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海の婚活  佐賀県            辻 重樹 さん 

 

 社友会広島支部定期総会を終えて  
    

                                     支部長 東 秀次  
 

  平成26年度の第21回定期総会を5月23日

シャープ通信事業本部多目的ホールで開催し

ました。 

当日は105名（社友会86名、紅葉会19名）出席

を頂き皆様の協力を得て無事終える事が出来

ました。 

 今回の定期総会で7年間支部役員を務めて頂

きました山本支部長が退任され顧問に就任頂

く事に成りました。長年支部発展にご尽力頂きご苦労様

でした。副支部長の私が支部長に就任致しました。どう

か宜しくお願い申し上げます。 

 私は2004年5月に役員に就任して以来今年で10年目に

成ります。本来なら昨年の20周年記念の機会に退任させ

て頂く予定でしたが、多くの同僚、後輩に役員のお願い

を相談させて頂きましたが、種々事情が有り中々引き受

けて頂く会員が居ない状況です。今後広島支部を担って

頂く適任者を相談させて頂きますので宜しくお願い致し

ます。 さて、社友会は全体で5212名、広島支部は501

名です。昨年の入会者は9名と少なく、残念ながら退会

者の方が11名と多く、初めて前年より会員が減少する傾

向と成り、社友会に入る魅力が薄れてきている要因が有

ります。シャープMADO情報誌が無く成り、従販制度も

4月から廃止された事も影響していると思います。そこ

で右記項目をメインに社友会魅力計画の取り組みを図り

ます。 

1）同好会活動の活性化 

・新規同好会発足アンケート実施と15同好会各リー 

 ダーによる会員募集の推進 入会されて居ない 

  会員は約40％ 約150名 (地区会員177名は除く) 

2）タイムリーな社友会情報、シャープ情報の提供 

・hibiki 印刷版の全員配布復活と最新情報をHPで 

  発信 

3）新入会員増加計画 

・ライフプランナー 

 セミナー55での退 

 職者への社友会活 

 動紹介と入会促進 

・年金説明会での 

 社友会活動紹介と 

 入会促進 

4）シャープ応援計画 

 ・We Love   SHARP     

 のシャープ製品愛用 

 促進と購入実績報告 

 取り組み  

・社会貢献活動とし 

 てシャープの森づ 

  くり積極参加 

5）健康づくり応援 

・健康セミナー開催 

  定期総会、新年会 

 等で健康長寿のた 

 めの講座開催 
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 平成26年5月23日(金）午前10時30分より、シャープ社友会広島支部第21回定期総会/紅葉会第20回定期総会と懇

親会を通信システム事業本部多目的ホールにて開催しました。会員105名(社友会86名、紅葉会19名)の参加と、ご

来賓にシャープ㈱通信システム事業本部新井副本部長、千田総務部部長、阿部執行委員長のご臨席を頂きました。 

 定期総会は松見事務局長の司会で、提案・報告並びに審議等はスムースに進行し、全ての議案は議案書通りに承

認されました。本年の総会は昨年の20周年記念式典に続き午前からの開催で、懇親昼食会を始め特別講演の「健康

セミナー」などが持たれ、会員相互の親交や久しぶりの再会を喜び合うことが出来ました。  

（定期総会での審議・議決承認の詳細は第21回定期総会議案書にて、又、定期総会の模様は広島支部ホームページ

の“行事”欄に詳細を掲載していますのでご確認ください） 

 2 0 1 4 年   定 期 総 会 報 告 

・山本支部長挨拶（抜粋） 

 昨年度は本部より町田相談役・

真副会長をお招きし20周年記念総

会を開催し、又種々20周年行事も

実施してきました。 

会社業績も上向きな報告がされて

いますが、昔の業績にはまだまだ

足りないところが多々あります。 

皆様方の建設的な意見をお願いします。  
 

◆定期総会議案審議 

 議案書に従い下記の報告と提案が行われ、質問・意見 

 は無く、満場一致で全ての議案が承認されました。 

・平成25年度 事業・行事報告 

           東 副支部長 

  慶祝/慶弔に関する事項 

  事業・行事報告 
 

・平成26年度 事業・行事計画 

           東 副支部長 

  慶祝に関する事項 
 

・平成25年度 会計・決算報告 

            矢野 幹事 

  平成25年度一般会計決算報告 

  20周年記念事業に係る収支報告 
 

・平成25年度 会計・監査報告 

            黒田 幹事 

  正確に処理されている事の確認 
 

・平成26年度 行事・運営予算発表 

            矢野 幹事 

 

・広島支部・規約の改定報告 

            山本 支部長 

  本部規約改定に伴った、支部規約改定 

  (慶弔費の変更) 
 

・平成25年度 同好会活動報告 

            菊池 幹事 

  20周年記念に伴った同好会活動 

  新設のテニス同好会 

  同好会参加への呼掛け 
 

・役員及び地区委員交代報告 

           山本 支部長 

  新旧役員の紹介 

  会計の幹事補佐役員として、社友会20年の歴史で 

  初めての女性役員が誕生した 
 

・質疑応答 特に質疑なしでいずれも全て承認された。 

 

☆ 出席者記念撮影 (上記写真をご覧ください。) 
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第１部 支部長挨拶 議案審議・報告 (紅葉会は別室)        司会/議長 松見 弘 

SEMCによる『 ヘルシオお茶プレッソ 』

の紹介と試飲会が実施 



(3) 

＊広島支部ホームページの”行事レポート”欄にも詳細を掲載していますのでご確認ください） 

・新井 副本部長 挨拶 （抜粋） 

 社友会広島の活発な活動を拝見

して、大変頼もしく感じている。 

シャープは地道ではあるが、黒字

に向かっていて、通信も2013年通

期では黒字に成り、国内メーカー

ではトップに返り咲いた。 

広島工場はラジオからラジカセ、

電話、ファックス、携帯電話等と、その時その時の新し

いものにチャレンジする先輩方の努力で大きく育ってき

たと思う。20年を迎える携帯事業でも、新しいビジネス

を立ち上げるべく活動している。  

・阿部 執行委員長 挨拶（抜粋） 

 シャープは業績回復の中で、財

務上や企業としての課題はまだ大

きい物が有って、次の山を乗り越

える為に、様々な風土改革を労使

で進めている。現在の労働組合の

取り組みは、会社の現状と課題を

従業員全員が正しく認識、理解

し、一人一人の業務において、何をし何が出来るかを考

えて全員が実行する事が、業績の回復に繋がると考えて

いる。会社の組織的なマネジメントや職場での対応を労

働組合の立場で意見提起や取り組みを行っている。 

大塚製薬『健康セミナー』 

広島支店 広川課長さん 秋季親睦旅行案内 

田井さん 

新入会員代表 

鈴木さん 

退任役員 

山本さん・岩垣さん・松岡さん・矢野さん 

《ご連絡事項》  

【hibiki 印刷版復活配布のお知らせ】 

 広島支部HPは平成18年1月に開設以来ひびき37号より

HPで配信を行っていますが、インターネットとパソコ

ンの性能が向上した事により、平成22年6月にメール会

員を対象に印刷版の配布が必要か否かのアンケートを実

施、81％の会員が印刷版不要との回答が有りました。 

その結果を踏まえて平成22年7月hibiki55号よりメール会

員には印刷版の配布は中止しました。然し、最近hibiki

印刷版の配布の要望が強く寄せられましたのでhibiki70

号（7月1日発行）より、フルカラー印刷版を会員全員に

配布復活をする事に致しました。 

郵送会員以外の方は、社友会室配布棚封筒に入れておき

ますので、社友会室にお越しください。 

尚、配布物の引き取りが滞っておられる会員様がおられ

ます。是非、月に一度は社友会室にお越し頂きたくお願

い致します。少なくとも2～3か月に一度は配布物のお引

き取りをお願いします。 

又、配布物の引き取りが困難な方は郵送配布の手続きを

社友会室までご連絡ください。  

第２部 合同昼食懇親会                      司会 中崎 春香 

新任役員 

坂本さん・下田さん・原田(弘)さん・渡邊さん・東さん 

喜寿代表 

廣兼さん 
山口地区委員 

松田さん・兼田さん 

                   << ご来賓のご挨拶 >> 

  

またご来賓として、千田総務部長の臨席も賜りました。 

ご来賓のご挨拶に先立ち、東新支部長より今年度の社友会魅力計画取り組みを図る発表が有りました。 

内容は表紙の『春夏秋冬』をご覧ください。 

秋季旅行の詳細は、11ページをご覧ください。 



〔広島地区〕             山根 行雄 

■6月23日(月)：第3回ゆうゆう会世話人会開催、ホテル

JALシティー広島に9名参集、「第11回ゆうゆう会総

会懇親会」の企画案『瀬戸内海汽船：銀河ランチクー

ズ利用パーティ―』につき、岩崎世話人より、瀬戸内

海トラベルサービスとの交渉経緯の説明があり。今回

参加世話人にて今後のスケジュール予定等一部変更の

上、以下の段取りにて開催準備を進める事を審議決定

いたしました。 

 メールアドレスお持ちの会員へ：メール受信テスト確

認を行い、60名余り方から受信OKの回答があり、本

年度より受信OK会員様へメールにて案内状送付や諸

連絡を実施する事になり、6月末迄に『第11回ゆうゆ

う会ご開催予告』をメールと郵送にて連絡。瀬戸内海

汽船(広島港)本社を訪問。銀河号の発着ポート変更に

伴う受付場所・乗船場所・駐車場等現場の下見、利用

ダイニングの乗船前確認、マイクロバス利用他、関連

諸事項の再確認、銀河クルーズ航路図パンフ(90部)入

手や申合せ事項の見積書取得を行う。 

■9月16日(火)：第4回世話人会開催、「案内状」最終確 

 定。 

■9月19日(金)：関係世話人、廿日市市民活動センター

へ参集、案内状印刷、航路図等必要資料同封宛名シー

ル貼付、郵送会員様宛にご案内状郵送。同時にメール

受信OK会員様宛にEメールにてご案内状を送付予定。 

■10月15日(水)：参加申込〆切、参加者確定＆リスト作

成、瀬戸内海汽船へ確定乗船者数連絡、(参加60名未

達時、動員呼掛けフォロー) 

■10月27日(水)：第5回最終世話人会開催、「役割分

担、懇親会式次第、招聘者やスピーチ予定者等確認＆

座席確保、特別イベント披露」等関連事項につき、最

終確定。 

■11月2日(日)：「ゆうゆう会第11回総会懇親会」世話

人全員にて一致協力して本番催行盛上げ実施推進。 
 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■第7回社友会山陰地区懇親会が、9月10日(水)11日

(木)に世界ジオパークの隠岐島前にて、観光と釣りの

企画にて開催されます。詳細は幹事役の出雲の大谷さ

んにお問合せを！！山陰地区以外の方も先着順にて希

望者承り中です。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■6月19日：たけべの森ゴルフクラブ。梅雨入りの中、

昨日の雨模様から一転快晴に恵まれ、暑さの中です

が、記念の第30

回SH-Gゴルフコ

ンペが、県外か

ら、高松、福

山、鳥取、松江

メンバーも含め 

 5組18名参加し 

 開催されました。優勝は、ハンディ36の三原正さんが

絶好調！ドラコンも合わせ、獲得されました。 

 以下、上位6位までご案内します。（集合写真添付）

全ての方に、社友会賞を含め、参加メンバー表彰を、

行い反省会も盛況裏に終わりました。 雑件として   

①今年の真夏日平均年50日超、平均気温も4.4度上昇が

予想される中、 省エネ、節電啓発チラシ配布し特

に、夏8月の節電、省エネチャレンジ取り組みの提案

をしました。 

②昨年に引き続き、2014シャープ製品ご購入協力お願い

を紹介！6月21(土)22(日)家電エコライフフェア開

催。来場促進と、OB特別価格によるチラシ等の案内

を行いました。 尚、事前及び当日に次のシャープ商

品の購入がありました。  （太陽光発電システム増設 

5.5kw・お茶プレッソ2台） 
 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

■山口地区の会員加入促進を行っています。年末の山口

地区会合に向けて準備中です。社友会入会申し込み書

にて加入の呼びかけをしています。 
 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■4月25日：讃岐カントリークラブにて、4組16名にて

実施しました。 優勝は、深田さん（協賛会員） 

■5月2日：タカガワ新琴南

ゴルフ倶楽部にて、3組

11名で現役を交えた交流

コンペを実施。 優勝

は、直本さん（社友会会

員）。夕刻には懇親会を

実施しました。 

■5月30日：サンライズヒルズカントリークラブにて、4

組16名で実施。当日は、高松市で今夏初めての真夏日

を記録する暑い中でしたが、無事ホールアウトできま

した。 優勝は、尾松さん（OB会員） 

■6月12日：高松ゴールドカントリークラブにて、5組

19名で実施。 優勝は、山根さん（協賛会員） 
 

〔福山地区〕                        星野  高範 

■4月3日：恒例の花見の会を実施・・・・ 

 今回は残念ながら少人数の参加でありました。 

 福山城、5名の参加。 

■4月22, 23日：春のゴルフの会実施（美作、作州武蔵

CC）、9名の参加。 

■次は7月末に 納涼会を開催する予定です。 
 
 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

■5月8日：神戸で引継ぎをかねて打合せ会合 

 竹中・中島・池田 

 ⇒6月より、新関西委員は中島➞池田に引き継ぐ。 
 

 6月は特にありません。 

(4) 

地区役員報告        企画担当幹事 金國 信太郎 
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ゴルフ 
 

 ◆第169回：平成26年度最初のコンペです。桜で有名
な志和カントリークラブで開催。見事、満開の桜日和で
皆様も楽しい気分でPLAYされたことと思います。 

 ✯優勝(丸山)：いつも最終2～3ホールで挽

回を狙って力み、スコアを落とすことが多

かったのですが、今回は意識的にリラック

スに努めたことが良かったようです。今後

も力まず、欲張らず、楽しみながらゴルフ

を頑張って行きたいと思っております。 

 ✯準優勝(前田)：満開の桜と絶好の好天で

気持ちよくラウンド出来久々のグロス80、準

優勝を得て健康と同伴プレイヤーへ感謝！こ

の結果はヒルサイドでの朝練(藤原、松見両

氏の指導)+テニス同好会での体力維持があっ

たからだと仲間の皆様に感謝です。今度も課題のスイン

グ、スコアの安定へ向け精進したいと思います。   

 ✯第3位(谷口)：加齢によるドライバーの

飛距離のダウンをカバーする為にフェア

ウェイウッドの飛距離UPを目指して練習し

てます。又、１ラウンドのパット数の目標

を30以下にしておりますがその為にはアプ

ローチで１パット圏内に寄せられる様にアプローチの練

習に力を入れております。 
 

 ◆第170回：開催日は好天で東映の素晴らしいグリー

ンを堪能。又170回の節目の大会でもあり、多くの商品

を奮発したこともあり、楽しまれたことと思います。 

 ✯優勝(西尾)：午前中はバーディースター

トの絶好調、9番ホールの2打から調子が狂

いだし午後はボギーペースに逆戻り。午前

の蓄えと、ハンディーキャップ効果で6年振

り3回目の優勝が出来ラッキーでした。 

 ✯準優勝(方山)：ゴルフの練習について

は、人一倍頑張っていますが中々成果が出ま

せん。今回は前半のハーフで、寄せとパット

が良く(1パット5H)2位になる事が出来まし

た。力を抜いていつも安定したゴルフが出来

る様頑張りたいと思います。ありがとうございました。  

 ✯第3位(矢野)：今回は非常にラッキーでした。春風邪

で2週間以上もクラブを握る気もしない日が

続き、キャンセル。でも雨で順延、これで風

邪も治り参加できました。体調もいまひとつ

でしたが、それで気持ち(力)を控えたのが

OBも出ずスコアを纏めることが出来まし

た。ゴルフは飛ばしてナンボ！バンバン飛ばせる内が花

だと思ってます。  
 

◆第171回：順延の後9日に開催いたしました。当日は

天気も良く、しかも暑くもなく、幸いでした。しかし少

しグリーンが重く、慣れるのに時間がかかりました。そ

のせいか、経験豊かな方が上位に来られたようです。  

 ✯優勝(鈴木)：体調を崩し、昔と同じスイ

ングするのですがチョロやトップおまけに

右や左の旦那様で100を切れず辛い思いをし

ていました。今年はリハビリも考慮し週3回

の練習を心がけた。その結果、飛距離が戻

り、チョロやトップも激減、今日のスコアは90、大変

嬉しい優勝でした。次回は念願の90切れを狙います。  

 ✯準優勝(出口)：15年間の長きの世話役

も、ようやく次世代に譲れ、一息。第156回

コンペでの優勝から、今では「敬老会」から

の招待される年ともなり「ゴルフ道」につい

て考え直して見ている。今回、その成果の始

めとして残念ながらの準優勝。この課題を次回へと励む

のみです。  

 ✯第3位(杉山)：第150回コンペから2年越

しの久々の入賞で、ゴルフに対する興味が

また湧いてきた思いです。過去10年間を振

り返って見ると、第70回コンペの優勝か

ら、優勝が5回、準優勝が2回、第3位が3回

でした。遠退いていた練習場にも通い“歳を

取っても未だできる”に再挑戦します。                              

十周年記念大会から三か月も過ぎ、同好会の仲間は、

水曜日の練習日に誘い合い集まり近況を話し合いながら

練習を続けています。 

練習会場に入り靴を履きかえると、自然に姿勢も良くな

り、きりっとした姿に変身します。自分の姿を等身大の

鏡に映して練習に入ります。先生を相手にして、ブルー

スから、ジルバ、ワルツ、チャチャの四

種目を順番に習っています。毎回新しい

ステップを習うけど直ぐには覚えられま

せん。姿勢に気を付け鏡を見ながら先生

のスタイルを真似るのですが足元にも及

びません。男性軍が少なので休憩時間も

なく、冷房が入っているのに後半に入る

と汗がでます。 

しかし先生は私達以上に汗をかき、また服装も長袖の

カッターシャツのため額に大粒の水たまりができ気の毒

に感じます。習う私達もまた休むことなく頑張っていま

す。練習時間が終わるとほっとします。今ワルツ、チャ

チャに力を入れて練習をしています。ワルツはスエーの

ポーズが難かしく何度も繰り返し指摘を受けています。

肩のライン、目線、体重のかけ方が特

に重要視され、何度も模範演技をされ

ます。メンバーは何度も相手を変えて

練習し成果の向上を目ざしています。

チャチャは習い始めて日が浅く、基本

のステップを繰り返し、早い音楽に体

が反応しリズムとステップが合うよう

に励んでいます。 

ダンススポーツ 

 

先生の模範演技を見て 先生と練習 

         10周年記念大会その後                   新林 達人             

           順延でコンディションの維持に苦労                                     末沢 公彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 日頃お世話になった方や親しい方へ暑中見舞の葉書を出してはいかがでしょうか？ 

パソコンで作成してしまう事が多いのですが四季の花々や近辺の風景を絵手紙にして出してみてはいかがでしょう

か。デジタルの画像には無いぬくもりのある便りにきっと喜ばれると思います。 

私達、絵手紙同好会のメンバー16名は毎月一回、迫谷講師のご指導のもと社友会室で作品作りに励んでおります。 

迫谷講師より年間の月毎の題材を戴き各々作品作りに励んでおります。 

最近の題材をご紹介します。 

 5月：初夏の草花、近辺の花を観察。細かいトゲも表現します。 

 6月：暑中見舞を夏の風物詩で作成、又うちわにも描いたり夏の雰囲気を楽しみます。 

 7月：ハンガー絵手紙、針金ハンガーで様々な形を作りここに紙を貼り自由な題材で描きます。 

 8月：残暑見舞を夏野菜、果物等で自由に表現して、空間を活かした作品作りを行います。 

 9月：題材は秋です。スポーツの秋、食欲の秋、自由に取り組んでください。 

同好会の定例の作品作りは月に一度ですがこの日は会員の情報交換や作品の展示、迫谷講師より 

作品の批評やアドバイスを戴いており次回の参考としております。 

 ここで最近のトピックスです。熊野筆、筆の里工房主催の「ありがとうちょっと大きな絵手紙

大賞」の作品募集があり同好会メンバー応募に向けて作品作りに励んでいます。昨年は見事2名が

奨励賞に輝きました。 

今年3月には社友会広島支部結成20周年記念行事「絵手紙先品展」を市民ギャラリーで開催、 

多くの方々にご来場いただき大盛況でした。この機会に絵手紙を始めてみては

とお考えのあなた、是非一度毎月第4土曜日社友会の部屋に遊びにお越し

ください。迫谷講師、丸山リーダー、メンバー一同お待ち

しております。  

絵手紙 
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     今夏の暑中見舞は絵手紙で出しませんか？                           和田 紀一                                 

 3月から6月までメバル狙いで釣行しました。3月、4月

は昼の釣りでした。しかし今年のメバルは数は釣れます

がサイズがいまいちです。人間、同じ釣るなら大きいの

が釣りたいです。しかし大きいので25センチまでで、ほ

とんどが20センチまでです。持って帰ったらかわいそう

だから逃がしたらいいのにと言われました。 

 5月からは半夜のメバル狙いです。明るい時間帯はサ

ビキで釣ります。安芸津を夕方の6時に出ますからポイ

ントに7時ころに着きます。1時間ほどはサビキです。8

時ころになると青虫にします。3本針の胴付仕掛けで

す。ハリスは1から1.5号、枝は長いのが良いようですか

ら40～50センチです。重り25号です。釣りかたは、重り

をいったん底まで落とします。そしてゆっくりと手で巻

き上げます。船長が、何メートルまで反応が有りますと

言いますので、そこまでゆっくりと巻き上げます。する

と途中でメバルが青虫を食べに来ます。当たりです。竿

先に当たりがきましたらすこし（50センチくらい）竿先

を落とします。メバルに青虫を全部食べさすのです。当

たりが有りすぐに上げると、青虫が半分食べられたまま

です。青虫を全部食べさせないと針にかかりません。こ

れがこつです。釣りのセンスです。25センチ以上の大物

が釣れますと竿が大きくしなります。竿が柔らかいので

釣りの醍醐味が満喫できます。 

 今年はよく釣れた日で大きいのが一人5匹くらいでし

た。25センチ以上が10匹釣れたら豊漁です。今年はな

かったですが来年はいいメバル釣りがしたいです。 

これからの予定です。 

いまから日本海(浜田)で烏賊が釣れだします。 

食べて美味しい剣崎烏賊です。 

社友会のメンバでも多くの方が経験していますが烏賊釣

りもおもしろいですよ、一度経験してください。私の乗

ります千尋丸で少し説明します。浜田の港を午後3時頃

に出ます。ポイントまでは9月頃までは30分ほどの近く

です。烏賊が近くまで来ますが10月頃になると深場へ行

きますので1時間くらいかかります。 

 夕方まで魚を釣ります。アジ、ハゲ、ホゴメバルくら

いです。6時頃から烏賊を釣ります。仕掛けは船長が用

意してくれます（ただし2000円です）。重りは100号で

す。短くて柔らかい竿ですから烏賊が釣れるとすぐに反

応が出ます。よく釣れるときは1回で3匹くらいが釣れま

す。 

 今年一度経験

してみません

か、釣りはおも

しろいです。 

釣れないときは

次は絶対に釣る

ぞと、釣れた時

はどんな料理で

食べようかと、

楽しいひと時で

す。 

釣 り       今年のメバルは釣れませんでした                 川田 正勝 
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  2014年4～6月の撮影会  
            

写そう会 

 5月の撮影会は、5月2日に因島 除虫菊夜景(5名参加) 

5月10日 岡山国際サーキット(6名参加) 5月31日鞆の浦の花火(8名参加)。 

まず「因島重井港 除虫菊の夜景」。昔は「蚊取り線香」の原料として沢山栽培され

ていましたが化学薬品に替ったため、今では観光客の為にボランティアで栽培されて

いる除虫菊は少し開花が遅れたようですが、ほぼ満開でした。 

橋が建造された為に便数が少なくなってしまった船の航跡を追って、シャッターを切

りました。 

又、「岡山国際サーキット」の撮影会は、アマチュアのライダーやGTカーの練習走行

日で、爆音を響かせて走るバイクや車を望遠レンズで追いましたが難しい被写体でし

た。その後、国宝の閑谷学校や備前焼きの窯のレンガ造り煙突群を訪ねた旅でした。 

                              （小野 勲 記） 

 2014年度最初の撮影会は、3月に開催した「写そう会結成10周年記念写真展

（社友会20周年記念行事）」の慰労を兼ね、一泊二日で「愛媛県岩城島の三

千本桜」撮影会を８名参加で開催しました。 

 2日間共に好天に恵まれましたが初日は強い風に悩まされ、撮影には大変苦

労しました。二日目は夜明け前に岩城島の山頂に登り、夜明けの三千本桜の撮

影に挑みました。又、慰労会は岩城島にある「菰隠温泉ホテル」にて行い、約

1年を掛けて準備し成功裏に終了出来た写真展を皆さんと共に労いました。 

                          （中西 康憲 記）  

 6月の撮影会は「九州一泊撮影会（東洋のチロル由布川峡谷＆有明海のムツゴロ

ウ）」を開催。梅雨真っ只中、天候と睨めっこしながら6月14～15日に九州一泊撮影会

（大分～熊本～佐賀）を開催し会員8人が参加しました。初日は早朝5時に東広島を出

発し大分県の由布岳と鶴見岳の間を流れる由布川の景勝地「由布川峡谷」に昼前に到

着。峡谷に繋がる猿渡入り口は勾配45度以上もある目が眩むような長い鉄製階段を降

りなければなりません。峡谷は河床が深い場所が随所にある事から胸まであるウェ

ダーチェスト（鮎釣り用ゴム長）を身に付けて

重い三脚とリュックを背負って慎重に河床を歩

きます。深さ50m以上ものV字型の峡谷が約

12Kmにわたって続き、様々な場所から幾筋にも

糸のように流れ落ちている滝や滑らかで迫力あ

る岩肌はまさに自然の造形が誇る芸術作品のよ

うです。神秘的な峡谷美に感動しながら無言の

中でカメラのシャッター音だけが忙しく谷に響

きます。今回は20筋近くも流れる素晴らしい

「すだれの滝」を全員で見る事が出来たのは非

常にラッキーでした。 

夕刻、峡谷での撮影を終えて、翌日の目的地で

ある熊本に移動。翌朝4時にホテルを出発し日の出前に熊本阿蘇の草千里に到着。 

早朝の濃霧の中で放牧馬が草原に憩う光景を撮影した後、帰路、有明海「小城市のム

ツゴロウ王国芦刈」に立ち寄り、今、正にムツゴロウの恋の季節で愛らしく活発に動

き回るムツゴロウのジャンプ＆カニのツーショットやムツゴロウ同士の縄張りを巡る

威嚇光景を高速シャッターで連写撮影。 

体長１５センチ程のムツゴロウのジャンプを

低い体勢でカメラに上手く収めるのは至難の

業でした。自然の偉大なアートと有明海の里

海の営みに感激した撮影会でしたが、2日間の

走行距離は実に1000Km。 

今回、長距離のドライバー役をお願いした 

OさんとYさんに感謝！！感謝！！です。 

        （谷水 毅、辻 重樹 記）  

 

 
岩城島桜公園での記念写真 

因島重井港の除虫菊  

急勾配を降り渓谷に入る 
猿渡り滝前での記念写真 

渓谷一優雅なすだれの滝 阿蘇 草千里の早朝 草を食む野生馬 
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 晴天の下シャープ第三工場を7時にJRバスで出発し

た。順調に山陽道、中国道、九州道を走り予定より早く

えびのICに到着。コカコーラの工場を13時30分から見学

し、その後えびの高原へ向かい

霧島連山を眺め、不動池を見て

無事えびの高原荘に到着した。 

今回特別ゲストとして、現地霧島市在住の中山信一さん

とえびの高原荘で１泊して、広島現役時代の懐かしい昔

話で交流を深めた。更に現地の登山と観光情報を教えて

貰い楽しい一夜を過ごした。 

（登山組） 

 韓国岳（1700m）霧島連山の最高峰をめざして 

5月31日(土)：13名は不動池より登山開始、硫黄山を経

て3合目までは木立の道を息を弾ませ一気に登った。 

その後だんだんと低木

になりガレ場と暑さと

の戦いでしたが頑張り

10時5分に山頂に立つ。 

絶景の新燃岳の火口に

感嘆、遠く霊峰高千穂

峰の姿は秀麗だった。

ま た 直 径800ｍ、深 さ

300ｍの火口の崖は足が

すくむ凄さだった。 

 

（あるこう会・観光組) 

 倉吉ループ橋 えびの高原(1200m)池めぐり 

硫黄山まで、登山グループと同行した。ミヤマキリシマ

が満開で硫黄山の火口も見ることが出来た。それから倉

吉ループ橋に向った。えびの側の橋からは、昨日訪問し

たコカコーラの工場が眼下に見えた。小林側の橋から

は、東洋一の景観を楽しみながらえびの高原に帰ってき

た。食 後、池 め ぐ り に 出

発。16名全員でえびの展望

台まで登った。そこからは

希望者で白紫池まで登り、

木々の間から、六観音御池

も観ることができた。 

最終日6月1日(日)は霧島観

光ホテルを後に全員で

壮麗な霧島神宮に

参拝した。神話の里では

童心に返り、ポツポ列車

とリフト、スパーライ

ダーを楽しんだ。頂上展

望台からの高千穂峰・霧

島連山などのパノラマ絶

景を満喫した。 

3日間の余韻を楽しみつ

つ帰路についた。夕方5時、無事帰広した。 

あるこう会/山歩会             特別例会 あるこう会 山歩会合同       

                 満開のミヤマキリシマ・えびの高原トレツキング韓国岳登山  

                           あるこう会 田井 正治    山歩会 新垣 敏雄  

 

 5月30日(金)～6月1日(日)にかけて2泊3日の韓国岳登山とえびの高原トレツキング・観光を総勢29名（男17名 

女12名）で実施した。 

 
えびの高原 

中山信一さん 

えびの高原荘 

 

韓国岳登山 

 

 韓国岳山頂 

霧島神宮 

神話の里公園 
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 新年度に入り、会員一同、4月例会から新たに改定し

ました段・級位での対局で、頭脳のリフレッシュと棋力

向上に取り組んでいます。会員の当面の目標は、7月に

開催します囲碁大会での“優勝”です。大会は、今年で

第3回目となり日頃の囲碁道場（社友会室の奥のレク

チャールーム）から会場を外部に移して、7月7日(月)に 

高美が丘コミュニティー会館で開催します。 

 囲碁を始め少し分かるようになった時、日曜日の12時

から12時分30までのNHK Eテレの「囲碁フォーカス」を

ご覧になると楽しく囲碁が覚えられます。更にプロの囲

碁対局に興味のある方は、12時30分ら14時までの

「NHK杯テレビ囲碁トーナメント」をご覧ください。 

NHK杯囲碁トーナメントは、1953年の第1回から数えて

今年で62回と成ります。最初はラジオ放送でしたが、第

10回（1962年）からテレビ放送と成りました。第1回の

優勝者の島村俊廣（当時八段）から、昨年の優勝者の結

城聡九段（5回目の優勝）まで、囲碁界で活躍・貢献さ

れた懐かしいプロ棋士の名前が残されています。 

 さて、本年度の「第3回囲碁大会」は下記の通り開催

されます。(hibiki 70号発行時点では大会は終了。誰が

優勝しているやら…。) 

 

【第3回シャープ社友会 囲碁同好会 囲碁大会】 

開催日・時：平成26年7月7日（月曜日）9時～17時 

場   所：東広島市高屋高美が丘 1・2丁目コミュ 

      ニティー会館 

 囲碁同好会では、月例会常連の8名のメンバーを増や

したいと思っています。hibiki に掲載のこの記事をご

覧になった方で、囲碁を始めてみようと思われる方は是

非一度、第1月曜日の囲碁例会を覗いてみてください。 
 

連 絡 先：囲碁同好会リーダー   杉山 健 

      電  話：082-434-6553 

      携  帯：090-3179-7090 

      E-mail:ken_sugiyama@watch.ocn.ne.jp  

囲 碁 

 平成26年度初回の6月大会は6月13日(金)10時より賀

茂ボールで開催した。 

大会日当日は梅雨の中休みで曇りの合間、青空が顔を出

しむし暑い天候の中大会を開催した。また今大会競技に

社友会より新入会員2名（田岡政行さん・内田義盛さ

ん）が加わり参加者は当同好会大会最多の32名（男性会

員20名、女性会員12名）となった.。また会場の賀茂

ボールレーンの半分をオレンジ色のユニホームで埋め尽

くし、シャープ社友会の元気な勇姿を見せる事と成り、

他の観客を驚かせ大いに盛り上げた競技となった。 

大会競技ルールは3ゲーム（ハンディキャップ含む）

合計得点で競った。 

<成績結果> 

（優勝） 井出 茂氏 656点。 

（準優勝）堀岡 光郎氏633点。 

（第三位）村上 孝一氏617点で優秀な成績を収めた。 

<ハイゲーム賞> 

（男子の部）『川股幸雄氏 235点。』 

（女子の部）『和田清子さん200点。』 

今回ノーミス賞は『川股幸雄氏1本』が達成された。 

あと一歩という方が数名おられましたが、全体で96ゲー

ム中1ゲームのみ、ノーミス賞の結果であった。 

今回のレーンコンディションは難しく苦戦を強いられ

た。 

◆〔上位6位までの成績（3ゲーム合計点HDCP含む）〕 

                                           敬称略  

 1位 井出  茂 656点  2位 堀岡 光郎 633点 

 3位 村上 孝一 617点   4位 出口 昌孝 617点 

 5位 友田 光枝 613点   6位 神崎 保範 607点 

ボウリング 

     囲碁同好会 平成26年4月～6月 例会報告  
                                      杉山 健 

       ボウリング同好会｢平成26年6月大会報告｣  
 

       第63回6月大会は総合優勝・井出 茂氏 女子の部 友田光枝さんが好成績で優勝』  細井 博文 

グラウンドゴルフ同好会は第三工場のグラウンドが使用出来ない為、活動休止が続いています。今秋には、使用開

始出来る様になりそうですので、活動を再開したいと思っています。活動再開時には、朝10時から約2時間、皆がそ

ろって話をしながら、軽く汗をかく程度の動きで体を使い、楽しみたいと考えています。永く活動休止が続いてい

ましたので、活動再開を楽しみに待っています。軽い運動をやりたいと新規参入を考えておられる方は、今しばら

くお待ち願います。 

グラウンドゴルフ           再活動を楽しみに                 水谷 正弘 
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 ものづくり同好会に入会して、３年になりますが、その間いろんな加工技術を習得させて頂きました。 

今回、紹介いたします加工技術は、高級家具等に広く採用されている“包アリ組加工”という組手技法です。 

板と板の接合組手の一つで、先端が広くなる様に台形に加工して組み込む技法で、先端が広がっている分、箱の角

の接合力が強く、又 前から加工溝が見えない為、仕上がりが綺麗な組手です。 
 

 

【アリ組寸法取り】 

  a.アリ組接合寸法は、ビット歯の出し寸法に、テンプレート厚6.5mmを加えた寸法で決める。 

  b.アリ組部の板全長の算出は、L=12.0+(nx25.4)+29.8mm （nは歯数）となります。 

  c. アリ組寸法の詳細は、試し加工を行い接合寸法の微調整を行う事。 

ものづくり 

  1.テンプレート治具    2.トリーマービット     3.ビットを取り付     4.セッティング 

    5.プレートに沿って    6.加工風景           7.前板加工断面      8.側板加工断面 

 9.加工板の全体         10.組み込み圧着     11.米びつ完成        12.アリ組の接合部 

当テニス同好会も設立後1年以上経過し、3月19日に初年度の反省と、

これからの活動方向の審議、これら打合せを親睦ミーティング兼ねて実施

致しました。 

私は昨年4月、結成と同時に入会し、会のモットーである『親睦』『健

康』『体力維持向上』のもと、毎週水曜日に出来る限り参加し、楽しく汗

を流しています。 

 ベテラン先輩諸氏の指導の下、やっとボ

レー・リターン・スマッシュの入口領域に入

り、ほんの少しのラリーが続けられるように

なったと内心喜んでいましたが、非常に残念ながら肘痛を患って一時欠席中なるも、和

やかな練習雰囲気を通じ、早く復帰して一緒にプレイしたい気持ちで一杯です。同好会

に入り、私の目標レベルとしては、フォアハンドやバックハンドで出来る限り失敗をし

ないストロークを行うことですが、現状レベルは未だ遠い道のりの状態です。しかし、焦らずに上昇志向でやって

行こうと思っています。テニスは瞬発力を基本とした割ときついスポーツと思いますが、2時間の練習を終えると心

身共に非常に清々しい達成感が味わえます。これに若干でもスキルが付いて来ると、生涯健康で楽しいテニスライ

フを大いに楽しめると確信しています。是非、見学方々毎週水曜日の練習に気軽に来て頂きたいと思います。 

テニス 

    各自、最良のリターンと、最高のフォームを目指してレベルアップ。 

        包アリ組加工の紹介（米びつ制作）             古賀 誠次郎 

     『スカット』したスポーツライクと体力維持を目指し         亀田 秀昭  

 

 

＊加工治具とセッティン

グから紹介致します。 

＊加工スタート 

（ビットは高速回転して

いるのでトリーマーを

しっか り と握 って 行 う

事）  

＊接合組み込み 

（桐材の為、一度接合

させると取り外せない

ので要注意を） 
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 役員会便り          事務局長 松見 弘  
 

※ 春季親睦日帰り旅行：4月10日（木）実施。 

  参加者47名。 

今回の日帰り旅行は四国地区委員の企画にて実施 

しました。すばらしい企画有難うございました。 

来春は山口地区の企画にて実施を予定しています。         

※ H26年度定期総会：5月23日（金）開催。 

  参加者105名 

H26年度行事計画案、予算案、役員人事案他は 

原案通り承認されました。 

 今回支部役員の交代がありました。 

退任役員（ご苦労様でした） 

：山本支部長（顧問に就任）松岡一則さん／岩垣邦弘

さん／矢野隆志さん／吉久清春さん(顧問退任) 

新任役員（よろしくお願いします） 

：原田告男さん／原田弘さん／下田幹夫さん 

 ／坂本公子さん／高橋京子さん 

東新支部長体制の下、本年度の支部活動に取り組んで 

参りますので宜しくご支援お願い致します。 

※ 秋季親睦旅行は11月18～19日（一泊二日）に九州

（鹿児島、指宿他）を往復共に新幹線利用で予定し

ていますのでご期待ください。 

※ シャープ製品購入実績報告（バイシャープ運動）を

引き続き宜しくお願い致します。 

    （広島支部ホームページより入力出来ます）           

参加者募集期間：8月1日～9月30日。詳細は後日連絡致します。(上記案内を8月から始めます) 

懐かしい方が当番に成っていたら、社友会事務所に行って旧交を温めましょう。 
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広島支部行事予定 2014年7～9月 
 

7月25日 定例役員会 

8月 2日   サマーフェスティバル 

8月22日 定例役員会 

9月26日  定例役員会 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2014年4月1日～6月末までの入会者    敬称略 
 

鈴木 孝
すずき  たかし

   No.6245  通信システム事業本部 資材部 

松本 泰昌
まつもと  やすまさ

    No.6257 D情報家電本部液晶(DS事本) 技術部  

吉川 哲三郎
よしかわ てつさぶろう

 No.2286 （本部より移籍）営業 近畿統括SI隊    

坂田 廣志
さ か た  ひ ろ し

   No.6263 シャープファイナンス㈱ 本社営業部 
 

   広島支部会員数 501名、2014年6末現在 

編集後記 ： 今号から担当が一人に成りました。今までほど密にフォローが出来ませんが、宜しくお願いします。 

また、今号からフルカラーで全員に配布と成ります。ディスプレーで見るのと、また一味違うと思うので、 

お楽しみください。益々、皆様から愛されるhibikiを目指します。                         M.N 

  地 区 会 員 便 り  . 

 

 新関西地区は関西（8名）・中部（1名）・関東（3

名）と人数が少なく、地域が遠隔に離れていることか

ら、集まる機会がありませんでしたが、今回を期に、何

人かが集い「懇談会」を持ってお互いの消息・懇親を目

的に、交流を持つことが出来ました。2013年度の結果以

下のとおりです。 
 

1-関西地区メンバーの会合 

＊日時 2013年7月10日（水曜日） 

＊場所 JR大阪駅 連絡橋口（プラットホーム中央の上) 

＊内容 GHO（グランフロント大阪）の見学と食事懇談  

＊参加 池田・竹中・伊藤・新山・中島の5名が參加 

＊行動 新装なった、グランフロント大坂北館にある 

    テクノプラザを見学。サントリーハウスにて、 

    ランチを取りながら懇談。 

＊結論 教 養
きょうよう

とは＝今日
き ょ う

用
よう

があるの！        （新山さん） 

            教 育
きょういく

とは＝今日
き ょ う

行
いく

くところがあるの！ 

 

2-「町並民家探訪」に参加 

＊日時 2013年10月27日（日）  

＊場所 摂津：平野郷 環濠集落と商家 

＊内容 町並み民家を訪ねて 

＊参加 竹中・中島 2人が參加 

＊行動 平野工場の近くにある古い 

    町並みの残る平野郷の散策、 

       レトロな大正・昭和の保存 

    に熱心な町でした。 

 

3-「兵庫津の探訪」に参加 

 ＊日時 2013年12月05日（木曜日） 

 ＊場所 摂津の国 兵庫津 

 ＊内容 兵庫津の探訪 ＆ 懇談会 

 ＊参加者 池田・竹中・伊藤・中島の4名が參加 

 ＊行動：今回は、平家ゆかり地である神戸周辺を探訪 

          する会に参加させてもらい、兵庫津といわ 

          れる史跡を歩きました。 

          昼から社友会 

          のメンバーだ 

     け別行動とし 

     神戸埠頭にあ 

     るートタワー 

     の回転展望台 

     で、お茶を飲 

     みながら懇談 

     しました。 
 

4-東京地区懇親会の実施 

＊日時 2014年1月27日（月） 

＊場所 新横浜グレイスホテル内 日本料理「ぎん」 

＊参加 小林・江川・北村の3名 

＊内容 関東に移動以来始めての再会になりましたが、 

    久し振りに会って懐かしい昔話（会社での 

       出来事や個人の話等）に花が咲き、当時を 

       思い出しながら時間の経つのも忘れ話こみ 

       ました。  

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

              以上 

2013年度新関西地区報告              

                                     新関西地区委員長 中島 一 

 

 


