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実りの秋  尾道市              谷水 毅 さん撮影 

 

 今年の定期総会で副支部長に任命されました

渡邊です。これからも東支部長を始め役員の

皆様と共に社友会を盛り上げていく努力をし

たいと思いますので、会員の皆様もご協力よ

ろしくお願い致します。 

 定年前は早く定年が来ないかな！と心待ち

にしていました。しかし現在の心境は歳は取

りたくない、時よ止まれ、もっともっと若く

なりたい。殆どの社友会の会員の方はそう

思っている事だと思います。仕事も無く時間はいくらで

もあるので、社友会のパソコン、釣り、ゴルフ、あるこ

う会そして山歩会と複数の同好会へ入会し、それぞれの

行事に参加させて頂いています。特に山登りが好きで同

好会とは別に地域の山の会に入り活動もしています。月

1回は中四国地方の山を訪ね、4月～10月ごろまでは全

国へ遠征登山をしてます。会の中で深田久弥の百名山を

完登した人、もうすぐ達成する人が数名いらっしゃいま

す。その人たちの話を聞く度にすごいな！と思います。

小生はまだ40座しか完登していません。山登りの楽しみ

は頂上に立った時の感動、素晴らしい景色、高山植物の

楽しみ、そして人との出逢いです。今年の遠征登山は由

布岳、英彦山と蓼科山、霧ヶ峰の車山、美ヶ原高原と例

年より少ない山行でした。昨年一番印象に残った遠征登

山は北アルプスの表銀座を歩いた事です。中房温泉から

出発し、燕岳、大天井岳、そして東鎌尾根から槍ヶ岳山

頂へ、ここでは初めてブロッケン現象を見、感動しまし

た。槍ヶ岳から南岳へは好天の3,000mの天空の散歩で

した。周りの山々が手に取るように見えとても気持ちが

いい歩きでした。最終的には槍平小屋から新穂高温泉へ

でて帰りました。槍平小屋では夜、大雨が降り新穂高温

泉までは多くの沢があり、増水で渡れず6時間ほど足止

めをくらいました。今年も同じコースで同じように増水

し、2人流される悲しい事故がありました。どのような

小さな山でも油断すれば事故が起こります。これからも

最善の注意を念頭に山登りを続けて行きたいです。  
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   新任の挨拶と私の趣味                                               副支部長 渡邊 大輔  

主 要 記 事 



開催日時 ：8月2日（土） 16時～20時30分 

開催場所 ：第3工場グランド       

社友会出店：屋台「ドリンク＆野菜」の特売コーナー 

特売品  ：ドリンク        1本    100円 

                野菜       1皿      100円 

                      野ボタン鉢植え  1鉢    200円 

 2 0 1 4 年   サマーフェスティバル開催報告 

 

生憎台風12号の影響ですっきりしない天候ではあっ

たが、日頃ご支援していただいている地域の皆様に感謝

の意を込めて、盛大にフェスティバルが開催されまし

た。社友会／紅葉会も例年通り新鮮野菜と各種飲料水の

販売を実施しました。13時に役員一同グランドに集合

し、看板設置に始まり、野菜の盛り付け、飲料水の冷や

し等準備作業を行い、16時からの開始を待った。 

開催されると野菜販売は大盛況で１時間半後には完売と

成った。今回は野菜以外に鉢植え花 / さつきも提供して

いただき、完売しました。飲料水は残念ながら、他屋台

との競合、すっきりしない天候もあり完売は出来なかっ

たが、赤字決算とならず一応の成果は出せました。 

 花火打ち上げの時間帯は生憎の雨と成り、後片付けも

雨の中行いましたが、役員一同協力のもと2014年サマー

フェスティバルは無事終了することが出来ました。 
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広島支部ホームページの“行事・サマーフェスティバルページ”に、多くの写真とムービーを記載していますので

ご覧ください。 

社友会・紅葉会屋台の前で記念撮影 

会場でのスナップショット 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■8月2日「ゆうゆう会バーベキュー大会」開催：廿日市

アルカディアビレッジへ地元在住会員12名参加。全員

協力して食材の準備に苦

戦しながら、和気藹々に

歓談、交杯。近況や四方

山話等大いに盛り上が

り、温泉入浴、親睦旧交

を深めました。 

■9月16日「第4回ゆうゆう会世話人会」：ホテルJALシ

ティ広島で開催。「第11回ゆうゆう会総会懇親会(ラ

ンチクルーズ)」の案内状・返信ハガキの最終確定。

本番迄の諸準備スケジュール及び役割分担の確認。開

催日イベント企画等審議。 

■9月19日「案内状送付準備」：廿日市市活動センター

へ、関係世話人6名参集。非メール会員宛て第11回開

催の案内状作成。サクラピア休憩コーナーにて「作成

案内状と関連パンフ」封入。宛名シール/差出人シー

ル貼付作業後、郵送送付手配実施。同時にメール会員

宛て「第11回ゆうゆう会総会懇親会」開催のご案内

メール(BCC)送付(参加〆切10/15日)予定です。 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■9月11,12日第7回社友会山陰地区懇親会を隠岐島前に

て開催。第1日目昼、別府港に到着。観光組と釣り組

に別れ観光組はジャンボタクシーで西ノ島町を観光。

特に摩天崖(海抜257m)から海抜0mを経て赤尾展望所

(海抜50m)徒歩30分の景観は最高で、放牧されている

牛馬の様子も絵になり、由良比女神社に参拝。毎年イ

カの大群が浜に打ちあがり、漁業権が無くてもイカを

拾えるお話に一喜一憂し、夕方釣り組の帰りを待つ間

ホテル前の波止で釣り。 

 第2日目。全員でAM5:30

起床ホテル前で釣り。朝

食後遊覧船をチャーター

約2時間国賀海岸を遊覧。

次々と目前にせまる奇岩

怪石と(波による浸食と火山活動による)、光と海の深

さに変わる藍、青、緑色の海。隠岐世界ジオパークを

堪能し、帰途のフェリー出発の待ち時間波止での釣り

は入れ食い状態。隠岐旅行に大満足。幹事の大谷さ

ん、原さん、陰山さん、門脇さんに感謝。来年の次回

開催、再会を約してPM6:00散会いたしました。(参加

者11名) 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■第31回SH-Gゴルフコンペ実施の案内 

 ・日 時・・・・9月17日(水)9時 INスタート 

 ・場 所・・・・岡山御津カントリークラブ 

 参加メンバーは、薄曇りの

清々しい天候の中、3ヶ月ぶ

りのゴルフコンペを、秋色

のフェアウェイ、グリーン

で和気あいあい真剣プレー

を交え、全員参加賞で楽しく終了しました。また、年末

恒例の、2014年岡山シャープOB忘年会(12月7日)の

再会予告案内で散会しました。 

■岡山地区社友会メンバーで、福田健さんが早島町議選

で見事連続４選のビッグニュースが、9月1日に届きま

した。早島町議会議長歴任と、地元団地中心の地盤票

と活動実績が4選に結びついたものとおもわれます。 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

■特に支部活動はありません。今年度終わりにみんなで

集まろうと企画中です。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■7月度定例コンペの結果。7月22日夏真っ盛りの暑い中

でしたが、5組18名で屋島カントリークラブにて実

施。優勝は、三原英行さん(社友会)でした。 

■SP懇親コンペの結果報告。8月12日、タカガワ新琴南

ゴルフ倶楽部にて4組12名で実施。優勝は井上洋征さ

ん(OB会員)でした。夜は懇親会を実施し、今秋実施

のOB会の運営についても意見交換を行いました。 

■8月度定例コンペの結果。8月22日に実施しましたが、

午後のスタート前から雷雨が激しく中止。 

■「第5回愛媛シャープ時代の仲間の集い」 

 開催日時：2014年6月24日、12：00～15：00   

開催場所：道後温泉ホテル宝荘、参加人員：23名 

(内訳；男性＝18名、女性＝5名) 

内容：(旧)愛媛シャープ電機在籍者で、2～3年程度の

間隔で実施しています。 

今回は、3年振りの開催とな

り冒頭幹事の上松敦さんか

ら歓迎挨拶を行い、次いで

村上靖雄さんの開催挨拶に

より開宴となりました。前

回開催から3年ぶりの開催で有った為、3年間の各自の

出来事・健康の事・最近のシャープの事等話題満載

で、しゃべりやら飲食やら口と手が休む間もなく再会

を喜び時間の過ぎるのも忘れる状態でした。宴が進む

につれ数十年前にタイムスリップし、当時の苦労話や

ら失敗談、当時の呼称等が飛び交い和気藹々の中、楽

しい時を過ごすことが出来ました。次回は2年後の開

催にお互いが健康で集える事を約して散会しました。 
 

〔福山地区〕                        星野  高範 

■7月22日 福山地区納涼会(ビヤガーデン)を実施。福

山駅近傍のビヤガーデンにて納涼会を行いました。残

念ながら参加者5名と少なく、もう少し集まれるよう

に工夫をしなければと考えています。 

■8月5日 SFOBP山歩きの会の行事として「青春18

きっぷで行くローカル線の旅(3回目)」を参加者3名で

行いました。16ページの「福山地区だより」をご覧く

ださい。津山のかの有名な「ホルモンうどん」も堪能

した次第です。来年は四国高知を目指します。一日で

どれだけ遠くまで行けるかプランをするのも楽しみ。 

■次の行事予定は、9月29,30日「秋のゴルフを楽しむ

会」。例年通り、美作の作州武蔵GCで一泊2日のゴル

フの会、年末忘年会を予定しています。 
 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

■特に報告事項はありません。秋に関西地区で集まる計

画です。 

 

地区役員報告      企画担当幹事 金國 信太郎 
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 奇岩・巨岩で有名な府中市斗升町の岳山(だけやま)と

前岳の周回コース登山として初参加3名を迎え男性11

名、女性5名計16名にて9月1日(月)開催。 

7時30分シャープ第三工場を

出発し岳山を目指す。9時過ぎ

に到着。登山口で恒例の準備体

操を行い、前岳から岳山への周

回コースの登山を9時30分に開

始。途中、岩の先まで行くと足

がすくんでしまうような八畳岩

から素晴らしい風景を眺め、記

念撮影。 

 急な坂を、ロープを頼

りに登っていく場所や、

岩の間を抜けて10時30分

に前岳山頂に到着。これ

が山頂かと思えるような

前岳山頂の標識前で記念

撮影。 

ここから、いよいよ

岳山を目指す。 

 なだらかな稜線を30分、

や っ と 岳 山 山 頂 ( 標 高 ：

738.6m)に到着。待望の昼食。

昼食後、12時に下山を開始。 

下山の途中、ぬすっと

岩(※)を目指す。が、

中々見つからない。急

な坂を下 りやっと到

着。苦労して見に来た

甲斐のある大きな岩が

重なりあって中々見ご

たえのあ る岩であっ

た。岩の奥から蝙蝠が

出迎え。 

 ぬすっと岩を見て一路麓をめ

ざす。途中ロープを頼りに急勾

配を降りる。何とか全員落伍者

も無く12時30分麓に到着。今

回のコースは、急な登り、急な

下りと足腰に来るようなコース

であった。しかし、山麓には、

数々の奇岩・巨岩(はさん箱

岩・ぬすっと岩・国引岩・烏帽子岩等)があり目を楽し

ませてくれた登山であった。この様な喜びが登山の魅力

である。皆様の参加を待っています。 
 

※ぬすっと岩（盗人岩）縦6m横4mも有る巨岩を屋根に

した岩屋が有り、ここには多くの入口が有ります。中は

部屋に成っており、昔山賊のたぐいがここを拠点にして

悪事を働いたと伝えられて居ます。後に此処を発掘した

人も有ったが何も出なかったと伝えられております。こ

の岩の下側の道は、昔人々が集落を往来する道で有り、

こうした伝説も生まれました。 

現在は蝙蝠の住家に成っている様です。 

  奇岩・巨岩を望み見る                        小森山 光朗  山歩会 

登り坂 

下がり坂 

岩場登り 

八畳岩での記念撮影 

ぬすっと岩 

ぬすっと岩での記念撮影 

はさん箱岩 国引岩 

 

 

岳山山頂での記念撮影 

 

 

 

山歩会活動計画 
 2014年度のこれからの活動計画です。 

 入会申し込みを受け付けています。 

 (詳しくは社友会広島支部のホームページをご覧ください。) 

例

会 
年月日 企画担当 行先 登頂山 海抜m 備考 

41 14/10/27(月）  菊池 山県郡豊平町  龍頭山 928.4 大観峰の独立峰  歩行距離約６ｋｍ 

42 15/02/23(月）  山根 岩崎 広島県佐伯区  極楽寺山 693 広島湾一望  歩行距離約10ｋｍ 
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ゴルフ 

第172回社友会ゴルフコンペ 

（白竜湖カントリークラブ、7月15日） 

夏、比較的涼しい白竜湖で開催いたしました。台風8号

の通過が心配されましたが、当日は暑くもなく、グリー

ンも適度に湿りがあり、比較的良いコンディションで

ラッキーでした。 

優勝 奥村恭三さん 

ここ数年卓球を始めたことで、ゴルフの練

習を全然してなく又、久し振りの参加で不

安と緊張のスタートでしたが、メンバーの

和やかな雰囲気のなかリッラックスして

ゲームが出来、ハンディキャプ効果で優勝

出来、非常にラッキーな一日でした。 

準優勝 松本邦彦さん 

台風8号の後で天候に恵まれグロス80で準

優勝、メンバーに感謝しています。課題は

100Y以内からのアプローチショットと

パットです。年間チャンピオンに挑戦しま

す。 

第3位 黒田 隆さん 

100も切れていないのに、一緒に回らせて

頂いた皆さんとハンディキャップのお蔭で

3位入賞させて頂き、本人が一番驚いてい

ます。何とか早く100が切れるように、出

来るだけ近くにある打ちっ放しに行って練

習をしたいと思います。 

 

第173回社友会ゴルフコンペ 

（白竜湖カントリークラブ、8月22日） 

8月6日大雨注意報が出て、がけ崩れ等、往復の移動も心

配されましたので、早朝、事前に中止連絡をし22日に順

延しました。今後も、明らかに開催が無理な時は、遅く

とも2時間前には事前連絡いたします。22日は朝、八本

松、西条では落雷を伴う強い雨が降り、又中止かと心配

されましたが、ゴルフ場は降っていないとのことで、現

地集合としました。数人の欠席者がありましたが、集合

者は全員プレーを楽しみました。午前中は小雨もありま

したが、昼から曇りのち晴れで、案外に良いコンディ

ションでした。 

優勝 沖田憲三さん 

社友会のコンペに参加して7年と8ヶ月で初

優勝。勝因は練習量を控えめにした事、本

番で実力が発揮出来ました。今後も体力に

応じた練習を行い、優勝を目指して頑張っ

て行きたいと思います。 

準優勝 田畑寛典さん 

初めての準優勝となりました。今回は、あ

いにくの天気となりましたが、スムーズな

進行具合と、パートナーに引っ張って頂き

良いリズムでラウンド出来たことでベター

なスコアーがでました。感謝、感謝です。 

第3位 矢野隆志さん 

残念ながら、年間チャンピオン戦出場資格

がある準優勝には届かない3位でした。今

年は5月にも3位となっており、このまま賞

金稼ぎに徹しようかという思いと、早く権

利確定したいという思いが入り混じった複雑な心境で

す。後から思えば“あの一打が無ければ・・・”と言うこ

となのですが、そこがわたしの実力でしょうか。 

 

第174回社友会ゴルフコンペ 

（安芸カントリークラブ、9月11日） 

待ちに待った、秋晴れです。晴れると幹事の気持ちもウ

キウキですよ。ベストコンディションの中、皆さんの成

績はいかがだったでしょう・・・。最近、高ハンディの

方の頑張りが目立っています。 

優勝 吉久清春さん 

優勝できたのはハンディキャップのお陰で

す。八月の盆休みに息子達を集め東広島カ

ントリーに行き事前トレーニングをしまし

た。今月は病み上がりの身であるため焦ら

ず、力まず、正確を重点目標にスコアを整

えるようにしました。この日はパターも正確に決まりま

したし。ショートではニヤピン賞、バーディー獲得、お

かげで優勝出来ました。次回には何とか100を切る努力

をしたい。 

準優勝 山田晃平さん 

久々の入賞です。良きパートナーに助けら

れ入賞する事が出来ました。今回からアイ

アンをスチールシャフトに全て入れ替え、

方向性が少し良くなった気がします。距離

感がまだ掴めません。今後も親睦と健康維

持を目的に続けて行きたいと思っています。有難うござ

いました。 

第3位 矢野隆志さん 

8月に引き続き今年3回目の3位入賞という

好成績となりました。またここ1年以上、

前田先輩とともに、松見・藤原先生に心身

ともに鍛えられたものが目覚めようとして

いる感触があります。今年中の後3回のコ

ンペで、年間チャンピオン戦の資格を取り、来年には結

果を出したいと思っています。 

 

＜年間チャンピオン(グランドチャンピオン)＞ 

その年3月～12月の月例コンペ優勝者・準優勝者による

翌年3月、 年度月例最終戦にて月例賞に加えて年間決戦

を楽しめるよう平成15年度(2003)より追加したもの。 

 過去5年のグランドチャンピオン 

 グランドチャンピオン 2009年度  嵐 定明 

 グランドチャンピオン 2010年度  杉山 健 

 グランドチャンピオン 2011年度  高見 修身 

 グランドチャンピオン 2012年度  藤原 克美 

 グランドチャンピオン 2013年度  松見 弘 

           悪天候が続いたが、9月の大会では秋晴れに                        末沢 公彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今年1月に会社生活にピリオドを打ち、気ままな生活

へと転じることとなりました。 

時間の余裕ができると、今まで溜め込んでいた写真な

ど、思い出を辿りながらファイルなどに整理したりし

て、それなりに楽しく満足した日々を過ごすことができ

たが、一段落すると手持ち無沙汰となり、何かをしたい

欲求が日一日と強くなってきた。さて何をするか？これ

といった趣味も持たない自分に何が合うかを思い悩みは

じめたところ、あることを思い出したのです。 

 12年前の冬、気の合う仲間らと忘年会をやり、機嫌よ

く家へ戻ったのですが、酔いのせいもあり、つい暖房器

の前でうたた寝をしてしまい目

が覚めると大変！左足ふくらは

ぎに大火傷を負ってしまったの

です。 

結果、20数針を縫う手術に3週

間も入院することになってし

まったが、その折娘夫婦から見

舞いにもらったものが絵手紙

セットでした。この間1枚も描け

なかった絵手紙に挑戦しようと

考え、同好会に参加申し込みを

したのが、ことの次第です。 

 初めのうちは簡単に描けるものと高を括っていました

が、いざ描き始めると何か足りないものを感じ、いろい

ろ試行錯誤をするうちに表現が全体に薄っぺらいことに

気がつき、これが納得できていませんでした。 

これでは他人に差し上げても思いが伝わる筈がないと考

え、素直な中にも「感謝」「感動」が伝わる作品づくり

に取り組んでいこうと改めて勉強をはじめたのです。 

子供の頃から絵は好きでしたが、社会人になると共に

時間に追われ、何も出来ませんでした。今回改めて「絵

手紙」と云う没頭できる趣味に挑戦しはじめた自分に充

実感を覚えています。 

ところで身内のことですが、8月20日の広島土砂災害

では息子夫婦の住む地域も避難勧告を受けていました。

息子はタイミング悪く仕事の出張で留守であり、嫁は不

安を募らせていました。それが心配であったため、駆け

つけましたが、幸い何事もなく無事でありました。近く

に住む友人の隣人が土砂に流され亡くなったと云う。身

近に生命の危険があることを思うと慄然としました。 

東広島でも何が起こるかわからない訳ですが、日頃の備

えを怠ってはならないと強く感じるできごとでありまし

た。 

絵手紙 

(6) 

      絵手紙へのいざない                                         鈴木 孝 

 

 

 「パコーン」「グシャ」毎週水曜日に東広島運動公園

テニスコートに響き渡る清々しい音と、にぶい音が入り

混じって聞こえてくる。 

テニス同好会に入会して早1年半。少しはボールに当た

るようになってきた。はじめは、まず、ラケットの持ち

方から基本を習いながら、中々そのようには身体が動か

ない。頭では理解している

が、身体が付いてこない。い

つまでたっても「グシャ」ば

かりである。たまに良い球を

返すと気分が爽快になる。 

テニスの良い所は、前後左右

の機敏な動作が要求されるから、身体の隅々まで動くよ

うな気がする所です。しかし、ついつい調子に乗り無理

をしてしまう欠点もある。そこの加減が難しい。 

最近は、テニスを習っているのか、皆さんとの和気あ

いあいの会話を楽しみにしているのか、たぶん両方であ

ろう。汗も良くでて嫌な気分がどこかに飛んでいく。 

早く「パコーン」と爽快な音

が出るようになることを目標

に、また、体力維持の為に今

日もグランドを所狭しとボー

ルを追いかけている。 

テニス      『スカット』したスポーツライフと体力維持を目指し         小森山 光朗 
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 今年の夏は異常気候の影響で、予定していた撮影会も延期や中止で大変な

季節でした。特に花火大会は、予定していた宮島と岩国錦帯橋は延期にな

り、土師ダムの花火大会に至っては広島市の土砂災害の影響で中止になった

りしました。そんな中で参加者は当初計画よりも減りましたが、今年も2日

遅れの宮島花火大会に出掛けました。今年8月の広島は殆ど毎日の様に雨が

降り、終日晴れた日は3～4日だったと思いますが、大会当日は晴れてくれま

した。ところで、これからの季節は紅葉を求めて野に山に行楽されると思い

ますが、少し心配なことが起こっております。異常気象の影響か、奈良県生

駒市や大阪府岸和田市の山中で、猛毒の「カエンダケ」の発生が報じられて

おり、我々の身近な山々でも発生しているかも知れません。このキノコは食

すると死に至り、触っただけで手は赤く腫れ上がり、時にはただれる事もあ

る怖いキノコです。山に入られる場合は次の事に十分注意して、事故のない

山歩き・紅葉観察等を楽しんでください。 
 

「カエンダケ」＊写真参照 初夏から秋にかけ、広葉樹（ミズナラ・コナラ他）の

立ち枯れ木（ナラ枯れと言われる）の根際や、なかば地中に埋もれた倒木などから

発生する。「ナラ枯れ」とは、ミズナラ・コナラ・シイ・カシなどのブナ科樹木

（どんぐりの木）が枯れる森林被害です。枯れる原因は、病原菌の蔓延によるもの

であり、その病原菌を媒介する昆虫によって次々と伝播し樹木を枯らして行きま

す。この病原菌を媒介しているのが「カシノナガキクイムシ」と言う虫です。  

 

 

さる9月10日～21日までの期間、東広

島市に拠点を置く8つの写真クラブが

集まって開催致しました。期間中、

社友会及び紅葉会の方々に多数ご来

館頂きましたこと、紙面をお借りし

て御礼申し上げます。 

期間中の来館者総数：643名 

尚、来年は25周年を迎え記念写真展

の開催を計画致して居ります。 

期待してお待ちください。  

写そう会       今年は異常気候が続いています・・・             中西 康憲 

2014  宮島の花火大会 

 

火焔茸（カエンダケ） 

東広島合同写真展ご観覧御礼 

 

シャープ写そう会展示コーナー  写真展オープニング記念写真   

 

 夏に入る。今からは日が長くなり練習会場への行き帰

りが楽になる。会場内は冷房設備があり涼しいが、練習

になると汗が友達だ。私たちの前の教室の人は個人レッ

スンが主で、種目ごとに先生が個別に指導し、厳しく姿

勢、組み方足運び等素晴らしい。練習前に少し見るのが

楽しみで参考にしたいが、練習会場には入ることが出来

ず窓越しでは無理だ。 

 七月に入り、練習内容は変わらないが、チャチャを基

本から重点に先生が指導をされる。足の運びが個々で少

し異なり、基本が出来ていないのが良くわかる。思いを

込めて練習するが、直ぐには上達はしない。ブルース、

ジルバは練習量も多く、他のパーティーに行ってもつい

て踊れる。ワルツはもう少し練習が必要だ。 

 八月に入り連日の雨だが、盆だけ休み、後は毎週練習

した。先生が足の故障でステップの時苦労されている。

気の毒だが先生にしか習うことはできず有りがたいこと

である。 

 九月は、組み方、顔の向きを指導された。何度も言わ

れることだが、身に入っていない。予備足、スエー、目

線等指摘される。先生はあまり厳しい指摘等されないが

踊る時注意する。ダンスの時は、鏡を見ながら姿勢に気

を付け、ホール全体を歩行するので健康には良い。 

 練習が終わると山根さんは

いつも飴玉を皆さんに配って

くださる。口の中に入れる

と、疲れが甘さで吹き飛ぶ。 

ダンススポーツ           10周年記念大会その後  
                                     新林 達人             

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/åº�è��æ¨¹


韓国岳山頂 
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7月19日のあるこう会第330回例会をまとめると表題

になる。参加者43名（男性24名・女性19名）での有意

義な行事だった。ウォーキング班と準備班に分かれての

毎年7月恒例の例会である。 

 
 

準備班(13名)は、9時、車に分乗して梅田工房に集合。

手分けして手際よく調理や会場準備。元気な女性の声が

静かな山中に響く。 

ウ ォ ー キ ン グ 班（30名）

は、9時40分、西高屋駅に集

合。マックスバリュー、高

美が丘団地経由、高屋堀西

谷地区の「仙石庭園」に着

き大休憩。 

 

 

待機していた特別参加古賀さ

んのラジコンヘリコプター空

撮の歓迎を受けた。蒸し暑さ

にへとへとになりながらも、

全員が6kmのコースを完歩

し、12時前、準備班の声援に

迎えられゴールイン。 

 揃ったところで早速昼食会スタート

の乾杯。ビールがうまい、そうめん流

しがうまい。バーベキュー、カレーラ

イス、燻製、スイカ、アイスクリー

ム、お茶、全部うまい。 
 

 

空撮のとても鮮明な動画を鑑

賞し、感動。最後に、企画担

当者による健康訴求の「熟成

黒にんにく」の説明と試食に

傾注し、14時過ぎに一本締

め。 

みんなで後片付

けをした後、だ

るい体にムチ

打っての西高屋

駅までの復路

ウォーキング4km。体力限界

の人は、車に分乗しての復路

となった。 

暑い・・暑い・・を連発しな

がらの“納涼”例会だった。 

あるこう会          ヘリとウォーク空撮を楽しむ！黒ニンニク食べてスタミナウォーク！   

                                             梅田 正明  

梅田工房で記念写真 

仙水庭園でヘリと一緒に記念写真 

高見が丘団地をウォーク 

古賀さんとヘリコプター 

そうめん流しを食べて 

美味しい料理を食べる 

ヘリコプター 

黒ニンニク 

 

 

 東広島神社めぐり八本松・原コース 
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3回に分かて実施しています。 

既に2回は実施済みですが、最終回は11月1日に八本松・原コースを実施します。 

ウォーキングに相応しい季節ですので多くの参加をお願い致します。 
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『第64回9月大会は総合優勝・新垣敏雄氏 女子の部 三

間裕子さんが好成績で優勝』 

26年度9月大会は9月12日(金)10時より賀茂ボールで開

催しました。9月に入り蒸し暑かった長雨もようやく終

わりとなり、朝夕涼しさ感じられ秋らしい気候になりつ

つ期待する日々の当日の大会を迎えた。参加者は30名

(男性会員19名、女性会員11名)で細井リーダーの力強い

挨拶、小森山サブリ－ダーの準備体操で幕を開けた。本

日の大会参加メンバーの雰囲気が過去の雰囲気と何か違

う空気を感じられ中堅会員が好成績を収めた。 

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。 

成績結果は 

(優勝)  新垣 敏雄氏670点。 

(準優勝)神崎 保範氏621点。 

(第三位)三間 裕子さん619点で優秀な成績を収めた。

ハイゲーム賞は 

(男子の部) 神崎保範氏237点。 

(女子の部) 三間裕子さん197点。 

今回ノーミス賞は過去最高の5人が達成した。競技開催

まえのピリピリ空気はこの気合とやっと悟った。 

達成者は 神崎保範氏・川股幸雄氏・井出茂氏 

     堀岡光郎氏・牛田晴雄氏 

次回も頑張ろう。 

〔上位6位までの成績(3ゲーム合計点HDCP含む)〕 

敬称略  

1位 新垣 敏雄 670点 

2位 神崎 保範 621点 

3位 三間 裕子 619点 

4位 和田 清子 617点 

5位 村上 孝一 616点 

6位 梅田 啓二 610点 

ボウリング        ボウリング同好会 ｢26年9月大会報告｣                              細井 博文 

 

 ものづくり同好会は木工製品を中心に手作りを楽しむ

集まりである。入会して4年目となるが、その間物置

棚・TV台・机の下の足置き・水彩画用の額縁・和額・

硯箱・蕎麦打ち道具類等作った。振り返ってみると我な

がらよくやっているではないか。大方趣味関連のものが

多い。中でも蕎麦打ち用道具は蕎麦船・麺台・道具入れ

箱・麺棒立てなど5～6点作った。 

 なにを作るかを決めると設計から着手する。「設計」

などと云えば聞こえは良いが構想や概略寸法をメモ用紙

に書くような簡単なものだ。メンバーの中にはCADソフ

トを使って図面に仕上げてくる人もいるが、小生にはそ

れができない。 

 最初は面と面を突き合わせるような簡単なものから、

段々と強度・耐久性・仕上がりなどを考慮するように 

なり複雑なものになってゆく。DIYの歴史の中でも1番の

潮流は「釘留めからネジ留めへの変化」だと云う。鋸や

トンカチから電動鋸や電動ドライバー(ドリル・インパ

クト)に変わった。同好会でもほとんど使わない。電動

工具が価格的にも購入し易くなり、やり直しや少しの力

で強力な接合が出来るなど加工の仕上がりや精度・効率

も飛躍的に良くなったからだ。 

・・・と云っても良いものが必ず出来るものではない。

便利な機械があっても使うのは腕のいい人ばかりではな

い。器用さや勘の悪い人はそれなりのものしかできない

し、同じようにやってプロが作ったのかと思えるような

ものも多い。観察するところ技術職を経験した人は良い

ものを作るようだ。緻密さや3次元や空間想像力が優れ

ているような気がするからだろうか。 

それに比べると小生のはいつも“あーあー”“やれや

れ！”が多い。左右の寸法が違ったり、切ってはいけな

いところを切ったり、失敗は相変わらずである。幸い技

術系出身が周りに多く、カバー策や対応法の相談には事

欠かないことは有難い。 

今は蕎麦打ち用の机を作っている。一応の完成をみた

が、どうも脚の部分が弱いので作り直しをしている。 

頑丈なものにしたい。

出来映えや使い勝手が

もう一つと云うものは

どんどんモディファイ

や手を加える。それが

自前作品のいいところ

だろう。 

ことほど左様にどこ

まで行っても上手く作

れないが、作ったもの

はそれなりに便利さが

あったり、結構重宝し

ているのである。もう

少し作り続けてみた

い。  

ものづくり         ものづくり雑感                      丸山 紀夫  

蕎麦打ち用机 

 

道具入れ箱 
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 アマチュア無線フェスティバル参加報告             吉房 幸治  アマチュア無線 

・HAM FAIR(通称KANHAM2014)7月19日(土)見学と 

 昼食交流会参加 

関西池田市(吉房、濱川2名参加)大阪メンバーと昼食交

流会実施。無線NETでの毎週交信仲間と対面出来てHOT

な話題を歓談しました。 

・日本最大の無線イベント「アマチュア無線フェスティ 

 バルハムフェア2014」有明の東京ビッグサイト8月 

 23日(土)～24日(日)の2日間。 

広島から1名参加。コンテスト参加促進の為、全社無線

メンバーで取り組むこと等協議、毎年上位に躍進を誓い

ました。未だ無線人口は健在で当日は全国から、のべ

34,000名の来場者。出展団体は220(ビジネス：34、ク

ラブ：72、クラブ一般：114)のさまざまな展示や催事の

見学、掘り出し物探索やお買い物に満喫しました。特に

円安傾向から海外からの連盟や企業等の出展が多くみら

れました。ランチ交流会参加メンバー(敬称略)総勢16

名。栃木、東京、大阪、広島から懐かしい名前も。過去

最高の参加人員で昼食をとりながら交流し、お互いの情

報交換等で親睦をはかりました。 

JA3AER 荒川、JA3CES 前田、JA3IBU 逵、JA3KVT 銭

谷、JF3EPU 中川、JO3QVT 藤林、JQ3IEM 廣田、 

JE1NJC 平山、7N2TCF 寺尾、JH1LRO 岡部、7K2PZG 

出野、JR4PMW/1 河野、JA４DPL 吉房、JO3GBD 金

山、JP3WSW 赤川、JA6KNU/1 板垣。 

アマチュア無線は、自宅

からの電波が、数千から

1万数千キロの距離を超

え海外に届き、電波が人

と人の新しい出会いをつくります。仲間同士や、世界中

の無線愛好家と多くの言語で話ができる素晴らしい趣味

です。又災害時の非常通信等の社会奉仕にも役立ちま

す。 

自己挑戦の為 国内、

海外のメジャーなコン

テストに参加、シャー

プハムクラブとして毎

年上位めざし(最高全国

6位まで)躍進中です。 

JAR主催6大コンテスト

の登録クラブ対抗年間

総合順位成績は毎年少

しずつですが上位に！ 

 アマチュア無線のコンテストは24又は48時間内にど

れだけ多くの局数ｘ国、地域数ｘ周波数帯と交信できる

か得点を競う競技です。(例1,000局ｘ120か国ｘ4周波帯

＝48万点)会員相互の技術向上と親睦を図るため定期的

に無線交信や交流会を開催しています。 

        年度           2013年 2012年 2011年 2010年  

専門クラブ順位(パナ他大手企業等参加)     8位   6位   9位  10位 

全クラブ順位(大学、コンテストクラブ等含む)  27位   30位  32位  48位  

 
 囲碁同好会では、毎月一回「月例会」を開催し趣味の

囲碁を楽しみながら棋力の向上に努めています。3年前

に、日頃の成果を確かめ合う「囲碁大会」の開催を望む

声があり、平成24年の7月例会の日に「第1回囲碁大会」

を開催しました。「月例会」は、社友会室奥のレク

チャールームを会場とし

て い ま す が、「囲 碁 大

会」は気分を一新し外部

に会場を借りて開催して

います。 

今年は第3回目の大会と成

り、7月7日（月）に 高 屋

町の高美が丘のコミュニ

ティー会館に場所を移して開催しました。参加者は7名

でしたが、総当り制で対局し、各自6局を朝9時から夕方

5時まで疲れを忘れて熱戦を展開しました。栄えある優

勝は、6戦全勝の相馬實さんが手にし、4勝2敗の鈴木弘

幸さんが準優勝、同じ4勝2敗ながら鈴木さんに敗れた由

井善明さんが第3位と成りました。 

 囲碁は、碁盤の縦・横19路の交点に黒石と白石を交互

に置いて行き、お互いの碁石で囲いあった陣地の広さを

競い合う競技です。当然、既に置かれた石の上には石を

重ねて置くことは出来ません。19路の交点＜19×19＝

361点＞の空いて居る場所であれば、碁石を置くことは

自由です。この時、お互いの碁石を置く（囲碁では打つ

と云います）順序（手順と云います）の組合せの数は、

“銀河系に小石を詰め込む数ほどの組合せが有る”と云

われています。これまで多くの棋士が対局していますが

同じ対局結果が無

いのはそのためで

す。相手の打ち方

を研究し、自分の

碁石で如何に上手

に陣地を囲うかが

囲碁の腕前で、こ

れの上達に見向け

て勉強し努力して

います。 

囲 碁      囲碁同好会 平成26年7月～9月 例会報告               杉山 健 
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平成あそび隊は、4月23日(水)にバスツァーで山口県

の俵山温泉・角島大橋・角島に行きました。西条を定刻

8:20に出発。西条ICより山陽道を西に俵山を目指す。宮

島PA・美東PAで休憩。美祢ICで降り一般道で着いたの

は、俵山「しゃくなげ園」。ここは、個人の山に「しゃ

くなげ」を植え付け一般に開放しています。山と言って

もなだらかな丘です。そこに白・赤・等の「しゃくな

げ」が咲き誇っていて、近隣の見物客で賑わっていまし

た。山の中腹にテントの売店・休憩所があります。 

山の頂上に行

けば、山裾の

花が良く見え

るとの触れ込

みに、頂上を

目指す人の列

は続きます。                   

ここに居ない

人は、休憩所

のテントで休

憩中です。        

俵山温泉に 

「しゃくなげ園」のあと俵山温泉に移動しました。約10

分ほどで到着。ここの白猿の湯と言う所で約2時間の滞

在、昼食と温泉を楽しみました。源泉かけ流しは本物の

温泉、身体が「スベスベ」になりました。西条を出て約

4時間余りバスに揺られた疲れが、この温泉でスッキリ

しました。 

角島に 

俵山温泉をあとに、角島

に向かいます。道路は一

般道で約1時間。角島大

橋が見えた時の感激は、

ペンで表せません。宣伝

通りの美しい一直線。振

動も無く渡り角島に。一

番に目に付く角島灯台は

時間の関係で見学出来な

かった。至極残念。お土産買いに夢中で、記念写真に入

らない人が居ました。この日、無事に西条には20時過ぎ

に着きました。参加者の皆さん、お疲れさまでした。 

平成あそび隊                バスツァーで山口県の俵山温泉・角島大橋・角島に      松岡 良明 

角島灯台をバックに記念写真 

頂上での記念写真 

広報担当より：当原稿は本来hibiki70号に掲載されるべきものでしたが、当方の手違いにより今号と成ってしまい

ました。投稿者並びに関係者の方に此処にお詫び申し上げます。 

昨年の9月は20周年記念釣り大会でイイダコ釣りを行い

ました。あれから早1年が過ぎました。 

今年も恒例のイイダコ釣

り を9月18日（木）に 釣

行しました。朝5時半に晴

光丸で安芸津を出船。 

ポイントの香川県の多度

津沖までは2時間です。約

30ノットですから時速50

キロくらいのスピードで

すから100キロの距離です。船からは瀬戸大橋が近くに

見えます。讃岐富士もきれいです。 

 実はここ多度津は私の

田舎（善通寺）までは1里

です。釣りとか春は花見

によく来ました。10年ほ

ど前まで福山―多度津間

は大型のフエリーがあっ

てよく利用しました。 

7時半にポイントに着きま

した。イイダコ釣りは餌もなく仕掛けも簡単ですから、

船が停止したらすぐに釣

り開始です。イイダコを

釣り始めて5年くらいにな

りますが、そのころの仕

掛けは丸おもりだけで多

いときは250匹くらいは釣

れました。最近はイイダ

コも賢くなったのか丸お

もりの下にもう1個仕掛

けを追加しないと釣れま

せん。丸おもりだけです

と3割くらいしか釣れま

せん。したがい皆さん工

夫をこらした色とりどり

の仕掛けを用意していま

す。海底までは10メー

トルと浅いのですが潮の流れが速いのとおもりが軽いの

でなかなかうまく釣れません。イイダコは底に着いた丸

おもりの仕掛けに抱き着きに来ます。そこを針でひっか

けます。抱き着いたときにおもりが重く感じます。それ

が当たりです。その当たりをとるのが難しいのです。し

かし皆さん次々とイイダコを釣りだしました。ときどき

真ダコが釣れます。柔らかい竿なので取り込みが大変で

すが、これもイイダコ釣りの楽しみです。 

3時半に納竿ですが、あまり釣れなかったので1時間ほど

長くしてくれました。釣果は多い人で200匹少ない人で

も100匹は釣れました。まあまあの釣果でした。 

 これからの釣りの予定です。 

10月はウマズラハ

ゲ、11月から1月は

太刀魚です。浜田で

は烏賊が今よく釣れ

ています。釣りは楽

しいですよ、皆さん

釣りに行きません

か、よろしく。 

釣 り       イイダコ釣り                           川田 正勝 
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  広島土砂災害義援金募金のお礼と寄託先報告         支部長  東 秀次 

 この度は、広島土砂災害に対し、多額の義援金をご寄付いただきまして厚くお礼申し上げます。 

会員から頂きました義援金は2014年10月1日に社会福祉法人中国新聞社会事業団へ、中国新聞八本松南販売所菅所長

に寄託しました。 

中国新聞寄託 

中国新聞2014年10月3日記載 

社友会目録 紅葉会目録 ゆうゆう会目録 

義援金明細 

 

募集は2月を予定しています。 



先に行いました新規同好会発足アンケートにご協力い

ただき誠にありがとうございました。 

88名の皆さんからご回答をいただきました集計結果

（社友会ホームページにも掲載しています）をご報告

致します。 

なお、入会希望者の多い同好会については同好会発足

に向けた具体的な打合せを10月中に行う予定です。入

会希望者には別途ご案内しますのでご協力をお願いし

ます。  

(13) 

発足提案同好会に対する回答（複数回答者あり） 

カラオケ ｽﾎﾟｰﾂ吹き矢 歴史探訪 ﾚｺｰﾄﾞ演奏 映画鑑賞 麻雀研究会 ゲートボール 縁台将棋 

13名 13名 12名 12名 6名 6名 3名 2名 

新設希望提案（下記の同好会設立を希望される方は広島支部宛てに一報願います）） 

卓球 水彩画 野球 楽器演奏 陶芸教室 混成合唱 投資経済研究 パークゴルフ ﾍﾙｼｰ料理 書道（筆ﾍﾟﾝ、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ含） 

1名 1名 1名 2名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 

既存同好会への未加入理由 

 体調など 4件 

 距離的問題（活動地域） 5件 

 時間的理由（仕事など） 17件 

要望・質問・・・・・・・今後の検討課題とさせていただきます 

 同好会活動は平日を基本としてほしい、土、日は人が多い、貸切バス費用のｱｯﾌﾟ、工場見学先が休み等、制約が多い 

 社友会入会時の同好会紹介方法を検討する必要があると思う 

 他支部の同好会活動とその加入者名簿を公開し、情報交換や時には交流会が開催できれば良いと思う、支部間の意見交換の場を設けてはどうか 

 第3工場ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの利用は何時から？--------未定（利用可能となりましたら別途ご案内します） 

 現地（地方地区）で作れば入会する（東広島まで行かなくてもできる同好会をしてほしい） 

 事業部のＯＢばかりの活動であり地区の方も1年に1度の懇親会のみでＯＢ会の意義がない 

同好会運用規定 
 ① 当支部の会員による、趣味を楽しみ教養を高めるための同好会であること。 

 ② 会員の人数が3名以上で、当支部の役員会が認定した同好会であること。 

 ③ 年間を通じて活動していること。 

 同好会新規発足アンケート集計の報告 
                                                                 同好会幹事     菊池 明夫 
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 役員会便り          事務局長 松見 弘  
 

※ 広島大規模土砂災害「たすけあい義援金」募金のお

願いへのご理解とご協力に感謝申し上げます。 

※ 8月2日に開催のサマーフェスティバルに今年も出店

しました。販売の野菜は早々と完売しましたが、ド

リンク類は天候の影響で完売とはなりませんでし

た。ご協力頂きました方々には御礼申し上げます。 

※ 秋季親睦一泊二日旅行は募集の結果、多数の申し込

みがあり計画通り実施が決定しました。 

  （11月18～19日、九州/指宿方面） 

※ AQUOSスマートフォンニュースを本号よりhibiki

に掲載を開始します。 

  会員の皆様への情報提供の一助となれば幸甚です。 

※ 日直当番表を前号より掲載しています。 

  すでにメール等にて連絡していますが再確認を宜し

くお願いします。 

※ 新しい同好会の発足をいろいろと検討中です。 

  ご注目ください。  
※ 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） 

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。 

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2014年4－9月） 

 
2014年度4－9月実績を報告いたします。 

引き続きシャープ製品購入の実績は集計していきますので、従来同様の方法にて購入実績の報告を宜しくお願いし

ます。 
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         今どきの『携帯電話』事情･･･  

 生活に欠かすことができなくなった「携帯電話」ですが、一般に普及し始めて わずか13年で劇的な進歩をしてい

ます。中でも独自の進化をしてきた「ガラケー（ガラパゴス化したケータイの略）」と揶揄される日本の携帯電話

ですが、今は若者を中心に「スマホ（スマートフォン）」が主流になっています。ガラケーで充分と思ってる方、

まずは「スマホ」って何なのか、何ができるのか、シャープ製のスマホの特長紹介とあわせご参考いただき、ご購

入（機種変更）のヒントになれば幸いです。 

  ■「スマホ」って何？ 
 

 ガラケーと違ってボタンがほとんど無く､大きな画面を   

指で直接タッチして操作を行う多機能携帯電話を 

「スマホ（スマートフォン）」と呼んでいます。 

インターネットや動画などがパソコンと同じ表示で 

楽しめるほか、色々なアプリ（パソコンでいうソフトウェ

ア）を簡単に利用できるのが特長です。 

※しかもアプリのほとんどが無料！ 

 
スマートフォン 

Docomo SH-04F 

ガラケー 

docomo SH-07F 

 

  ■「スマホ」だと何ができる？ 
ここでは箇条書きで大きなポイントを紹介しましょう。 

①大画面で高精細 

②メール 

③オリジナル(拡張性) 

・インターネット画面がキレイで見やすい、接続も早い！ 

・壁紙はお気に入りの写真などを常に大きな表示。複数枚を簡単に切り替え！ 

・ガラケーで使っているメールもWEBメールも使える。 

・もちろん文字を拡大できて読みやすい。 

・動画や音楽､ゲームなどのエンタメ系､趣味や書籍､ニュース､天気､地図､ 

 乗換案内などの生活＆実用系､LINEやFacebook､などのＳＮＳ系､など 

 多彩なアプリを楽しめる。しかもアプリの大半が無料！ 

★★★ シャープ製スマートフォン ★★★ 

（防水・おサイフケータイ・赤外線） （防水・おサイフケータイ・赤外線） （防水） 

●最近のトピックス●ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

・イオンなどで販売され始めた通称「格安スマホ」。月々の料金が大手通信会社の半額程度と格安で評判になってい

ます。これは通信速度の制限やデータ通信量制限による料金設定です。また､中国､韓国､台湾製の 

商品に限定されており、日本ならではの機能を搭載していません。ご購入の際はよく確かめましょう！ 
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広島支部行事予定 2014年10～12月 
 

10月24日 定例役員会 

10月26日 第67回 山のグラウンドワーク 

11月18-19日 秋季一泊親睦旅行 

11月28日 定例役員会 

12月26日  定例役員会(清掃・互礼会) 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2014年7月1日～9月末までの入会者    敬称略 
 

佐味 伸一
さ み  し ん い ち

     No.6276 SMM（シャープマニュファクチャリング) 

岡 喜代司
お か  き よ し

   No.6277 電子デバイス事業本部 福山環境C 三原G 

 
 

   広島支部会員数 502名、2014年9末現在 

編集後記 ： 先季号からフルカラーで全員配布。今季号からはさらに4ページ増設で16ページでの発行と成り、進化

を続けるhibikiと成っています。その分、会社製品紹介の「AQUOS ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ ﾆｭｰｽ 」ページや「同好会新規発足

アンケート集計の報告」等、毎号の特集記事を計画しています。また、お送り頂く写真も、印刷で綺麗になった事

もあり、より大きく掲載できるように心がけます。これからもhibikiをご期待ください。        M.N 

  地 区 会 員 便 り  . 

 

 社友会広島支部福山地区会は平成24年6月の発足で30

名弱の社友会員の方が集まっていただいています。福山

地区会は、福山事業所（電子デバイスG）の定年退職者

が少しずつ増えていく中、福山市居住者、福山近傍居住

者、隣の笠岡市居住者に事業所出身者だけでなく集まっ

ていただき、定年後の大事な生活が「粗大ごみにならな

いように」「濡れ落ち葉にならないように」、「同じ釜

の飯を食った仲間」が少しでも連絡しあい、大事な定年

後の生活を過ごそうと言う姿勢で始まっています。 

ただ、現状は、皆さんそれぞれ「地区のお仕事」で頑

張っている方、「まだまだ元気で現役続行」の方、「地

区ボランティアで忙しい」方、「待っていた定年で趣味

に邁進の方」とそれぞれ元気でご活躍の様子で、当地区

会（SFOBP・・・シャープ福山OB会）が大活躍の場は

まだ幸いありません。10年後ぐらいには少しでも役に立

ちたいとの思いで福山地区会（SFOBP）の活動を行っ

ています。 
 

[社友会広島支部福山地区会の活動の紹介]  
 

①年3回の全体会合 

・花見の会 ・納涼会（ビヤガーデン） 

・忘年会（優秀活動者表彰） 
 

H26年春 花見の会 

4月3日福山城址にて

花見の会を行いまし

た。そのあと、近所

の居酒屋さんでの

チョット一杯、楽し

い時間を過ごしまし

た。  

 

②ゴルフの会 

・年2回春と秋（1泊2日の2ラウンドゴルフの会）  

H26年春のゴルフ

の会は、いつもの

「美 作 作 州 武 蔵

GC」に て 一 泊2

日、毎回楽しいゴ

ルフの会でありま

す。関 西、四 国 か

らも福山事業所OB

が参加してもらい

ました。  
 

③それぞれ「面白倶楽部」での誘い合い。 

「SFOBP山歩きの会」「園芸面白倶楽部」 
 

 SFOBP山歩きの会で8

月初旬「青春18きっぷ

で行くローカル線の

旅」実施。 

播但線-山陰本線-因美

線 - 津 山 線12時 間 の

ゆっくりした旅で、特

に中国山中を行く因美

線はなかなかのローカ

ル線を味わえます。 

 以上活動状況です。今年はあと、秋の（9/29-30）ゴ

ルフの会、年末の忘年会を行います。皆さんお忙しいよ

うで参加していただける方が若干少ないので、是非、ふ

るってご参加を願います。福山地区会以外の方の参加も

歓迎いたします。 

“キョウ行くところ、明日のヨウじ・・・キョウヨウを

無くさないように”頑張って行きます。  

「福山地区便り」               

                                     福山地区委員長 星野 高範 

 

 

 


