の推移と、また［第三表］に世界の囲碁人口を表記

してみました。 
社友会の囲碁同好会も、もっと発展させていきたいと

思っています。興味のある方は是非社友会囲碁同好会の

囲碁人口に加わって下さい。 

囲 碁 

 

 

 百歳ウォーキングにチャレンジ！ 

                             

                               東 秀次 
 

 あるこう会は今年発足17周年目に入り、60才～80才
の会員が96名に増えて、月2回の例会を続けて300回を

超えるコースを歩きました。年齢・体力・健康状態に応

じて、ウルトラ15㎞・しっかり10km・ゆったり5km・

のんびり3kmの4コースでウォーキングを実施していま

す。健康は与えられるものではなく、自分で作るものだ

と思います。年齢と共に体力、脚力が低下しますが、そ

れを補う為には、毎日の暮らしの中の生活習慣を見つめ 

 
 

直すことです。私は毎早朝ウォーキングとジョギングを

欠かさず続けて、1日に1万歩以上を目標に頑張っていま

す。歩数を毎日記録してシャープ健康get運動に参加

し、生活習慣病の予防に努めています。更に、近くの小

幡共同農園に行き野菜づくりを楽しんでいます。常に好

奇心を旺盛にして挑戦し、積極的に人生を楽しむ心と、

そのうえ百歳まで元気に生きられると確信することに

よって、願いは叶うかもしれません。 

あるこう会 

 
 

 

左：高梁市・旧吹屋小学校  

右：高知市・カツオ船で昼食

下：高知市・桂浜公園坂本龍馬銅前で

上：竹原市・かんぽの宿竹原で忘年会 

タイトル戦名 主　催　者 賞金額

棋聖戦 1976年 （昭和51年） 読売新聞社 4500万円

十段戦 1961年 （昭和36年） 産経新聞社 750万円

本因坊戦 1940年 （昭和15年） 毎日新聞社 3200万円

碁聖戦 1975年 （昭和50年） 新聞囲碁連盟 800万円

名人戦 1976年 （昭和51年） 朝日新聞社 3700万円

天元戦 1975年 （昭和50年） 新聞3社連合 1400万円

王座戦 1952年 （昭和27年） 日本経済新聞社 1400万円

創　　設

［第一表］　　【囲碁七大タイトル戦】

年　度 囲碁人口 備　　　　考

2010年 610万人
2009年 640万人 インターネット調査を加える

2008年 250万人
2007年 240万人
2006年 260万人
2005年 250万人 囲碁ブームが下火になる

2004年 450万人
2003年 420万人 「ヒカルの碁」のテレビ放映3月に終了

2002年 480万人
2001年 450万人
2000年 460万人
1999年 410万人
1998年 390万人 12月に囲碁漫画「ヒカルの碁」放映開始

1982年 130万人
1981年 200万人 囲碁人口がピークに達する

［第二表］　【日本の囲碁人口】

国　名 囲碁人口

中　国 2500万人

韓　国 766万人

台　湾 150万人

タ  イ 150万人

北朝鮮 0.5万人

アメリカ 50万人

ブラジル 3万人

ロシア 10万人

ドイツ 4.6万人

フランス 3.5万人

イギリス 5万人

オーストラリア 1万人

第三表］　【世界の囲碁人口】　
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 紅葉と落葉を満喫しての秋山登山     
 

                    新川 昭雄  
  

 平成24年度の山歩会は6回の例会を実施した。10月は

廿日市市の大峰山、11月は北広島町の聖山・高岳登山を

敢行した。いずれも天気に恵まれ頂上からの眺めは360
度の紅葉で染まる大展望が望めた。 
✤第28回10月24日(水)、大峰山1050m、参加者12名。 
 西大峰山ルートより10時6分スタート、朝寒かったが   

段々気温が上がり一枚脱ぎ二枚脱ぎと汗を拭き乍ら息を

切らせて登ったが、3時間の予定を2時間で大峰山山頂に

到着。山頂の岩場でバンザーイのガッツポーズで歓声を

あげた。そこからの眺めは北側に十方山や吉和の冠山な

ど芸北の山々を満喫した。下りは階段が多く、しかも急

勾配、途中で転ぶ人、大木をなぎ倒す人（笑）もおり、

やはり下りは、ゆっくり慎重に下りるのが一番で14時50
分に無事下山した。 

✤第29回11月12日(月)、聖山1113m/高岳1054m、参加

者13名。この回の登山は2組に分かれて峰を目指した。 
1組目は6名で聖山に登頂し高岳を目指す縦走コース組、 

 

 
 

2組目は7名で聖湖を眺めながらの高岳コース組である。 
1組目の縦走コース組は林道を登り十文字峠に10時45分
に到着、ここより登山道に入り、11時30分に聖山に登

頂。いよいよ縦走に入り3つの尾根を超え高岳山頂には

12時45分に到着。2組目の高岳コース組は聖湖側道から

のアプローチで、高岳登山口に10時着き、急坂と落葉の

滑り易い道を登り12時に高岳に登頂した。高岳で2組が

合流し、一緒に記念撮影をして昼食をとった。下山は1
組目の縦走コース組は13時30分に、2組目の高岳コース

組が13時にとそれぞれで開始。 高岳山頂からの景色は

右側にドーム状で黄色に輝く深入山、渓流を隔てて内黒

山や十方山、そして、恐羅漢山や手前には聖山と、島根

県内の山々を見ながら、大佐山やその奥には高杉山と天

狗石山が望めた。 

 昨年は、自然の偉大さに驚愕し、健康に感謝する山行

であつた。 
 

山 歩 会 

上：大峰山山頂でバンザーイ   

  右：滑り易いので慎重に！ 

上：合流した高岳山頂にて  

          右：石がゴロゴロして厳しい下り 

 

  第57回は出口さんが優勝 
 

                                        牛田 晴雄 
 

第57回大会を12月14日(金)10時より賀茂ボールで開催し

ました。今年も師走に入り公私共に忙しい時期になりま

したが、月例会での練習の成果を第57回大会の競技にぶ

つけ、寒さ吹き飛ばす程の熱気の中での高成績でした。

又、本日のレーンコンディションが通常よりやや難しく

苦戦した。大会参加者23名で社友会16名、紅葉会1名、

招待会員6名と多数の参加で大いに盛り上がり楽しく1日
を過ごすことが出来ました。競技のルールは3ゲーム

（ハンディキャップ含む）の合計得点で競った。 
大会の結果は、優勝：同好会の大先輩でご夫婦で練習に

頑張っておられる出口昌孝さんが723
点の好成績とハイゲーム賞・ノーミス

賞でグランドスラム達成。準優勝：勝

山敏治さん675点、第三位：坂田広海

さん630点、と皆さん優秀な成績を収

めた。ハイゲーム賞は、男子の部で

256点の出口昌孝さん、女子の部で

は：199点の三間裕子さんが受賞。今

大会でのノーミス賞は出口昌孝さん・

坂田広海さん・有田守夫さん・川股幸

雄さん』の4名の方が受賞されました。 

 

 
 

又、後あと一歩という方が数名おられましたが該当者は

4名でした。 
12月大会参加者全員の熱意と出口さんで盛り上がり、

今年 終大会を有終の美で飾ることが出来た。 
◆〔上位の成績（3ゲーム合計点HDCP含む）〕敬称略  
優勝：出口 昌孝 723点、準優勝：勝山 敏治 675点、 
3位 ：坂田 広海 630点、 4位  ：牛田 峰子 629点、 
5位 ：神崎 保範 603点、 6位  ：和田 清子 599点、 
✯ハイゲーム：男子の部 出口 昌孝 256点 
        女子の部 三間 裕子  199点 

ボウリング 

 

準優勝    優勝      第三位   

勝山さん   出口さん  坂田さん 
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  第40回SEANETコンベンションに参加   
                    

                    吉房 幸治 
 

  2012年11月23日～27日の3日間マレーシアの首都クアラルンプールで

開かれた第40回SEANETコンベンションに参加しました。アマチュア無線

は海外との交信や交流を通じて国際貢献できる少し贅沢な趣味です。参加

者は大阪から社友会本部アマチュア無線同好会の荒川さん（JA3AER）と

広島から私、吉房(JA4DPL)の2名でした。懐かしいマレーシアでの勤務(出
張)の思い出をしっかりと思い返す訪問でした。果物の王様であるドリアン

の季節でもあり食事の後、マーケットに出かけてお腹一杯食べてきまし

た。無線で日本から繋がった多くの仲間と談笑、親交を深め、今年は横浜

で再会する事に成りました。昔やったことのある方 COME BACK！ 

アマチュア無線  

総勢19ヶ国から約130人が参加 

クアラルンプールツインタワー前で 

①記念局9M4SEA運用中の吉房（JA4DPL）、 ②中央は元SRSSCコタキナバル支店勤務のLawrenceさん（9M6LK）         

③主催者9M2AUさんに現在の勤務先で開発したアナアナライザーを贈呈、 ④KL国際空港の管制室を見学、 

① ② ③ ④ 

   

 リクエストによる作品づくり                 
 

                    奥村 恭三        
  

 今までのものづくりの作品は、自分自身が好きなもの

を製作してまいりましたが 近は妻からのリクエスト

による作品を製作する事が多くなりました。これらの作

品について紹介します。まず、植木鉢置き台。これは、

今まであちこち置いていた鉢物を、一箇所にまとめて置

きたいとのリクエストに対して製作したもので、二段式

の鉢置き台として、外観は腐食防止塗装したものです。

次のリクエストは、玄関先の飾り格子の製作でした。今

まで玄関先に取付けていた斜め格子（ラティス）を、高

さの高い縦格子の飾格子に変えて欲しいとの要求です。

まず、どのよう形状、構造、高さにするか、材料の有効

な使用等含め検討しながら図面化し、それに基づき材料

を手配し、製作を開始。部材加工の後、組み立て塗装と

進みます。 

 
 

塗装色は、当初壁の色と同化させる為グレー色にしまし

たがしっくりしません。そこで、思い切ってダークブラ

ウンにやり直ししたところ、締った感じの飾り格子とな

りました。次に踏み台です。これはフローリング材を利

用して製作しました。その次はラックで、これは物入れ

の代用として使用していた冷蔵庫を廃棄して、ラックに

交換替する提案でした。ラックを設置した事により周囲

が明るくなり、且つ、物の整理がきちんと出来るように

なりました。この様に、趣味と実益を兼ねた作品づくり

をしています。 

 又、12月には恒例の忘年会を行いました。今回は、梅

田工房にて、ラム肉のジンギスカン鍋、かきシチュウ、

石臼での餅つき等、てづくりの忘年会を行い1年を振り

返りました。 

ものづくり 

餅も作る(つく）”ものつくり”見事です。    乾杯の音頭で忘年会開始！ 

作品は左から

植木鉢置台 

飾り格子 

踏み台 

左下はラック 
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  地 区 会 員 便 り  . 

「我がふる里 周南市の紹介」 
 

            山口地区委員長 松田 正博 
 

 私は定年退職して早8年が経ちました。日頃は周南市

の北部にある「須金フルーツランド」の直売所に勤務

し、主に梨やぶどうの販売や出荷作業に従事していま

す。8月～10月のシーズンは忙しく無休で頑張っていま

す。もうかれこれ7年になりますが、地域の皆様とも仲

良くなり、楽しく働い

ています。又、余暇を

利用して体力維持のた

め水泳を始めました。

これも8年目を迎え、

現在、短距離フリーで

マスターズ上位入賞を

目指しています。 

 さて、今回は我がふ

る里、周南市を紹介し

たいと思います。周南市は旧徳山、南陽、鹿野、熊毛と

の合併で誕生しました。面積は656k㎡で東京23区より

も広い大きさです。江戸時代は周防徳山城主・毛利淡路

守四万石の城下町として栄え、大戦中は徳山海軍燃料廠

があり江田島に次ぐ軍事基地でした。ドラマ「坂の上の

雲」で登場した児玉源太郎のふる里でもあります。その

為、戦後は石油燃料コンビナートの町として発展し、史

跡と近代石油コンビナートが混在する珍しい街です。数

多くの名所旧跡がありますが、今回はその一部をご紹介

し致します。 
◆周南市の北部にある「須金地区」は昔須磨と呼ばれ、

平家の中納言雅頼の子の秋月丸が壇ノ浦の戦いに敗れ、

現在の須金に住み着いて須磨と名付けたと伝えられてい

ます。現在は「フルーツの里」「ホタルの里」として知

られ多くの人が訪れます。特に、

数万匹のホタルは圧巻で、遠くは

九州からも見物に来られます。今

年はラフテングボートで川下りの

イベントを行い、満天の空に飛ぶ

ホタルの乱舞を堪能しました。 
 

 

◆市東部の「八代地区」は、本州では唯一の「ナベヅル

の渡来地」です。鹿児島の出

水と並び評されますが、年々

飛来数が減少し10羽程度に

なりました。昔の様に沢山の

ツルが飛来する様に市を挙げ

て取り組んでいます。 
◆市の港から船で約一時間の所に「大津島」という島が

あります。戦時中ここに「人間魚雷回天の基地」があり

ました。多くの若者たちが人間魚雷で玉砕しました。島

には当時の魚雷を再現し展示し

た「回天記念館」があり、回天

に関する遺品や資料の展示を中

心に、回天の歴史や当時の時代

背景や生活の様子等をパネル展

示で紹介され、遺書や手紙の遺

品は約1000点にもなります。 
◆市中央部の「市街地」では毎年、「周南冬のツリー祭

り」が開催されます。駅前ロータリーから御幸通にレイ

ンボーイルミネーション（LED30万個）が11月から12
月末まで点灯されます。盛

り沢山のイベントも開催さ

れ、この時ばかりは町が活

性化し多くの人で賑わいま

す。 
 

 以上、未だ未だ ご紹介

したいのですが次回にとっ

ておきたいと思います。会

員の皆様、機会があればぜ

ひ周南市にお越しくさい。 

 

 支部活動は中々うまく出来ませんが、今までに「山口

シャープOB会」を山口市（湯田）や下松市（健康パー

ク）で３回実施し、多くのOBの方と親睦旧交を暖めま

した。今後も地区会員の方々と連携をとりながら4回目

を開催して参りたいと念願しています。何卒、ご協力の

程宜しくお願い申し上げます。     

 

本州唯一、八代のナベツル 

 

人間魚雷回天 

 

周南冬のツリーまつり 

 

須金のホタル 

 

地産品直売所 ふれあいプラザ須金で 

新 入 会 員 の 紹 介  
 

2012年10月1日～12月末までの入会者    敬称略 
 

森 博和
も り  ひ ろ か ず

 No.5940 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ(事本)ｼｽﾃﾑ(事)生産管理部 

江口 文雄
え ぐ ち  ふ み お

 No.5953 SDS CS推進センター リペア技術部 

笹木 立則
さ さ き  り つ の り

 No.5954 通信システム事業本部 第１生産部 

粟飯原清胤
あ い は ら  き よ た ね

 No.5958 ｼｬｰﾌﾟｱﾒﾆﾃｨｼｽﾃﾑ（株） 四国営業所 

林  辰男
はやし  たつお

 No.5973 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 生産企画センター 

船越 正
ふなこし ただし

 No.5974 通信システム事業本部 営業企画部 

杉原 章則
すぎはら あきのり

 No.5975 通信システム事業本部 海外生産推進部 

谷口 敬二
た に ぐ ち  け い じ

 No.5976  通信システム事業本部 第１品質保証部 
 

広島支部会員数 470名、2012年12月末現在 

編集後記：多くの方々のご協力で第65号迄発行する事

が出来ました。更に充実した内容にすべく努力します

ので、会員の皆さんのご協力をお願いします。 K.M  

広島支部行事予定 2013年1～3月 
 

1月 7日 社友会活動開始 

1月29日 2013年新年懇談会/定例役員会 

2月22日 定例役員会 

3月22日 定例役員会 

シャープ社友会会員数　12月末日現在 5,149名
本 部 3,174名 東 北 126名 栃 木 403名

東 京 640名 中 部 191名 広 島 470名

九 州 145名    2012年9月末比 47 名増    .   




