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 広島支部の新たな歴史を刻もう！                                
 

           副支部長  中西 康憲 
 

 今年、広島支部は結成20周年を迎えました。5

月には、社友会本部より真副会長様、会社から
は町田相談役様(当時)、長谷川常務様、その他多
数のご来賓をお迎えし、更に、歴代支部長や各
地区委員長はじめ過去最多の120名を超える広島
支部の会員にもご出席頂き、盛大に結成20周年
記念式典（記念総会）を開催致しました。又、

ご臨席頂いたご来賓はじめ各地方支部支部長様からのご
祝辞と歴代広島支部長・歴代「ひびき(hibiki)」編集者の
皆様・各地区委員長・各同好会のリーダー等の各位より
ご寄稿頂いた資料を広島支部20年の歩みとして纏めた

“hibiki66号”を20周年記念号として発行致しました。

hibiki編集担当として、当初の想定を超える素晴らしい記
念号が発行できましたのも、原稿をお寄せ頂いた皆様方
や支援・ご協力頂いた皆様方の御蔭で有ると感謝いたし
ますと共に厚くお礼申し上げます。記念号の中でも触れ
ておりますが、平成5年にわずか13名の会員で結成した
広島支部も現在では500名を超える大きな組織となり、
又、結成時は5つの同好会でしたが、現在では15もの同
好会に増えました。これからも新しい同好会が新設され
皆さんが元気に活動をされることを望んでおります。20

周年は単なる通過点であり今後30周年、50周年とこの組
織が続き、新たな歴史を刻んで行って頂きたいと願って
おります。この先、この組織を引っ張って行かれる幹事
も随時入れ替わって行くものと思いますが、従来とは一
味違うユニークで活気のある組織運営・同好会活動を期
待するものであります。 
 

 
 

ところで、昨今は最高気温・ゲリラ豪雨での降雨量・突
風（竜巻）等々で史上最高値を記録する等の歓迎出来な
い歴史に残ると思える異常気象が続いています。今年
は、中国地方では山口・島根で記録的な大雨による災害
が発生しており、この原稿を作成中にも台風18号が列島
を縦断し、身近な所では嵐山の渡月橋が大水に洗われる
映像など、過去に見たことのない光景が映し出され、各
地に大きな被害を残して行きました。今年は特に、日本
海の海水温度が異常に高い事から日本海側での大雨が危
惧されており、山陰地区の皆さんは特に警戒が必要であ
ります。専門家によ
ると、この様な異常
な状態が頻繁に起こ
ると異常（アブノー
マル）が異常でない
（ノーマル）状態を
指して「ニューノー
マル」と表現される
時代に入っており、
この様な嫌な記録
(歴史)を刻まれる事
は願い下げです。こ
れから台風シーズン
に入りますが十分ご
注意頂き、異常気象
に対処されます様お
気を付けください。 
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国 際 化 （東広島市西条)         西尾 弘さん 
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 役員会便り         事務局長 松見 弘  

          

※「一人一品購入運動」について：シャープ製品購入運

動を4月～9月の6ヶ月間推進致しましたが、皆様のご

協力のお陰で大きな成果を上げ、終了致しました。

（詳細は10頁をご参照ください）尚、キャンペーンは

終了致しましたが、引き続きシャープ製品を購入され

ました場合は、HPより購入報告のご協力をお願いし

ます。 
 

※「AQUOS PHONEスマホ紹介キャンペーン」スター

トについて：スマートフォン（スマホ）の普及に伴い

スマホを購入してみたいと思われている会員の方（家

族も含め）も多くおられることと思います。このよう

な会員の購入の一助となればと、今回シャープ製スマ

ホを紹介するキャンペーンを推進致します。（キャン

ペーン期間は10月～2014年3月まで）詳細は別途ご案

内をご参照ください。 

 

 

※20周年記念秋季二泊三日旅行について：既にご案内の

通り、秋季親睦旅行（鬼怒川温泉と東京スカイツリー

見学他）を11月19日～21日に実施が決定致しまし

た。現在の参加予定者は47名です。多くの参加申し込

み有り難うございました。 
 

※20周年記念として、同好会イベントを推進中です。既

に実施済みの同好会も有りますが、皆様方の参加宜し

くお願い致します。 
 

※サマーフェスティバルを本年は8月24日（土）に開催

予定しておりましたが、生憎の大雨警報で止む無く中

止となりました。本年も事前に野菜の提供を頂きまし

た会員の方にはお礼申し上げます。尚、野菜は社友会

事務所にて緊急販売し完売致しました。 

 今後共、宜しくお願い申し上げます。 

             
  

 地区活動報告       企画担当幹事 金国 信太郎 
 

〔広島地区〕 

◆6月24日、ゆうゆう会第3回世話幹事会を幹事10名で

開催。「20周年記念総会懇親会の開催日」を遠方参加

者の要望で、11月13日から11月5日再変更。尚、次回

の最終世話幹事会での検討課題として、記念総会懇親

会の盛り上げ策として、所属別カラオケ大会、特別演

技披露、特別参加賞贈呈、会員作成諸作品展示、記念

品配布等を検討。更に、新規加入会員候補者のピック

アップ、支部からの地区活動支援金入金報告。来賓と

して広島支部から山本支部長と東副支部長参加予定。

又、次の時代への新たなスタートに向けての決意表明

等々を検討。特に特別演技披露に関し、出演者への事

前要請と承諾や、関係者各位へ事前確認等の支援をお

願いする。記念総会懇親会概算予算案を承認。 

◆9月18日、第4回世話幹事会を開催。案内状案決定、特

別演技披露者の承諾状況確認、最終幹事会日程確認。 

◆9月30日、市民活動プラザ参集。関係幹事で開催案内

状作成し一斉発送。9月末迄に参加者へのフォロー実

施。10月末に参加申込〆切・参加者確定予定。11月

初に最終幹事会開催し、参加者リストの確認と本番当

日の役割分担の確認。本イベントを盛上げるべく世話

幹事全員で一致団結して強力に推進。  

    

〔山陰地区〕 

◆7月25日、山陰地区ゴルフコンペを参加者10名で開

催。会場：セントパインズ大山ゴルフ。 

 当日は猛暑で、熱中症対策をとりながら、悪戦奮闘し

たがプレーを楽しむ。 

◆8月24日、鳥取営業所OB夏季懇親会を鳥取温泉“ホー

プスターとっとり”で開催。参加予定は15名から12

名に成ったが、和気藹々で楽しいひと時でした。 

◆10月4日に「第6回社友会山陰地区会」を米子市で一

泊二日にて開催予定。 

 

[四国地区] 

◆8月12日、ゴルフコンペを実施しました。“高松グラ

ンドカントリークラブ”にて、3組12名の参加により

開催。連日の38℃越えを記録し、当日は高知の四万十

市で41℃という観測史上最高値という日でしたが、無

事に全員がホールアウトすることが出来ました。 

 成績は、尾崎四国地区委員長がHCに助けられて優勝

で終了しました。 
 

〔岡山地区〕 

◆9月20日、恒例の岡山OB会コンペ第28回SH-G杯を、

雲一つない秋晴れの中、和気あいあいと全員景品漏れ

の無い好条件で、ゴルフプレーを楽しみました。 

 成績は次の通りですが、長谷さんはベスグロで優勝

を花道に、中国へ再就職予定とか。再会のプレーは、

何時に・・・？ 

 

〔福山地区〕 

◆7月23日、毎年恒例の納涼会「ビヤガーデンを楽しむ

会」を13名の参加をいただき備後ハイツで実施。元気

な皆さんの参加で大いに盛り上がりました。 

◆8月6日、山歩きを楽しむ会で「四国ローカル線を青春

18きっぷで旅する」を行いましたが、残念ながら 2名

の参加のみでした。結構面白い旅ですが、次回は参加

者が増える様に工夫をしなければ、と反省。  

◆恒例の秋のゴルフの会を9月25-26日で作州武蔵ＧＣで

実施したが結果は次回報告予定。参加者多数で楽しい

ゴルフ大会でした。 
      

〔山口地区〕 

◆10月初旬に周南市で有志の集まりを須金フルーツラン

ドにて開催し、梨・ぶどう狩を楽しむ計画。  
 

〔関西・中部・関東地区〕 

◆ 特に報告事項はありません 
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山口市 「一貫野の大ふじ」前で 

 

 hibiki  Oct  Issue 写そう会活動報告                中西 康憲 

 本年4月以降の撮影会をお世話頂いた方々に、活動状況を簡単にまとめて頂きました。  

写そう会 

【5月撮影会】 （幹事：車角、廣兼） 
 

撮影場所：山口市仁保一貫野 

 今回はフジ撮影会という事で、山口市の仁保というとこ

ろに出向きました。参加者9名で現地15時到着でしたが、前

日の新聞報道もあり、すでに多くの写真愛好家が思い思い

にカメラを構えていました。

私たちも各自よいポイントを

探しながら、夕刻まで撮影を

楽しみました。やがて薄暗く

なるころ、中西さん持参のラ

イトでフジを照らし、即席ラ

イトアップされた薄紫色の端

麗なフジの姿をカメラに収め

ました（そのつもり）。 
 

 広島支部結成20周年行事として普段やって無い事を計
画しました。10月4日シャープ㈱第3工場を9時に車に分
乗して出発、野呂高原ロッジのグラウンドゴルフ場を借
りてグラウンドゴルフ大会を行います。秋風の下で気持
ち良く午前中2ラウンド行い、昼は野呂高原ロッジの食
堂にて食事会を行います。普段は会員皆が集まって食事
をすることも有りませんので大いに盛り上がると考えま
す。午後も2ラウンド実施して、成績の1～3位には賞品

を出します。成績等は次回の『hibiki』で紹介させて戴

きます。 
◆グランドゴルフ同好会では会員を募集中 
 新しくグラウンドゴルフを始めようとされる方を募集
しております。無理をしないで身体を少し動かしたい
方、入会して一緒に楽しみましょう 

・活動日：毎月最終金曜日(月1回) 10～12時まで2時間 

     雨天等でコンデション不良の場合は休止。 

・場所：市民グランド（県立教育センター横） 

・用具：練習用を準備しています。 

    （用具をお持ちの方は持参ください） 

・入会：入会は随時可能です。 

    活動当日活動場所へお越し頂く、リーダー 

    の水谷正弘までご一報ください。 

・競技内容；スタート場所から6cmのボールをボルフの

パットの 様に8ホール打ち、15mから50m先の

直径30cmのゴールポストの中に何回の打数で入

れられるかを競う競技です。もちろん１打で入れ

るとホールワン（止まり）です。 

  

 野呂高原ロッジのコースで競技会 （20周年記念イベント計画 ）    水谷 正弘 

 

グラウンドゴルフ 

【4月撮影会】 （幹事：小野、吉岡） 
 

撮影場所：岩国市 錦川清流線沿線 

 4月定例撮影会は久し振りに全員参加で「鉄道の

ある風景」の撮影を楽しめる撮影会となりました。

心配した桜も私たちの撮影会までぎりぎり踏ん張っ

て頑張ってくれたよ

うです。そんな桜花

を健気に思い、また

私たちの前を何度か

行き来してくれた錦

川清流線の緑と赤の

気動車達への親しみ

も増したように思っ

た一日でした。   錦川清流線「北河内駅」にて 

 

【8月撮影会】 （幹事：下重、サポート 吉岡） 
 

撮影場所：廿日市市（宮島水中花火大会） 

 宮島の花火大会は全国的に有名になり、場所取りの解

禁は前日の午前０時からです。場所取りの大変さ故に諦

めかけていた宮島水中花火大会でしたが、下重さんとご

友人の斉藤さんのご尽力により、急遽９月定例撮影会の

前倒しで、無事に実施することができました。日本列島

の熱帯地域化を思わせる猛烈な暑さに耐え抜いての撮影

会でしたが、皆さん体調は大丈夫でしたか？肝心の水中

花火大会は折からの無

風状態に因る硝煙の滞

留や、予想に反した打

ち上げフォーメーショ

ン等が重なり、作品に

するにはかなり厳しい

結果ではなかったかと

思います。今後発表さ

れる作品にご期待くだ

さい。 
宮島 「厳島神社本殿」を背景

 

【6月撮影会】 （幹事：西尾） 
 

撮影場所：岡山県鏡野町岩井滝・三咲町大垪和西の棚田夕景 

 鏡野町奥津温泉「湯宿 西西」に立ち寄り昨年秋に見

た岩井滝のポスターを確認。宿の主人から今冬雪が少な

かったので水量が少ないとの情報を得た。道の駅で昼

食。腹ごしらえをして岩井滝へ。シーズンオフかと思い

きや、常連の水汲み屋さんや家族ずれカップルが入れ替

わり立ち代り滝に上ってきた。滝の水は少なく縄暖簾よ

りも透けた状態で寂しい限りであったが、これも自然現

象、滅多に見られない

少水の岩井滝をカメラ

に収めた。帰り道、三

咲町大垪和西の棚田の

夕景撮影を目的に立ち

寄ったが、天候悪化に

より、夕日が望めず断

念した。秋の実りの時

期にまた訪れたい。 岡山 鏡野町「岩井滝」前で 

 

東広島合同写真展へのご来館御礼：9月11日より開催致してました東広島合同写真展は9月22日に閉幕致しました。 

開催期間中は、社友会・紅葉会の皆様方に多数ご観覧頂き、お陰を持ちまして過去最高の824名のご来館者数となり

ました。紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。                写そう会会員一同 
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 ガラス工芸の体験と施設の見学  （20周年記念イベント）        松岡 良明 平成あそび隊 

 平成あそび隊は、支部結成20周年記念行事として、6月9日(日曜日)に広島市安佐北区の【ガラスの里】でガラ

ス工芸の体験と施設の見学を実施しました。 

ガラス工芸の体験として一番初歩的な作業で、創作工房でガラスマドラーの制作に挑戦です。  

⑤ガラス管の口を塞いだら

冷却のため暫くは、静かに

して置く。急激に冷やすと、

カラスが割れる事になる。 

⑥ 出 来 上 が り の、マ ド ラ ー を

持って ハイポーズ。その他の体

験工房は、吹きガラス タンブ

ラーやジッキ・ステンドガラスな

ども体験できます。 何れにして

も、創作は楽しいものです。 

①ガラスの里 博物館の前で、

記念写真 

②創作工房で、指導員から

説明と諸注意を受ける。ガス

の火に注意、特に火傷。 

③童心に帰り、必死にガラス

工芸の作業をしています。 

作業とは、1) 極小のピーズ

を、ガラスの管にいれます。 

2)入れる量は、指導員の指

示に従います。 

④火傷に注意しながら、管に

入れた、ビーズが出ないよう

にガラスの口をガスの熱で塞

ぐ。 

20周年記念行事は無事に、楽しく過ごしました。 

⑦一度に、大勢の人が

体験できる様に広いガラ

ス工房団体室。 
⑧全員が作品を手にしてハイボー

ズ、お疲れ様でした。 

                  

   囲碁同好会は、平成25年度の活動開始に当たり、平成

24年度の対戦成績を基にハンディキャップ（段・級位）

の見直しを行い、4月度の例会より改定された段・級位

での対局をスタートしました。今年度は、最上位者（初

段）を固定したため、昇級者が1名と降級者が3名と成り

ました。昇級を果たしたのは、囲碁を始めてまだ日の浅

い由井善明さんで、24年度の月例会を皆勤し年間66局と

最多の対局数で37勝27敗2持碁（勝率5割7分8里）の戦

績を収めました。何事も“努力”が大切であることを実

証して呉れました。 
 

さて、本年度は囲碁同好会の「第2回囲碁大会」を、社

友会広島支部の結成20周年記念イベントに合わせて7月1

日（月）に八本松下組集会所をお借りして開催しまし

た。20周年の記念イベントと云うことで囲碁同好会の会

員以外のゲスト参加も期待しましたが残念ながら参加は

無く、また囲碁同好会会員にも急に体調を壊す等のアク

シデントも重なり、6名での大会と成りました。囲碁大

会は、6名の総当り制(一人5局)で朝9時に対局を開始し、

昼食を挟んで夕方の5時まで熱戦を繰り広げました。栄

えある優勝は、5戦全勝で鈴木弘幸さんが手にしまし

た。準優勝は、鈴木さんに敗れた杉山が残念ながら2連

覇を逃しました。来年度の「第3回囲碁大会」に備えて

月例会で各自腕を磨くことを約して楽しく大会を終える

ことが出来ました。 

 

大会参加の腕に自信の棋士の皆さん 表彰式：優勝の鈴木さん（右） 熱戦の様子、真剣です！

  

 第2回囲碁大会 （20周年記念イベント）                       杉山 健 囲 碁 
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 上位入賞への道 パート7                       末沢 公彦 
 

ゴルフ 

◆支部結成20周年のイベント大会の結果は、結成20周年
記念号（hibiki66号）で報告の通りです。 
◆第162回、夏真っ盛りのため、比較的涼しい白竜湖カ
ントリーで開催しました。特に今年は猛暑で、皆さん大
変でしたね。塩飴の提供やコースの茶店で飲料サービス
等、幹事も気を使ってたのですよ。大会の方は、今回
は、PLAY歴の長い方が好成績を納められました。 

✹優勝(方山):今年初めから参加させて戴いて、
諸先輩の皆様と一緒に初心者の気持ちでゴルフ
が出来て大変嬉しく思います。ゴルフ歴は長い
のですがスコアは悪く、同伴者の激励と昨年末

よりの猛練習の成果？で、今回幸運にも優勝出来まし
た。練習は嘘をつかないを糧にスコア向上すべく頑張り
ます。 

✹準優勝(前津宗):ゴルフ歴は長いのですが、我
流でゴルフを楽しんでいるため、スコアにばら
つきがあり、なかなか上達しません。今大会も
午前中53、午後42とゴルフの難しさ厳しさを痛

感しつつハンディで準優勝を頂いたようなものでした。
ただよかった点は、数少ないパーオンでIN14番と18番で
バーディが取れたことでした。これを機会に練習に励
み、今度は優勝を目指してがんばります。 

✹3位(吉田):4月には地元志和で念願の初優勝が
出来(今年1月に70歳になり前方からのプレーで
リキマズ出来た)今大会も上位入賞を目指して練
習ラウンドをしてコースの攻略を考えて廻った

結果自己ベストの79の成績で又、優勝かもと？？淡い期
待でいましたがハンディ差で優勝を逃しました。今後は
大幅にハンディも下がりますが何とか入賞を目標にガン
バリます。 
◆第163回、8月の猛暑、今年の日本は赤道近くのシンガ
ポールやマレーシアから来た人が、日本は暑い！と、
びっくりするほどです。暑さを考え、比較的涼しい、空
港近くのフォレストヒルズで開催しました。 このコー
スは左のOBが多く、力を入れると落とし穴に落ちま
す。 経営者が民間に変わってから、手頃で良いコース
になりました。皆さんの成績はいかがでしたでしょう
か？暑い中でしたが、比較的冷静な方、力まずリズムよ
くPLAYできた方が良い成績を納められたようです。 

✹優勝(川崎):定年退職後ゴルフは最悪で25回中
100切りは4回しかなく大変悩んでいました。い
つもコンペの前には、ドイライバーの練習をし
て参加、ドライバーは良くなりましたが、アイ

アンが打てず良くない日が続いていました。 ところが
今回は、(以前5番・7番・9番アイアンのみ練習して良
かったこと思い出し)ドライバーの練習を一切せず7番ア
イアンのみ3日間練習(300球位)しましたそれが良かった
のではないかと思っています。 

 ✹準優勝(松本):江連忠コーチのリズム良く振り
抜いた事でパーが12ホールとれました。 パット
数が30で1パットが6回と好結果となりました。 
✹3位(田畑):雨にも負けず 風にも負けず、この
夏のくそ暑さにも負けず、OBを打った瞬間も 
大声など出さず、ナイスショットがビボットで
も 天を怨まず、水切りショットが出れば 神様
に感謝し、時にはボールに砂遊びや水遊びさせ

るやさしさと余裕を持ち、スコアが良ければ密かに喜び 
悪くとも常に笑顔を絶やさず、パートナーや後続のパー
テイーに迷惑をかけず、ひたすらホール目指して ボー
ルを打ち続ける、そんなゴルフ人に私はなりたい。 

◆第164回、やっと少し涼しくなりました、いよいよ本
格的シーズン到来です。場所を人気の安芸カントリーク
ラブに移し、開催しました。これからのシーズンに備
え、皆さんひそかに練習を重ねておられるようです。 
その中でも、上位の方の練習は、ひときわ熱心だったよ
うです。毎日練習？すごいなあ・・・。 

✹優勝(笹木):先月(8月度)のスコアがあまりに
悪く、非常に悔しく9月は、ホームグラウンドで
も有り、良いスコアでラウンドが出来るよう、
倉庫の脇で、毎朝、暑くなる迄に、練習した効

果が有りました。(大たたきがなかった)久々に、80台前
半のスコアでもあり非常にうれしく思っております。 

✹準優勝(神野):ゴルフ暦40年、社友会ゴルフ
暦、約6年で、漸く準優勝とは云え入賞の栄誉に
与かり本当に嬉しく思っています。ゴルフの練習
は週5日制で、ラジオ体操気分で、40分程度、打

ちっ放しに通っています。腕は、上がりませんが、それ
でも良いのです。1つの楽しみとして、今回の入賞はお
まけでした、有り難う！！ 

✹3位(中下):最近、スコアが低迷しているので
今月は奮起一転目標を定め、望みました。OUT

はOBもありでスコア伸びずINはラッキーもあり3

位入賞する事が出来ました。来月も入賞を目指し
日々、体力強化と練習に励みたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 来年の十周年記念パーティに向けて             新林 達人 ダンススポーツ 

 同好会が来年十周年になり、記念パーティ開催に向け

て只今準備中です。会場はボールルーム八本松で、会場

としてはダンス専用、東広島市内ではほかにはありませ

ん。音響も良く、この日を目指して基本練習の繰り返し

です。当日はペアーでダンスを披露して、成果を発表し

ます。招待した先生にもお願いをして、ダンスを踊って

もらうように交渉をしています。相手は我が同好会から

と思うのですが、レベルが違うので少し無理かと思いま

す。招待の先生方には来年度のため、日程は十一月にお

知らせする事で連絡をしています。プログラムを編集中

で、多くの意見がでてまとめるのに大わらわです。気楽

に話し合い、先輩たちの苦労話や先生との再会を楽しみ

にしています。軽食やコーヒーでもてなし、シャープの

存在感を少しでもたかめればと、頑張っています。 
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 ・釣行日：9月28日(土) ・釣 場：香川県多度津港沖 

 ・釣 人：10名     ・目標魚：イイダコ(飯蛸) 

今日は社友会20周年記念の釣り同好会の大会です。ど

んな行事にしょうかと考えましたが、やはり釣りで実施

したほうがいいと思いました。どんな魚の大会が良いか

検討したが、アジ、太刀魚、メバル、と色々あります

が、仕掛け、時期、道具、等々を考え、釣って楽しく食

べて美味しい、誰にでも簡単に釣れる“イイダコ”にし

ました。当日は朝4時半に晴光丸の泊っている安芸津港に

集合5時出港です、今の時期夜の明けるのが遅くなり5時

はまだ暗く、5時半過ぎてから東の空が明るくなり始めま

した。途中波が少し高く船が揺れてお尻が痛かったで

す。7時に瀬戸大橋が見えるいつものポイントの多度津港

沖に着きました。釣り準備が出来ていよいよ釣り開始で

す。本日は晴光丸の束村船長からいつ

も世話になりますと、1から3位までに

賞品を用意して頂きました。みんな賞

品獲得めざしてがんばろう！  

 イイダコはご存じの様に小型の蛸で

す。おでん、唐揚げ、煮つけ、てんぷ

ら、と食べると美味しいのですが、魚

屋にもあまり出ていないのでなじみの

少ない魚で、本当は卵を持った時期が

味が最高です。今はシーズンですから

最初からよく釣れ、大きいのもいます

が小さいのがよく釣れました。一度に2

杯また3杯も釣れることがあり、大きい

のが２杯釣れるとかなりの重さで、これがイイダコ釣り

のだいご味です。朝の7時半から釣り始めて5時間、お昼

の時間ですが誰も弁当を食べていません。たまにむすび

かパンを食べているくらいで、何の釣りでもそうですが

釣れている時は弁当なんか食べていません。釣れてる時

に1杯でも多く釣り上げるのが釣りの鉄則ですが、午後2

時に釣り終了です。6時間半の挑戦の結果発表です。成績

は釣れた数で決めますが、数は釣座が隣の人が数えて確

認し、最も数の多い人が優勝です。大きくても小さくて

も数は1杯です。結果は、優勝 川田 正勝 233杯、準優

勝   日野 輝史 228杯、3位 高橋 文雄 218杯、おめで

とうさんでした。他の方は全員が参加賞でした。 

皆さんお疲れ様でした。 

 

  

 イイダコ釣り大会 （20周年記念イベント）               川田 正勝 釣 り 

ﾃ ﾆ ｽ 
 

 シャープテニス部の紅白戦に親睦交流参加 （20周年記念イベント）     増田 隆治               

 

ルール説明から挨拶に始まり、熱戦の連続で程よく疲れて充実の1日、 結果はご覧の通り（読めないかな？） 

 広島支部結成20周年記念イベントとして、7月21日

（日）東広島運動公園（アクアパーク）テニスコートで

現役シャープテニス部主催の紅白戦に合流しプレーを通

じ親睦と交流を深めました。広島テニス部：22名（内女

性5名）、福山テニス部：8名（内女性5名）、社友会テ

ニス同好会からは7名参戦者と6名の観戦者を交え天候に

恵まれ快晴の中、同好会では味わえない世界が経験でき

大変有意義な一日となりました。 

 試合は現役、OB、女性、全員をまとめ6チームに編

成、各チーム5～6名に分け、6ゲーム、3セットの団体

戦、総当りリーグ戦、午前9時開会式から午後6時の成績

発表閉会式まで実に9時間、屋根つきのコートとは言え猛

暑の中、怪我や脱落者もなく無事プレー出来ました。 

ゲームが始まるまでは現役のみなさんに交じってプレー

ができるか不安がいっぱいで、プレー中は凡ミスや珍プ

レーで足を引っ張り情けないやら、しかし都度励ましを

もらい、稀にうまくレシーブできストロークが決まり、

元気になったり落ち込んだりの繰り返し、いつの間にか

夢 中 に

ゲ ー ム し

て い る 自

分 が あ り

ました。 

現 役 の み

な さ ん の

パ ワ フ ル

で素晴らしいテクニックのあるプレーに交じって、一生

懸命に自己のできる事を精一杯プレー出来た満足感と親

睦を深められた充実感で程よい疲れの一日に感謝。紅白

戦は毎年開催されているとのことなので、会員全員が

日々の練習を通じそれぞれのレベルアップ、課題の克服

をし、今回参戦出来なかったメンバーも、次回は参加し

経験できればいい刺激になって新しい境地に入れるかも

しれないです！！。現役の方には迷惑かもしれません

が、来年度はメンバー全員が紅白戦参戦を目標に頑張り

たいと思います。  

現役・OB・男女混合で多彩な参加選手たち 

 

優勝目指してダブルで釣り上げたが！    今年も大漁で皆ニッコリ！ 
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 あるこう会は20周年記念イベントとして“東広島・神社めぐりスタンプラ

リー”を開催します。 20周年記念、そして今年度最後のイベントにふさわし

い内容にと趣向をこらし、市内の神社をめぐるスタンプラリーを実施すること

にしました。  イベント内容はシャープ3工場を出発地として10ヶ所の神社を

めぐり通過スタンプを押し、市内をウォーキングして最終ゴールは再びシャー

プ3工場に戻ってくるコースで約20km距離となります。 健脚者は全コースを完

歩することを目標としておりますが、ちょっと脚が弱くなった会員や会員以外

の方にも安心して参加していただくように途中に“お助け

班”を配置して神社間の移動を短縮するようにしています。 

今回のイベントの特典として、全ての神社でスタンプした

人には記念品としてあるこう会オリジナルの通行手形（もの

つくり同好会へ協力をお願いして製作中）を贈呈、更に参加

者の昼食も無料で提供する予定ですので会員以外の方も是非

参加ください。（別途募集案内を行います） 

なお、あるこう会では上記イベント以外にも毎月2回ウォー

キングを開催しています。ウォーキング内容も“しっかり、

ゆったり、のんびり”の3コースを準備して誰でも気軽に参加

できるようにしていますので、入会して一緒に健康な身体つ

くりをしましょう。 

        

 東広島（西条コース）神社めぐり （20周年記念イベント）       東 秀次  

 《 記念通行手形 》 

 迫谷先生より来年9月までの月次計画が出た。 月毎に

練習・学びのテーマを決めたものである。 ハンガー絵

手紙や袋物を題材にしたものなど初めてのものがある。 

漢字一文字で今年を云い纏めるものもある、年末の漢字

検定協会の恒例行事となっているが、これは同好会の個

人版家庭版である。 

過去の計画書をみると線を鍛える・空間を重視する・

細かい表現を試すなど何を留意するかが示されている。

しかも爪楊枝や割り箸を使ってみるとか筆の運びをゆっ

くりしてみるなど注記まである。 線に凸凹を出した

り、渇筆にしてみる、ここは基本重視で描くなどと毎月

の履習ポイントが明示されており、思わず考え込んでし

まった。 振り返ってみるとこのポイント完全に理解

し、どれ程のものを描いたか心もとないのである。 

 最近他の教室で体験会があると云うので参加した。 

そこでその事がわかった。例えば力強い線を描くのに1

秒1cmという描き方があるが、この理解ができたのであ

る。今まではただ一本調子に線を引いていただけであ

る。 恥ずかしい思いである。 

紙に食い込むような線は訴え

るもの広く強さがある。 

先生からもこれまで度々その

事は指導されていたが、中途

半端に聞いていたのである。 

この1年はあらためてこれらに

留意し、励みたいと考えてい

る。扨て20周年記念行事のこ

とである。 初めての対外発表

会を行うことにした。 従来 当同好会では対外の発表

会は他のクラブとの併展でありを単独で行ったことはな

かった。 計画中の作品展は来年3月10日より16日まで西

条町フジグラン内にある東広島市民ギャラリーを借りて

実施予定である。 作品は全員で半切画仙紙に課題作

や、通常作品のストック作りなど現在準備段階であり、

日頃の活動振りが表現できるはずである。 

 シャープのOB会は実業界でもユニークな活動をして

いると聞いた。その一端を東広島でもPR出来ればと考

えている。  

   

 楽しく学んで何かを会得しよう                 丸山 紀夫 

川田芙美子 つつじ 神野和彦 万年筆 三宮紘代 桜餅 増田清  コンパス 

 

丸山 紀夫 クワガタ虫 

 

絵手紙 

あるこう会 
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 25年度第59回6月大会は広島支部結成20周年記念大会

として6月14日（金）10時より賀茂ボールで開催した。 

 当日の大会日の天候は梅雨時期であるが夏日を感じる

気温の中、参加者26名が暑さ吹き飛ばす熱気で大いに

盛り上がる大会実施でき世話人一同安堵した。 

 今競技は20周年記念の証しを残す賞品と決め、優勝

者にトロフィーを準優勝者、3位、男女ハイゲーム賞者

には盾とし、計5本の各賞のネームプレートに「広島支

部結成20周年記念ボウリング大会」の文字を刻んだ。 

その他中間賞含め全員に賞品を渡し、記念大会を無事終

了した。参加者26名（社友会 19名、紅葉会 1名、招待

会員6名）競技ルールは3ゲーム合計と得点で競った。 

但し、ハイゲーム賞はハンディキャップ含まない。 

 今ダブル大会競技の成績結果は、（優勝）井出 茂氏

が640点。（準優勝）

川俣 幸雄氏604点。

（第三位）村上 孝一

氏600点で優秀な成績

を収めた。 

ハイゲーム賞は（男

子の部）『井出 茂氏 

233点』、（女 子 の

部）『三間 裕子さん

184点』。 

今回ノーミス賞は対象者なしでした。 あと一歩という

方が数名おられましたが、全体で78ゲーム競うも残念

な結果となった。今回のレーンコンディションが難しく

苦戦を強いられた。 
 

◆上位の成績（3ゲーム合計点HDCP含む） 敬称略  

優勝：井出 茂  640点  準優勝：川股 幸雄  604点、 

3 位：村上 孝一 600点  4  位  ：細井 博文  592点、 

5 位：勝山 秀子 586点  6  位  ：小森山光朗 582点、 

✯ハイゲーム：男子の部 井出 茂  233点 

        女子の部 三間 裕子  184点 

 
 

  

 第59回を支部結成20周年記念大会とし開催  （20周年記念イベント）        東郷 靖彦 

 

 9月12日と13日に総勢17

名にて登山研修会を開催し

た。初日は登山組（男9名 

女4名）が2班に別れ三本松

公園より9:20に登山を開始

した。 自然石の階段と石

畳の連続でお互いに声を掛

けながらの登山で目的の弘

法寺に11:40に到着する。 

 

 

昼食後、野呂高原ロッジ

の研修室へ移動。 

会員4名が合流。 

 

 

 

 

 

15:00より企画委員2名によ

り登山基礎知識の講義を受

けた、講義内容は服装、行

動食、疲れない登山、地図

の見方など多岐に渡り2時

間にもおよぶ研修となる。 

 

研修後にキャンプ場に宿

泊、バーべキュー懇親会

で1日目を終えた。 

 2日目は飯ごう炊飯と

味噌汁の朝食、おいしさ

は格別であつた。 

 

 

 

 

ラジオ体操後、野呂高原

ロッジグランドでグラウ

ンドゴルフを体験した。 

 昼食後、研修内容の確

認をしながら12:30に下

山開始、14:15無事三本

松公園到着し解散する。 

 

 

 

山歩会広島支部20周年記

念行事は多くの教訓と記

憶に残る特別登山合宿で

あつた。 

 
  

 

 

 野呂山登山研修合宿   （20周年記念イベント）                        新川 昭雄  山 歩 会 

第三位   優勝   準優勝     

 

 

 登山基本知識研修会 

 

 

野呂山キャンプ場 

 

 

野呂山登山 

 

 

キャンプ場で朝食 

 

 

野呂高原ロッジ 

 

 

 

 

グラウンドゴルフ体験 

ボウリング 
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 広島支部結成20周年記念イベントとして、9月3日～4日野呂山無線小屋で、社友会本部アマチュア無線局JL3YJL

移動運用と野呂高原ロッジにて、社友会本部4名、広島支部6名で交流懇親会を開催した。両日共台風17号の接近で

風雨が強く野外での昼食バーベキューが残念ながら出来なかった。この日の為に、移動運用交信のメインバンドで

有る7Mhzのフルサイズ八木アンテナ設置工事を8月27日と9月1日の2

日間にわたり広島支部メンバー5名で実施した。このアンテナは長辺

20m、重量110kgで手作業では出来ず、高所作業車をレンタルして雨

が降る中レインコートを着て作業した。移動運用は無線室内の為風雨

に余り影響を受けず、短時間で有ったが9月3日15:50～17:20迄39局、

9月4日8:50～10:15迄27局合計66局の交信が出来た。9月4日は台風17

号接近で風雨が強くなり早めに切り上げ現地10:30分に解散。社友会本

部参加メンバーは帰路に着いた。ところが一部高速道路や、新幹線が

不通と成り通常の倍近い約9時間を要し無事帰着した。記念に残る20

周年イベントと成った。  

 ものづくり同好会は、毎月第1週と第3週の火曜日、金

曜日、月4回の活動を行っており会員それぞれユニーク

な作品を制作していますが、暑さの厳しい8月は休会と

しております。ただし製作活動と異なる特別行事を毎年

企画実行しております。これは、会員の親睦を図ると共

に新たな知識の吸収、技術の習得をする事を目的にして

います。今年は何をするか検討結果、前回好評であっ

た、“刃物砥ぎ”と“バーベキューの食事会”をしまし

た。刃物研ぎは、簡単そうですが、刃物の種類によりノ

ウハウがありそれを習得することにしました。 

刃物は、包丁（菜切り包丁、出刃包丁から刺身包丁ま

で）、ハサミ、ナタ、剪定バサミ、木工用ノミ、草刈り

用チップソー刃等色々な刃物が持ち込まれ、各自が刃物

を研ノウハウを再習得しました。刃物研ぎ終了後は、お

楽しみのバーベキュー、そうめんながし、他による食事

会で舌つづみをうち親睦を図りました。 

 また社友会20周年記念イベントは、すでに報告の通り

自然木のカイズカの丸太の輪切りを利用して記念時計を

制作します。 現在輪切りした材料を乾燥中です、年内

には完成する予定です。 

 

⑥野呂高原ロッジ交流宴会 

①アンテナ組立 ②20mエレメント持上げ 

③高所作業車で ④野呂山無線小屋で交流会 ⑤7Mhz移動運用交信 

 曲面デザインの飾り棚    格子デザインの花瓶入れ  どっしりした 桧木のラック 

【20周年記念イベント制作時計部材】  

使用予定の 時計ムブメント  乾燥中のカイズカ輪切りの時計用部材  

 

 ものづくりの活動                          奥村 恭三 ものづくり 

 

 本部アマチュア無線同好会と交流懇親会開催 （20周年記念イベント)  東 秀次  アマチュア無線 

刃物研ぎ講習風景 

楽しみの親睦昼食会 

【刃物の砥ぎ と 親睦食事会】 【会員の作品】  
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 二人三脚     広島地区委員長 山根行雄 
 

 「共働きで、仕事を辞めるまでは夫婦で話す事も地域

との交流も、殆どなかった」と振り返るき奥様の照美さ

ん。退職した今は、『夫婦二人三脚』と『地域交流』が

ふたりの合言葉です。地域とのつながりを持つために

は、「水、緑、土地をベースとする農業が“ 鍵 ”だと

思った」と話す正博さん。機械や道具の使い方、作業の

仕方など、分からないことがあれば何度でも地元の人に

聞き、そのお蔭でたくさんの人との絆を築くことができ

ました。今では、二人とも地域の色んな役を任され、

日々忙しく動いています。退職した後、力を合わせて庭

を造ったと云うお二人。昭美さんがイメージ図を描き、

正博さんが石などを運んで完成させました。昭美さんは

「きっかけは除草対策だったのに、やっている内に段々 

 

 

と面白くなって

いって・・」と笑

顔を見せて話して

く れ ま し た。ま

た、60歳になって

からゴルフを始め

たというお二人。

一緒に年に20回く

らいは行くそうで

す。米づくりや庭

づくり、ゴルフなど・・・。今では何かを二人一緒に行

う時間が、気持ちを通わせるきっかけになっています。 

 
 
 
 

編集後記： 皆さんのご協力で支部結成20周年記念号(hibiki66号）を無事発行できました。ご協力有難うございました。  

さて、今年は、最高気温で火攻め、集中豪雨で水攻め、と異常気候の夏でしたが、皆さんはお変わりなく御過しの事と思います。 

酷暑で蓄積した夏の疲労を一日も早く回復し、当hibiki67号発行後に開催される“西条酒まつり”を楽しみに本号の編纂をしました。  K.M 

新 入 会 員 の 紹 介  
 

2013年6月1日～9月末までの入会者    敬称略 
 

 盛脇 由次
もりわき  よしつぐ

 No.6172  通信システム事業本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾌﾄ開発C 

 河野 俊治 
こ う の  し ゅ ん じ  

 No.6176  電子部品事業本部IC事業部第三生産部      

 佐々木文雄
さ さ き  ふ み お

 No.6189  通信システム事業本部移動体ｻﾎﾟｰﾄ推進室 

 田窪 喜男
た く ぼ  よ し お

 No.6190  シャープ健康保険組合福山スポーツセンター 
 

  広島支部会員数 505名、2013年9月末現在 

広島支部行事予定 2013年10～12月 
 

10月25日 定例役員会 

11月27日 定例役員会 
12月27日 定例役員会/大掃除/互礼会 

元気にニッコリと良いコンビです 

中庭も緑が一杯！     二人三脚で造った自慢の庭、季節によって風情の変化が良い！ 

  地 区 会 員 便 り  . 

 
 
 

 経営再建に取り組んでいるシャープ㈱への貢献の一助として、4月よりスタートしました今年度のシャープ製品

「一人一品購入運動」も9月末をもちまして終了致しました。今回も皆様の絶大なるご支援のお陰にて、4-9月累計

の購入実績額は12,719,174円となり、大きな成果を上げる事が出来ました。会員各位のご協力、本当に有難うござ

いました。尚、9月末にて「一人一品購入運動」は一旦終了しますが、引き続きシャープ製品購入の実績集計は継

続して行いますので、従来と同様の方法にて購入実績の連絡を頂きたく、宜しくお願い申し上げます。  

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告 (2013年4 -9月） 


