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  2014年 新春懇談会開催のご案内 
 

 広島支部“2014年新春懇談会”を下記の通り開催致します。 

本年は、社友会本部より御手洗会長をお招きして行い、又、DVDに収録した 

会社幹部のご挨拶を視聴致します。 

 

・日 時：平成25年1月29日（水） 14:00から16：00（受付13：20から） 

・場 所：通信システム事業本部 多目的ホール（センタービル2階） 

・次 第：14：00～14：50 奥田会長・高橋社長ご挨拶（DVD視聴） 

     14：50～16：00 広島支部懇談会 

       山本支部長、ご来賓の挨拶       

       新入会員紹介、参加者全員の記念撮影 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    原田 
 

［その他連絡事項］ 

 ・駐車は本部内に成りますが、入門時にシャープ保安係員・社友会 

  誘導係の指示に従って、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。 
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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） 

  スマホアンケート結果報告 

3面 役員会便り 

  地区活動報告 

4面 20周年記念 

 〜5面   秋季親睦旅行 

6面  HOW DO YOU DO 

 〜11面  クラブ TOPICS 

12面 地区会員便り（岡山地区）  

 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

        壮 麗 富 士        富士宮市（田貫湖）       吉岡 嘉之さん   

謹 賀 新 年 
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 新年のご挨拶      

 

 昨年はシャープ株式会社が、2年連続の大きな赤字決

算を発表しマスコミも連日、テレビや新聞等で業績悪化

と韓国のサムソンを始めとする各企業との業務提携等の

報道で、今後どうなるのか？と思い、心配な日々を過ご

す毎日でした。その後、経営戦略の立て直し、現役社員

の身を切る努力等があり、黒字転換が見込まれる決算に

胸をなでおろしました。 

 

 私たちの社友会広島支部も昨年結成20周年を迎え、5

月24日に記念式典の総会と懇親会を開催しました。ご来

賓に、社友会本部から御手洗会長の名代で真副会長、

シャープ㈱から町田相談役、長谷川常務執行役員、労働

組合から阿部広島支部執行委員長のご臨席を戴きご祝辞

を戴きました。又、20周年記念特別予算から、各同好会

と各地区への援助金を平成25年度に限り倍額を支出し、

あらゆる行事に寄与する事が出来たと考えております。 

 

 

 

 平成26年度は、30周年・40周年に向け新しいスター

ト年になりますが、会員皆様の積極的なご意見やご協力

で、更なる発展をめざして行かなければなりません。 

社友会広島支部の会員数は現在500名を超え、さらに新

しく加入される後輩達の為にも、今後の活動を考えると

き同好会の充実を図り、一人でも多くの会員が親睦と余

暇の有効利用等で、充実した人生にして行かねばなりま

せん。役員一同も知恵を出し、汗をかき会員の期待に応

える活動を進めますので、昨年以上のご支援、ご協力を

お願い致しまして、新年のご挨拶とさせて戴きます。  
            

               2014年 元旦 
 

                  広島支部長 山本 孝喜 

 

秋 春 夏 冬 

               

 

 

 スマートフォンアンケートにご協力頂き、大変有難う

御座いました。140名（男性135名、女性5名）の方から

回答を頂き、集計しましたので主要項目を報告します。 

尚、アンケート結果は、事業本部の企画部で分析し、今

後の携帯電話開発の参考とさせて頂きます。 
 

Q1：通信業者名を教えて下さい。 

Q4：お持ちの機種はスマートフォンですか。 

Q10：文字サイズは初期状態から変えていますか。 

 
 

スマホ使用者 

 従来機使用者 
 

Q13：インターネットを使っていますか。 

 
 

 

 

スマホ使用者 
  

 従来機使用者 

Q14：インターネット機能が無いと困りますか。 

 

 

スマホ使用者 

 従来機使用者 
 

Q17：電話とメールはどちらが多いですか。 

 

      

スマホ使用者 

 従来機使用者 
 

Q20：カメラを使っていますか。 

 

 
         

スマホ使用者 
  

 従来機使用者 
 

Q23：次の機種はスマートフォンを買いますか。 

 
 

スマホ使用者 

 従来機使用者 

はい (42%) いいえ (58%) 

40% 60% 

42% 58% 

思う (44%) 思わない (58%) 

85% 15% 

28% 72% 

★スマホ使用者と従来機使用者で、使い方が大きく異なっている事が改めて判明しました。又、Q23でスマホから  

 従来機に買換えが6名に対して、従来機からスマホに買換えは28名で、当面はスマホが拡大しそうです。 

ドコモ (50%) ソフトバンク (38%) au 
(11%) 

はい (28%) いいえ (72%) 

困る (41%) 困らない (59%) 

80% 20% 

27% 73% 

電話 (50%) メール (50%) 

45% 55% 

55% 45% 

毎
日 

 6% 

週一 回 
(48%) 

月一 回 
(36%) 

不使用 

 10% 

15% 58% 27% 

6 40% 39% 14% 

毎日 (27%) 
週一回 
(14%) 

月一回 
(17%) 

使わない (42%) 

73% 18 5 4 

9 14% 22% 55% 

スマートフォン アンケート結果報告 （概要のみ） 

あけまして 

 おめでとうございます 

   新年を迎え、皆様にはご家族揃って 

    ご健勝でお正月を迎えられたことと 

     お慶び申し上げます。 
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 役員会便り         事務局長  松見 弘  
          

※2014年新春懇談会開催について：  

 2014年1月29日（水）に通信システム事業本部 多目

的ホールにて開催致します。詳しくは表紙頁の案内を

ご確認ください。多数のご参加をお願い致します。 
          

※支部20結成周年記念2泊3日旅行実施：2013年11月19

～21日に参加者42名で実施。 

 日光・鬼怒川温泉及び東京スカイツリー見学等で盛り

沢山の行事も天候に恵まれ、予定通り無事終わること

が出来ました。多数のご参加有難うございました。 

 2014年の春季日帰り旅行を四国地区と共に検討中です

ので、ご期待ください。 

 

 

※60型液晶テレビAQUOSを社友会室に設置： 

 支部結成20周年記念として60型の液晶テレビAQUOS

を購入し、社友会室に設置致しました。社友会室にお

越しの折、又は、社友会室ご利用の時ご確認、及びテ

レビの活用をしてください。 
  

※「バイシャープ運動」実績報告とお願い： 

 「一人一品購入」（バイシャープ）運動は昨年の9月

をもって一旦終了させて頂きましたが、シャープ製品

購入の実績集計は引き続き行っています。従来同様の

方法にて購入報告を宜しくお願い致します。 

  

 地区活動報告       企画担当幹事 金国 信太郎 

 

〔広島地区〕 

◆ゆうゆう会結成10周年記念総会・懇親会を開催。 

・日時：25年11月5日・会場：ホテルJALシティ広島 

・参加者：60名(社友会員49名＋OB会員11名） 

・結成10周年記念総会は山本広島支部長、東副支部長を

お招きし盛大に行われました。第2部の懇親会は、皆

で円卓を囲んでの会食で、杯を交わして懐かしい職場

の旧友と、暫し昔に還って昔話や近況等情報交歓、余

興は演技やカラオケ大会等で、和気藹々に旧交と親睦

を大いに温め、明日へ活力を貰い、ご満足の様子で盛

会裡に行えました。（詳細は、支部HPに掲載） 

 

〔山陰地区〕 

◆第6回社友会山陰地区会とゴルフコンペを開催。 

・日時：10月4日・場所：かんぽの宿 皆生 

・参加者：10名/ゴルフ9名 

・内容：①バイシャープ運動実績報告と支援要請、   

 ②社友会への入会促進、③来春支部の日帰り旅行先 

 は四国に決定等を報告。 

・次の第7回社友会山陰地区会は、2014年夏に門脇さ 

 ん、大谷さんのお世話（幹事）にて島根県（隠岐の  

島？）にて開催を計画中です。又、翌5日にゴルフコ

ンペを参加者9名で大山アークCCにて開催。 
 

〔関西・中部・関東地区〕 

◆新関西の懇談会を開催 

・日時：2013年12月05日 ・場所：JR兵庫駅南口出口 

・参加者：4名（池田・竹中・伊藤・中島） 

・内容：兵庫津の探訪と懇談会を行い、兵庫津の探訪に

参加し歩きました。関東関連は2014年に持越しです。 

 

 

〔四国地区〕 

◆四国シャープOB会の懇親ゴルフコンペを開催。 

・日時：12月30日 ・場所：高松グランドCC  

・会員相互の懇親と健康維持を目的に実施。年末開催で

あり、今年の慰労と来年度の協力を依頼。 
 

〔山口地区〕 

◆2014年の山口支部の活動は、4月初旬に恒例の花見を

有志で行います。続いて、5月中旬には周防大島町に

て一泊にて魚釣り大会を実施します。 

・当支部は少人数でかなかなか親睦が図れませんが、

OB会に向けて準備を進めたいと思います。 
 

〔岡山地区〕 

◆2013忘年岡山シャープOB会の開催 

・日時：12月8日 ・参加者：33名/ゴルフ11名 

・内容：①地区責任者の挨拶、②現役支店長挨拶と現況

説明 ③参加者の近況の報告、④参加者全員に当たる

ビンゴゲーム、⑤カラオケ披露、⑥宿泊懇親 

・毎年恒例の岡山勤務経験者と在住のOBメンバーのお 

 互いの健康や近況等の話題で 交流を図りました。 

・翌9日は有志によるゴルフコンペでクリスタルリンク 

 スCCにて親睦を図りました。 

   (詳細は12頁の地区会員便りに掲載) 

 

〔福山地区〕 

◆秋のゴルフコンペを開催 

・日時：9月25・26日 ・参加者：10名 

◆20周年記念行事「リタイヤ後の生活をよりよくする為

の懇談会」と平成25年の忘年会を実施 

・日時：12月4日 ・参加者：11名 

◆山歩きの会では、10月22日に白石島の立石山で笠岡

10名山踏破を達成、続けて、岡山100山の踏破開始。 

 

 

 

合計 177名

広島地区 60 山口地区 15 山陰地区 21 岡山地区 14

四国地区 24 関西関東 12 福山地区 31 9月末比 -

 中国四国等の地区会員数 12月末現在
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★第一日目： 今回は、20周年記念ということで、行先

が東京・鬼怒川温泉と遠方であることから、航空機利用

となりました。 早朝７時の空港集合でしたが、7時前に

は全員に集合いただき、定刻の7時35分にANA672便は 

広島空港を出発、東京羽田空港に定刻8時55分到着、30

分後に到着予定の大阪からの参加者を待ち、10時に羽田

空港を出発した。車中では東副支部長の挨拶を聞きなが

ら、途中多少の渋滞にかかったが、首都高速道路・東北

自動車道・宇都宮日光道路を通り、ほぼ予定通り昼食場

所の“本家やまびこ”に到着。昼食後、日光東照宮の拝

観、ボランティアガイドさんの案内で非常に効率よく、

五重の塔（スカイツリー構造の原点）、三猿、眠り猫、

泣き龍を観て、修理の終わった壁画の美しさに感動して

拝観を終了し華厳の滝に向かいました。紅葉が終わり雑

木林となったイロハ坂を上り、華厳の滝に到着。エレ

ベーターで滝壺近くまで下り、水量毎秒２トンの夕日に

映えた滝の雄大さに感動して、華厳の滝の展望を楽しみ

ました。そこから、ドライバーさんの好意で、大回りに

成るが中禅寺湖まで行き、雄大な男体山と中禅寺湖を眺

めてイロハ坂を下り、本日の宿泊地である鬼怒川温泉の

宿“サンシャイン鬼怒川”へ向う。定刻よりやや早く到

着し宿入り、各自で鬼怒川温泉を楽しみました。ここ

で、別行動だった山本支部長と合流し、記念の集合写真

を撮り懇親会を開会。山本支部長の挨拶、紅葉会原田代

表の挨拶、社友会栃木支部からの来賓で元栃木支部長の

岩村さんや矢板市会議員の中村さんにご挨拶を頂きまし

た。その後、恒例の初参加の真弓さんの乾杯の音頭で懇

親食事会に移りました。 岩村、中村両氏とシャープ㈱

デジタル情報家電事業部総務部から差入れ頂いた地酒を

酌み交わす等で懇親会は盛上がり、紅葉会主催のカラオ

ケ大会も行われ、楽しい時間を過ごしたが、懇親会は東

副支部長の一本締めでお開き。 

 ・旅行日： 平成25年11月19日（火）～21日（木） 二泊三日 

 ・行き先： 日光東照宮・華厳の滝・鬼怒川温泉・東京スカイツリー・東京駅・浅草寺・皇居・築地場外市場  

 ・宿泊先： 鬼怒川温泉 サンシャイン鬼怒川（第一日目）、東京浅草 ブルーウエーブイン浅草（第二日目） 

 ・参加者： 42名（社友会33名・紅葉会9名）（男性23名・女性19名） 
 

 ＊所感：今回は3日間とも好天に恵まれて目的地の、日光、鬼怒川温泉、東京スカイツリー、東京駅、浅草寺、皇

居、築地場外市場等、予定の観光地全てを楽しく観光することが出来ました。参加者の皆様はご満足頂き、幹事

一同は安堵しております。これも参加者各位のご協力の賜と厚くお礼申しあげます。ありがとうございました。 

  支部結成20周年記念  秋 季 親 睦 旅 行 報 告    企画担当 田井 正治 

中禅寺湖より望む男体山 

華厳の滝 

二次会もカラオケで大賑わい 

鬼怒川温泉での懇親会、栃木支部からの来賓を迎えて 

大いに盛り上がりました。 

中段の写真は、左からご挨拶された、山本広島支部長、 

紅葉会原田会長、矢板市中村市議、栃木支部岩村顧問 

日光東照宮では、 

ねむり猫や見猿・

言わ猿・聞か猿 

にも対面 

華厳の滝を背に、チョット寒そうですね 

日光東照宮 
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広島支部のホームページに、沢山の写真を掲載していますのでご覧ください 

★第二日目：いよいよ東京スカイツリー見学です。朝食

後に渋滞を考慮し、多少早目だが7時45分に集合記念撮

影し、ホテルの支配人や仲居さんの見送りを受けて出

発。途中までは昨日と逆コースで東京スカイツリーへ向

かいました。多少の渋滞に遭遇しましたが、予定時間よ

り少し早目の10時50分に東京スカイツリーに到着。ここ

で、神奈川県在住の阿川さんと合流。全く待ち時間なし

で冬バージョンのエレベーターに乗り、スカイツリー

350m展望デッキへ。少し霞んでいたが、薄らと富士山

も見ることも出来、高さ350mから360度の東京展望を楽

しみました。又、大半の人が450mの展望回廊迄上がり

遠景を楽しんだが、トイレが少ない、上がったら降りな

ければならずどれも長蛇の列に並ばねばならず、これに

は閉口しました。スカイツリーの後は東京ソラマチの散

策を楽しみ昼食後に東京駅へ。改装なった東京駅では、

秋田のナマハゲのイベントも見る事ができて東京駅を楽

しみました。その後、国会議事堂を車窓から見物し、本

日最後の目的地、浅草に向かいました。情報では、浅草

仲見世は5時に閉店との事でヒヤヒヤしながら4時半に浅

草の宿に到着。荷物を預けて早々に浅草仲見世へ、浅草

寺雷門の大提灯を背に全員で記念撮影後は自由行動。仲

見世は浅草寺が5時閉館であり、それに合わせて仲見世

も5時に閉店となるとの事だが、なんとか買い物には間

に合いました。ホテルにチェックイン後は、夕食まで再

度の自由行動で、一部の人はホテル近くの銭湯“曙湯”

は非常に趣のある銭湯で、さすがに伝統ある東京の下町

の風情を感じました。夕食会は7時半からで、今日の観

光をふりかえる良い時間だったのではなかったでしょう

か。夕食後、昨日の差入れのお酒も残っており、部屋に

戻ってからの2次会は盛り上がった様です。 

★第三日目：いよいよ最終日、出発はゆっくりで9時に

皇居の参観に向かいました。非常に厳しい管理の申込手

続きを行い11時に参観開始です。毎年正月の一般参賀の

広場を参観し、二重橋を内側から見ることも出来まし

た。所々で、一昨日皇居を訪問された、キャロライン・

ケネディ駐日大使の話題も出る一日で、皇居の広さ、き

れいさ、凄さに感動した時間でした。参観終了後に、二

重橋を背に全員で記念撮影し、最後の訪問地築地場外市

場に向かいました。築地場外市場では、テレビでも紹介

された卵焼きの店やまぐろで有名な“すしざんまい”

で、各自それぞれに食事や買い物をして今旅行の最終訪

問地を楽しみました。築地場外市場に名残を惜しみなが

ら、レインボーブリッジを通り羽田空港に到着。大阪行

は4時発、広島行は5時25発であり、出発までは自由時間

を思い思いに過ごし、広島には、機材変更で座席はバラ

バラになったが、広島空港には定刻よりやや早い6時50

分に到着。その後、全員無事を確認し解散しました。       

改装なった東京駅では、何故か秋田のなまはげが和太鼓演奏 浅草寺雷門前で記念撮影、仲見世でおみやげを！曙湯に寄って

昼と夜のスカイツリー、450m展望台からは絶景 

築地場外市場で、マグロ三昧など昼食で皆満足 皇居の参観、 二重橋の前で修学旅行以来かな？ 
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 絵手紙展に今年も入選 
 

                  大久保 進也 
 

10月の例会は「X'masカードと年賀状」がテーマでした

が、11月は筆の里工房の「第17回筆の里ありがとうの

ちょっと大きな絵手紙大賞展」を見学。わが同好会から

は迫谷先生、神野さん、増田さんの3名が奨励賞に輝き

展示されていました。会場では企画振興係の森本さんに

大賞と特別賞について解説を頂きました。  

今回は全国から8,635点の応募がありましたが、以前は1

万点を超えていたが、どうも高齢化で大作を描くのが、 

 
しんどくなった様ですとのこと。大賞受賞者は2名、一

人は広島県の女性で、自分の耳が不自由になった時の父

親の心情を察し感謝の気持ちを描いています。この方は

毎年応募され、年々実力をつけて来たとのこと。また、

毎年一つの作品を描き終えると、すぐに次の作品の構想

を練り始める、賀状・礼状なども絵手紙でと心掛けてい

る。この普段の努力が大賞に結びついたと思います。 

 これら素晴らしい展示作品から良い刺激を受け、今後

の作成に参考にしたく思います。12月は「漢字一文字

で表現」をテーマに絵手紙を楽しみました。                      

  

絵手紙 

 今年は広島支部結成20周年記念イベントの一環で、あ

るこう会神社めぐりスタンプラリーを実施します。東広

島市（西条、八本松）の20神社めぐりを3回に分けて、

20kmを3回の合計60kmウルトラウォーキングに挑戦し

ます。長年住み慣れた地域の古い神社の由緒を訪ねて、 

歴史探訪めぐりをします。 

 昨年の下見時には自転車で各神社を廻り、地図を見な

がら判り難い小路と里山風景を楽しみながら、宝探しの

様に神社に辿り着いた時の達成感を味わいました。その

神社に参拝し由緒を読み、拝殿に奉納された古い絵馬等

を見て、歴史ある神社に拝礼をして回りました。 

 今年本番のあるこう会神社めぐり参加者には、通行手

形を記念に渡します。計画として、3月15日西条コース

10神社、10月4日八本松川上コース6神社、11月1日八本

松原コース4神社で実施します。神社名は通行手形に記

入しています。ゆったりコースは神社麓へ乗用車で廻っ

て神社に参拝します。しっかりコースは20km（午前

10km、午後10km）に挑戦してください。 

 

 20神社めぐりで20kmウルトラウォーキングに挑戦              東 秀次 あるこう会 

筆の里工房ロビーで、展示場では熱心に作品を鑑賞する会員の皆さん 

雷八幡神社 八本松町原 小倉神社 八本松町原  諏訪神社 西条東北町 御建神社 西条町西条 

左から、 迫谷先生、神野さん、増田さんの奨励賞受賞作品 

20神社名を記した通行手形 
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 日頃の努力が結果に！     末沢 公彦 
 

◆第165回大会、10月8日、台風が心配されましたが、幸
いにも好天に恵まれ、幹事としては、楽しい1日でし
た。雨だと皆さんの成績と機嫌がなんとなく悪くなるの
ですよ・・・。しかし皆さん努力されていますね、反省
し、改善を図った方々がやはり上位に来るようです。 

✹優勝：10月始め山陰の大山では、悪い癖が出
てOBを連発した。1.今回はその修正の為、①力
を抜く事、②ボールを打つまで確認する事を、実

践出来ＯＢが出なかった事。2.パットでは効き目の下に
ボールを置き、左手を軸に右手で方向と距離を決め、肩
の力を抜く事で28パットで終える事が出来た。以上を実
践出来た事が優勝に繋がったと思います。 

✹準優勝：台風が日本海に反れ天候に恵まれ、東
映カントリーで82、出来過ぎです。今日は運が見
方してくれました。これからも頑張って上位入賞

を狙います。 
✹3位：久しぶりの上位入賞でした。1番 バー
ディー、2番パーと予想以上のスタートでした、
が距離の長い3番のパー5でトリプルボギー、飛距

離の出ない私はいつも2打目で失敗する。原因は距離を
稼ごうとする力み。ボギー狙いの戦略が立てられないこ
とにあると判っているが、いつも同じ失敗をしてしま
う。ショットの練習以上に首から上(頭)のトレーニング
の必要性を感じさせられます。そう感じながらも、練習
場では黙々と打数を重ねてしまいます。次は狙うぞと。 
◆第166回大会、11月12日、今大会の竹原カントリーク
ラブは、気を抜くと落とし穴にはまり大たたきします。
打球の正確さが必要で思った以上に難しいコースです。
そのため苦手としている方も多いようです。上位入賞者
はどういうメンバーでしょうか？ 

✹優勝：3年ぶりに優勝することが出来ました。
体力維持のため、毎日ラジオ体操、ストレッチと
1週間に500球以上の打ち込み練習をしていること

が、良いスコアに繋がったものと思います。これからも
体力維持のため続けます。ありがとうございました。 

✹準優勝：社友会コンペで初めて入賞することが
出来ました。元気でゴルフに参加しているご褒美
と感謝しています。しかし、なかなか上手になり

ません。何回コンペに出ても100前後で廻るのが精一杯
です。それが不思議なことにチョロはあるがOBがな
かった、運も味方にして90を切ることができました。ゴ
ルフは健康の源と思い今後もコンペに参加し再度ご褒美
を頂けるよう頑張りたいと思います。 

 
✹3位：昨年の第154回で大幅アンダーで優勝後に
HCが1桁になり、当分の間最下位が定位置でした
が、今回は大幅にHC見直しが有り、最下位の定位

置を脱出できた。久し振りに3位入賞させて戴くことが
出来て社友会ゴルフコンペに参加が楽しくなっておりま
す。今後はHCが多少変動しても社友会ゴルフコンペに
入賞出来る様、練習して挑戦させて戴くようにします。 
◆第167回大会、12月10日、今年最後を飾るのは、安芸
CCの大会です。しかし小雨で風もあり、大変に寒い大
会と成り、その為か、皆さんの成績は今一で、グロス1

位は藤原さんの80、2位が松見さんの84とやはり、日頃
の練習で培われた実力を発揮されました。年の最後の大
会でしたので、クリスマスプレゼントに特製アップルパ
イをお土産とし、又、多くの豪華商品を奮発した。山内
前後賞もあり、それなりに充実した1日でした。 

✹優勝：今回の優勝は、HCとOBかと思った球が運
よく木に当ってセーフになったりするなど、運に
も助けられた優勝。実力で優勝が出来る様に、引

続き一層の練習に取り組んで行きたいと思います。 
✹準優勝：朝は太陽も出てたのにスタートするこ
ろは雨に変わりがっくりとしてました。OUTから
のスタート、寒さの影響か？難しい場所にピンが

切れていたせいか？平凡なスコアでした。これではいけ
ないと思い昼から練習場のイメージを思い出しプレイす
ると41に収まりました。準優勝なんてビックリ！ 

✹3位：今年最後のコンペで3位が取れラッキーで
した。天気も芳しくなく、いつものスコアだなと
思ってました。INからのスタート。出足でいきな

りパーをGET。しかしホールが進むごとにトリプルなど
も交じり、それほどスコアも伸びませんでしたが、本日
良かった点は長いパットが何度か入ったこと。ティー
ショットのミスが殆どなかったこと。皆のスコアが伸び
ず、HDCに恵まれ3位入賞です。 

ゴルフ 

 

 2013年を振り返って     杉山 健 
 

 囲碁同好会は、12月2日（月）に平成25年の最終の月

例会を無事終えることが出来ました。本年は、広島支部

結成20周年記念行事として7月に“第2回囲碁大会”を開

催したこともあり年間の総対局数は“145局（昨年は

126局）”と過去最高を記録しました。これに対して10

月～12月の総対局数は“30局”と、ほぼ平均的な例会と

成りました。この1年を振り返って見ますと、12回の月

例会に相馬實さん（48局）、鈴木弘幸さん（49局）、由

井善明さん（65局）の3名が皆勤であったことで、囲碁

同好会として大変心強い限りです。年間の勝率では、第

1位が杉山健で7割1分9里（23勝9敗1持碁）、第2位が鈴

木弘幸さんで6割7分3厘（33勝16敗）、第3位が児玉義

雄さんで6割7厘（17勝11敗）となりました。 

 

因みに10月～12月の勝率は、第1位が杉山健で8割3分3

厘（5勝1敗）、第2位 が 鈴 木 弘 幸 さ ん で8割（8勝2

敗）、第3位が相馬實さんで6割1分5厘（8勝5敗）の成

績でした。25年度は4月に段・級位の改定を行いました

が、26年度も4月に1月～3月の対局成績を加えて段・級

位の改定を行う予定です。囲碁同好会各位の更なる日頃

の研鑽を期待しています。 

 最後に、囲碁同好会は現在常連の参加者が8名に成っ

ています。毎月第一月曜日の午前10時から午後3時ま

で、社友会室の奥の“レクチャールーム”で「囲碁同好

会月例会」を開催しています。過去に囲碁を打った経験

のある方、これから囲碁を始めてみようと思っておられ

る方は、是非気軽に「囲碁同好会の月例会」を覗いてみ

て下さい。 

囲 碁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
順位 氏　名 Ｐａｒ 順位 氏　名 Ｐａｒ 順位 氏　名 Ｐａｒ

1 中村　雅信 -2.0 1 山本　善久 -4.0 1 神原　良治 -0.4

2 松本　邦彦 -0.7 2 山本　達雄 -4.0 2 沖田　憲三 +2.5

3 弓井　克己 +1.0 3 藤原　敏明 -2.6 3 渡邊　大輔 +3.2

平成25年度　第４～６戦の成績　　(NETスコア）

第165回コンペ（18H) 第166回コンペ（18H) 第167回コンペ（18H)

（10月8日東映CC）37名参加 （11月12日竹原CC）40名参加 （12月10日安芸CC）43名参加

ＮＰ

OUT　/　IN

ＮＰ

OUT　/　IN

ＮＰ

OUT　/　IN

山内孝雄 / 末沢公彦 鷦鷯陽一 / 末沢公彦 長谷川正義 / 山内孝雄

谷口真貴男 / 末沢公彦 亀田秀昭 / 伊野部哲夫 前田　訓 / 伊野部哲夫

 出口昌孝 / 堀　雅晴 村上孝一 / 有田守夫 山本達雄 / 矢野隆志

笹木立則 / 栗栖通春 前津宗政昭/伊野部哲夫  杉山　健/ 河上國男



ただ今製作中！  

 ものづくり同好会の社友会広島支部20周年記念活動

は、20年という時の流れにちなんでオリジナルの電波時

計を各自が作ることにしました。時計本体はユニットを

購入することにして、それを組み込む筐体はカイヅカの

輪切りを使うことにしました。4月に輪切りした材料を

ゆっくりと時間をかけて乾燥し、11月になってからやっ

と加工スタートです。加工工程は、材料の樹皮を剥が

し、表面を磨き、ユニット組み込みの穴を加工し、文字

盤に替わる点標を色が異なる木材の埋め込みなどで組み

入れ、塗装又はミツロウワックスなどで表面仕上げを

し、最後にユニットを組み込むと完成です。何しろ自然

の木材を使用したので、各人の形と寸歩が異なり、ユ

ニットを組み込む穴の深さなどまちまち。文字盤デザイ

ンもまちまち、個々が工夫を凝らした個性あふれる一品

になりました。ユニット組み込みの穴加工に使うトリ

マーのセッティングがなかなか難しかったけど、何人か

の加工後に梅田リーダーが加工用の冶具を作り、そこか

らは随分加工が楽にまた正確になりました。いろいろ意

見を出し合い、工夫しながら、これからの時を刻む“オ

リジナル電波時計”の完成です。製作者と共にこれから

の時をずっと末永く元気に刻んでほしいものです。社友

会にも1台寄贈させて頂くこととしました。製作の模

様、作品写真は“ものづくり同好会”のホームページに

も記載します。 
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 太刀魚釣り        川田 正勝  
  

 

 今月は太刀魚です。9月のイイダコ釣りでは皆さん大

漁でした。イイダコも終わり、これからの冬は釣れる魚

も少なく寂しい季節です。3月からはメバルが釣れます

が、それまでの3ケ月間はハゲと太刀魚位です。11月に

この冬の太刀魚釣りで釣行しましたが、結果は散々でし

たので、ぼやきを一つ。最近の釣りはだんだん難しくな

りました。3年ほど前の釣果をみますと、太刀魚も一人

で30匹は釣れていました。しかも餌はサンマでした。大

きいのが（指5本）多くいました。重くてリールが巻け

なくて2人がかりで釣りあげたほどです。ところが今

は、竿は柔らかくて当たりがよく判るものを。糸は細く

てリーダーはナイロンでないといけない。餌はイワシ、

サヨリ、サンマ。釣り方は、誘いがないと釣れないとか

で、魚との駆け引きです。 

 11月9日は今年最初の太刀魚釣りです。朝6時に安芸津

を出て、因島沖のポイントに40分ほどで着きました。波

が1メートル位で少し釣りずらいです。すでに30隻ほど

の釣舟が来ていましたが、あまり釣れている様子では無

く嫌な予感です。早速、イワシを餌にして釣りの開始で

す。海底までは40mで、誘いをかけながら当たりを待ち

ます。餌釣りは、太刀魚が餌を食べに来た時にそのわず

かな当たりで、大きな針に太刀を引っ掛ける釣りです。 

 
 

 

したがい、ゆっくりと糸を巻きながら当たりを待ちま

す。当たりがあると思い切り竿を上げて針に太刀魚を

引っ掛けて、電動リールで巻きあげます。釣り始めて10

分、20分と経ちましたが当たりが有りません。他の人の

も当たりが無い様です。やっと30分後に当たりが有り、

1匹目を釣り上げました。船のあちこちで釣れた声が聞

こえ始めて、これからいよいよ釣れると思いましたが、

後がダメでなかなか釣れません。船長もここはダメと判

断したのか、次のポイントへ移動すると言いました。移

動する事30分、愛媛県の新居浜沖です。このポイントは

広島の内海で釣れない時でも釣れるそうです。しかし、

太刀魚が居ないのか釣り方が悪いのかなかなか釣れませ

ん。時々は釣れますが、皆が同時に釣れることは有りま

せん。3時近くになってボツボツ釣れて、結局一人5匹位

で、今年最初の太刀魚釣りはダメでした。次の太刀魚釣

りでは、きっと大漁だと期待しています。 

 昨年は月1回大漁目指して頑張りましたが、今年も頑

張って行きます。釣りは楽しいですよ。 

釣 り 

数は少ないが、ドラゴン級も釣れた 

 

 置き時計造り  （20周年記念イベント）                      合屋 隆夫 ものづくり 

同じ無垢木の輪切りで、其々異なる雰囲気がいいネ！  
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 アマチュア無線コンテストに参加                   吉房 幸治 
 

 

 2013年10月～11月のアマチュア無線コンテスト実績を纏めました。アマチュア無線のコンテストは、一定の時間

内にどれだけ沢山の局と交信出来たかを競う競技です。参加局はJA4DPL(吉房)・JR4PDP(内野)・JI4WHS(又吉）の

3局です。毎年の全社SHARP無線クラブで上位独占、職域クラブにおいても全国10位以内と活躍しています。 

 

 

 

 

 

 

アマチュア無線 

左から ①エレメント組み立て ②支柱にアンテナ取付 ③完成した7MHzフルサイズアンテナ ④作業に参加のメンバー 

◍直径67㎜の高強度ジュラルミンパイプ製で１辺が20mもある、全世界と交信可能な7MHzフルサイズアンテナの工事風景 

  平成25年度は、4月の瀬野「蓮華寺山」の例会から始

まった。番外トレツキング「白木山登山」、天候に阻ま

れた夏山特番「木曽駒ケ岳」、20周年記念行事の「野呂

山研修登山」と、合計7回の例会登山実施した。野呂山

研修合宿では基礎知識と登山技術を学んだ。 

 第35回例会は、十方山の登山を10月22日に12名にて

実施した。広島県内でも恐羅漢山、吉和冠山に次ぐ第３

位の標高をもつ十方山に、好天のもと9時半に登山を開

始。いきなり急坂、安全ロープのある岩場、めずらしい

キノコ、林檎のようなオオウラジロの果実を見渡しなが

らの登山であった。標高差800mの行程は、かなり厳し

い道のりである。最後は急な上りを30分頑張り、十方

の辻と呼ばれるササ原に着くと360度の展望が望めた。

十方山の山頂からは恐羅漢山、吉和冠山、大峯山、天上

山などに宮島までも望めた。 

 昨年は自然と向き合い山の怖さと季節の美を堪能し、

山登りの原点に立ち返った一年でもあった。 

 

絶景と自然との対話  あの峰目指した一年             新川 昭雄 山歩会 

十方山山頂 (1,319ｍ) 

滑りやすい岩場を慎重に登る 五合目から眺めた十方山 色づき始めた登山道 

地域 名称 実施日 周波数 参加局 交信数 得点 国数 総得点 参加部門

10月26日9時 JR4PDP 286 734 102  123,312 ﾏﾙﾁﾊﾝﾄﾞLowﾊﾟﾜｰ 

～28日9時 JA4DPL 640 1,800 138 387,000 ﾏﾙﾁﾊﾝﾄﾞHighﾊﾟﾜｰ

JR4PDP 101 141 55  13,677 ﾏﾙﾁﾊﾝﾄﾞLowﾊﾟﾜｰ 

JA4DPL 371 485 111 81,965 ﾏﾙﾁﾊﾝﾄﾞHighﾊﾟﾜｰ

JR4PDP  426 1,028 126  212,796 ﾏﾙﾁﾊﾝﾄﾞLowﾊﾟﾜｰ 

JA4DPL 364 899 146 202,275 ﾏﾙﾁﾊﾝﾄﾞHighﾊﾟﾜｰ

JLRSパーティーコンテスト
10月5日12時

～6日12時
CW1.9～430MHz JI4WHS 7 23 6 138 7Mhz

JR4PDP 345 345 304 104,880 ﾏﾙﾁﾊﾞﾝﾄ

JI4WHS 181 181 163 29,503 ﾏﾙﾁﾊﾞﾝﾄ

JA4DPL   51 51  45  2,295 7MHz   

11月 2日21時

〜3日12時

JI4WHS 15 17 12 204 府外電話7MHz

JI4WHS 12 14 9 126 府外電信7MHz

海外

CQ World-Wide

DXContest
3.8～28MHz 

JAPAN INTERNATIONAL

DX CONTEST PHONE

 11月9日21時

～10日21時
1.8～28MHz 

CQ World WideDX

Contest CW

11月23日9時

～24日8時59分
1.8～28MHz 

国内

全市全郡コンテスト
10月12日21時

～13日21時  

3.5～430MHz

1.2/2.4/5.6GHz  

JA９コンテスト 1.9～28MHz 

オール大阪コンテスト 
11月3日6時

～18時

3.5～430MHz

1.2/2.4GHｚ 

JI4WHS 14 14 10 140 県外電信7MHz



 

 体力維持と向上を楽しく 

 

                    前田 訓    
 

 テニス同好会は会員相互がプレーを通じ『親睦』『健

康』『体力維持向上』を目的として、2013年4月に広島

支部15番目の同好会としてスタート。大半が経験ゼロか

らのスタートでしたが、やる気だけは満々のメンバー

が、初夏、盛夏、晩秋，初冬と毎週水曜日に運動公園テ

ニスコートに集い、早や7ヶ月強が経過。当然ながら、

当初はラケットの握り方、振り方（フォア&バックハン

ドストローク・ボレー・サーブの用語とその方法）ルー 

 
ルからスタートし、実技面では、思わぬ捻挫,転倒等に注

意を払い、今ではこの寒い中で快い汗が滲む程、ボール

を追い掛け回す体力も付き、加えて練習試合での珍プ

レー、ナイスプレーで楽しみも覚えました。更には 隣

のコートで練習中の同年輩お姉さんからミックスダブル

スのお誘いを受け、一日も早い実現に向けて会員一同は

精進中です。皆さん、是非一度コートに足を運び一緒に

汗を流しませんか？ 

ﾃ ﾆ ｽ 

 

 新入会員を迎えて楽しく練習  

                      新林 達人 
 

 朝夕の凍てつくような北風が肌身にしみる頃となりま

したが、ダンススポーツ同好会は秋からも練習に励み、

水曜日は笑顔と仲間の絆が満ち溢ふれています。新しく

中根さんと相馬さんの2名が入会され、経験は無いとの

ことですが元気に練習されています。冬季に入り、夕方

4時過ぎると暗くなりますが、室内は暖房完備でラテン

を踊ると汗がにじみます。今年3月の10周年記念大会に

向けて、少しずつ練習内容も加味し川添先生の指導によ

り励んでいます。披露する種目は、ワルツと少しラテン

を考えています。男性が少ないのでどの程度できるか、

猛練習の過程を見ながら考慮中です。私たちの、同好会

は、高いお金を支払って指導を受けず、仲良くそして健

康な体を作ることが目的の為、町の教室の様な高度な踊

りはできません。今は先生の指導でチャチャとジルバ、 

 
ワルツを取り入れて練習をしています。新しい二人も、

中に入られて出来るステップから先生の指導のもと頑

張っています。今は、男性が少ないので遊びのつもりで

見学に来てください。お待ちしています。初めての方も

大歓迎です。 

 

 
 

ダンススポーツ 

10周年記念大会に向け楽しく練習中 

当面の目標はミックスダブルス実現だ！ 
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 10月4日に野呂高原ロッジのグラウンドゴルフ場にて

20周年記念行事としてコンペを行いました。皆さんの都

合が合わず9名の参加となりましたが、天気も良く9時に

3工場を出発し約1時間ほどにて野呂高原ロッジ到着。直

ぐ利用手続きを済ませグラウンドで仮練習を開始しまし

た。何時もの土の感触と違い砂の粒子が粗く、思うよう

に転がらないボールを巧みに打ち、なれた頃に本番開

始。気持ちの良い風が吹く下で、普段のグラウンドとは

違う雰囲気の中、2つのグループに分かれ8ホールを午前

中2ラウンド、午後2ラウンドの計4ラウンド行いまし

た。開始早々、由井さんがホールインワンを2度続

けて達成され皆で大喝采、4人がホールインワンを

出しました。昼食はロッジでの食事会で和気あい

あいに、談笑を交え充分楽しみながら食しまし

た。いつもは2時間程のプレイです

が、食事を挟んだ5時間のコンペで日

頃の疲れ（？）も吹き飛び親睦を深

めた楽しい１日でした。参加者全員

頑張りましたが、成績は、1位：由井

さん88打、2位：南本さん92打、3位：水谷さん94打、4

位：牛田さん96打の結果でした。久し振りの野呂高原で

のプレイを充分楽しみ、惜しみながらも無事に終了。帰

路は野呂の山、瀬戸内海の景色を楽しみながら下山道路

を走り、20周年記念行事として楽しめた事は有意義でし

た。寒い時期で3工場のグラウンドが使用出来ない事

で、活動は不定期になりますが、月1回程度の活動は続

けようと頑張っています。入会希望の方は水谷まで連絡

をお待ちしています。 

 

競技の様子とロッジの前で記念に！ 

 
 

 

 

 野呂高原ロッジで記念コンペ開催 （20周年記念イベント）     水谷 正弘 グラウンドゴルフ 



 

 結成10周年記念写真展開催に向けて 
 

                   吉岡 嘉之    
 

 皆さん、明けましておめでとうございます 

昨年、社友会広島支部は結成20周年を迎え、各同好会で

は20周年を盛り上げるべく記念行事が実施或いは計画さ

れています。私たち写そう会も今年結成10周年を迎える

ことから、社友会20周年記念行事の一環として、3月に

市民ギャラリー（フジグラン内）で記念写真展を開催致

します。（開催詳細は後日ご案内致します） 

 写真展開催に向けて実行委員会を設立し、展示テーマ

の設定・展示会場確保・展示方法の検討・展示作品の選

定等々、準備を進めております。中でも一番重要な作品

について、シャープ社友会として恥ずかしくない、より

良い作品を展示すべく、以前より撮り溜めた写真からの

選定に加え、写真展のテーマに沿った新たな作品の創出

にも努めています。最近では、臥竜山の原生林に入って

初めての被写体である幻のツキヨダケを狙ったり、安芸 

 

 
太田の大銀杏、宮島の紅葉、三原の海霧等の定例撮影会

や有志撮影会を行い、冬には雪景色の撮影を計画するな

ど、着々と準備を進めております。ご期待ください。 
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 第61回大会25年12月実施報告 
 

                   牛田 晴雄 
 

『第61回12月大会を実施いたしました結果、 

          招待会員の三間裕子さんが好成績で優勝』     

 10-11月の2ヶ月は月例会で会員各自が投球課題の改善

工夫練習に努力し、この成果を12月大会に向け大いに盛

り上がる大会が実施でき世話人一同安堵した。 

 今回の12月大会はレーンコンディションが非常に難し

く（レーン表面に特殊油を塗布し、ボールと板表面摩擦

により目標ピン10本に対しボールの進入角度が変化す

る）このポジションを早く見出した方が好成績を取得で

きるが、今回全員苦労の多い大会であった。然しながら

過去実績のなかった上位結果に驚き、どよめきの中、成

績発表1位‐3位まで女性が独占。重

ねて盛り上がり男性は苦笑いの祝福を

投じた。参加者26名（社友会17名、

紅葉会1名、招待会員8名）競技ルー

ルは3ゲーム（ハンディキャップ含

む）合計得点で競った。但し、ハイ

ゲーム賞はハンディキャップ含まな

い。競技の結果は、三間裕子さんが女

子の部と総合の部で優勝しダブル優勝

を達成された。成績結果は、優勝：三

間裕子さん・準優勝：喜田涼子さん・ 

 
 

第三位：牛田峰子さんで上位は女性が独占です。ハイ

ゲーム賞は、男子の部で坂田広海さん243点、女子の部

は三間裕子さん199点。ノーミス賞はあと一歩という方

が数名おられましたが、全78ゲーム競うも対象者無しの

残念な結果でした。今回のレーンコンディションは非常

に難しくこれが苦戦を強いられた。 
 

◆上位6位までの成績（3ゲーム、HDCP含む）敬称略  

 1位：三間 裕子 614点、2位：喜田 涼子 604点 

  3位：牛田 峰子 603点、4位：喜田 栄禧 593点 

  5位 坂田 広海 590点、6位：西尾  弘 590点 

ボウリング 

荒谷山（安佐北区）での雲海撮影 

 

宮島での撮影会 臥竜山（北広島）での撮影会 

写そう会 

 

初では？女性1～3位独占！！   2013年最終戦を終えて 



広島支部行事予定 2014年1～3月 
 

1月 6日 社友会活動開始 
1月29日  新春懇談会/定例役員会 

2月28日 定例役員会 
3月28日 定例役員会 

編集後記  ：  2013年は支部結成20周年の節目を迎え、各記念行事には多数の会員が参加し無事に終える事が出来ました。
今年は、次の節目に向け更に飛躍する年に成すべく活動しましょう。 さて、昨年はアベノミクス効果で景気が回復傾向との観測
ですが、今年は、この効果の実績が問われる年に成るのではないかと思います。この効果が本物で、シャープ㈱の経営再建を
加速させる効果と成ってくれる事を期待したいと思います。                                       K．M 

 

新 入 会 員 の 紹 介  
 

2013年10月1日～12月末までの入会者    敬称略 
 

 中田 進
なかた  すすむ

 No.6204 シャープシステムプロダクト㈱中国支社 
 

 丸本 静馬
ま る も と  し ず ま

 No.6214  通信システム事業本部 資材部 
 
 

  広島支部会員数 503名、2013年12月末現在 

 

 2013忘年岡山シャープOB会開催！ 
 

          岡山地区委員長 池田征三郎 
 

 今年も、岡山地区社友会及び、岡山シャープ在籍OB

メンバー合同の恒例の忘年SH・OB会を、瀬戸内の絶

景、多島美を望む「日本の朝日百選」公共の宿「いこい

の村」にて、趣向を加え懇談を下記のとおり開催しまし

た。今年は、昨年より5名増え33名の参加により、あら

ためて年齢はお互い一年重ねたものの元気な姿を見て、

嬉しく楽しく懇親が出来て感動あるふれあいの時を過ご

しました。 

   *日 時:平成25年12月 8日（日）18時より開宴  

   *会 場:公共の宿  岡山いこいの村  

 宴会は、吉川哲三郎さんの名調子司会で始まり、今年

6月に逝去された小倉幹雄さんの黙祷に続いて、岡山地

区シャープOB会代表 戸苅裕さんの代表挨拶、事業部代

表から中村雅信さんの挨拶と続いて、今回は特別に現役

で岡山支店の高見支店長に出席頂き、シャープ㈱の現況

のお話しとご挨拶を頂きました。乾杯は神戸で現役を延

長されています星野輝次さんの発声にて賑々しく宴がス

タート。県外参加者6名から、自己紹介や近況報告があ

りました。 参加者も高齢者が増えたので、宴席は楽な

テーブル椅子席にし、料理は会席と2時間飲み放題を準

備。社友会広島支部からの援助金も活用した全員参加で

空くじ無しのビンゴゲーム大会は、ビンゴー！・ビン

ゴー！の大歓声で盛り上がり懇親会はピークに達しまし

た。 

 

 

 
 

 中締めで、幹事の池田さんより社友会への入会勧誘と

バイシャープ実績の紹介に合わせて各位に協力を要請。

又、年齢を重ねると、ついついマイナス思考に成りやす

くなる事への変革「宝塚 ブスの２５ヶ条」の紹介と、

来年も元気印での再会を祈念して、一本締めにて宴会は

無事お開き。  

 この後は、カラオケ大会は貸切で男女20数名が参加

で、飲みながら、談笑しながら、マイクを取り合いなが

ら、のど自慢披露などで大いに盛り上がったが、23時に

解散し各部屋に戻り、(^o^) ＜ おやすみーかな？＞  

又、大浴場での、瀬戸内の多島美絶景を朝夕望みながら

の入浴で、ほろ酔いも吹っ飛び日頃の疲れを癒し、ここ

でのくつろぎは素晴らしいものがありました。  

 翌日は、OB有志11名が参加して、クリスタルリンク

スCCにて年忘れゴルフコンペを開催。前日から雨の心

配もありましたが天候に恵まれて楽しくプレー。成績は

下表の通りです。  

  地 区 会 員 便 り  . 
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お疲れ様でした   さて、結果は？ 

  年忘れゴルフコンペ結果　(敬称略）

順位　 選　　手 グロス HDCP NET

1位 河野 俊治 101 30.0 71.0

2位 山垣  徹郎 99 25.2 73.8

3位 池田 征三郎 92 16.8 75.2

4位 中村  雅信 95 19.2 75.8

5位 江本  俊次 102 24.0 78.0

6位 井上  恵夫 98 19.2 78.8

7位 吉川 哲三郎 96 16.8 79.2

8位 山澤  純一 108 28.8 79.2

9位 三原　正 112 32.4 79.6

10位 出口  義則 96 12.0 84.0

11位 尾崎  克行 114 28.8 85.2

元気に参加のシャープ岡山OBの皆さん 

シャープ社友会会員数　12月末日現在 5,214名

本 部 3,179名 東 北 136名 栃 木 385名

東 京 662名 中 部 198名 広 島 503名

九 州 151名    2013年9月末比 34 名減


