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「初日の出」 三原市  吉岡 嘉之 さん 撮影 

 

  2015年 新春懇談会開催のご案内 
 

 広島支部“2015年新春懇談会”を下記の通り開催致します。 

 本年も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27年1月28日（水） 10:00から14：00（受付9：30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：10：05～11：00 高橋社長ご挨拶（DVD視聴） 

     11：00～11：20 記念写真撮影 

     11：20～11：45 東支部長、ご来賓の挨拶 

     11：45～12：30 食事・懇談 

     12：30～12：50 広島支部懇談会 新入会員・慶長者紹介、同好会活動報告、地区活動報告 

     12：50～14：00 健康セミナー（治療器体験セミナー・骨粗しょう症予防に関する健康セミナー） 

・会 費：1,000円(昼食弁当・お茶) 

・推進事務局：社友会 企画担当幹事  田井・中崎    紅葉会 代表  原田 
 

［その他連絡事項］ 

 ・来場時は社友会名札を持参ください。 

 ・マイカーで来場の方、駐車は係員の指示に従ってください。 

http://shayukaihro.hippy.jp/sibu/index.html 

主 要 記 事 

 1面 謹賀新年 新春懇談会の案内 
 2面 春夏秋冬 役員会便り 
   シャープ製品購入「一人一品

運動」実績報告 
 3面  地区役員報告 
 4面～ 5面 秋季親睦旅行実施報告 
 6面～12面 HOW DO YOU DO 
      新規同好会の紹介 

13面 広島支部日直当番表、 
      春季旅行案内 
14面 広島土砂災害に直面して 
15面 AQUOSスマートフォンニュース 
16面 地区会員便り（山陰地区） 
  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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シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2014年4－12月） 

 
2014年度4－12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。 

 携帯電話機購入実績(4-12月)：合計6台 

 あけまして 

      おめでとうございます。 
                      

 社友会員の皆様にはご家族揃って、ご健勝で新しい

年を迎えられた事と心からお慶び申し上げます。 
 

 支部長就任して初めての新年を迎えることに成りまし

た。今年も引き続き社友会魅力計画８項目の取り組みを

全役員と会員皆様方のご協力で推進して参ります。暖か

いご支援を宜しくお願い申し上げます。 

 昨年8月20日発生した広島土砂災害で多くの会員から

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。この災害で再認識した教訓は、万一の災害発生時

には、「自分の命は自分で守る」「自分たちのまちは自

分たちで守る」ということです。家庭や地域自主防災組

織などの取り組みが大切であることを痛感致しました。 

 1月28日の新春懇談会では、SEMCから「健康治療

器」体験と東広島市から出前講座「健康セミナー」を開

催致しますので、多数の参加

お願い致します。 

 今年も会員皆様のご健勝と

社友会の更なる発展を祈念

し、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。 
 

◎社友会魅力計画取り組み 

 1.同好会の活性化 

 2.タイムリーな社友会とシャープ情報提供 

 3.新入会員の加入促進  

 4.シャープ応援計画 

 5.健康づくりの応援 

 6.地区支援・地区親睦支援 

 7.社友会室リフレッシュ計画 

 8.「さん付け」運動展開 

秋 春 夏 冬 
                              新年のご挨拶 

                                             広島支部長  東 秀次 

 役員会便り          事務局長 松見 弘  

 

※ 長谷川常務との定例懇談会を実施：2014年10月24日 

   於）社友会室 

   会社状況や通信システム事業本部の取り組み状況に

付きパワーポイントにて説明頂きました。  

※ 秋季一泊二日旅行実施：2014年11月18～19日  

    過去最大の51名が参加。二日間ともに晴天に恵ま

れ楽しい旅行を堪能しました。  

※ 2015年新春懇談会開催について：  

  2015年1月28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。  

※ 2015年春季日帰り旅行について：  

  春の日帰り旅行を2015年4月10日に予定していま

す。今回は山口地区担当で、長門・山口名所めぐり

「青海島周遊と香山公園桜花見の旅」 

  多数のご参加をお願いします。  

※ 社友会室リフレッシュ計画について：  

  社友会室を会員の皆様により活用頂ける様に 

  リフレッシュ計画を推進中です。2015年度早々に 

  は完了予定です。ご期待ください。  

※ 「バイシャープ」実績報告のお願い：  

  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。 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■11月2日「ゆうゆう会 第11回 総会懇親会」開催。社

友会広島支部より山本顧問/東支部長のお二方をご来

賓参加参加者54名(男性47名/女性7名)にて、瀬戸内

海汽船/銀河号に乗船、特別企画「銀河ランチクルー

ズ」の船上パーティー方式で広島湾を周遊しながら、

懇親の集いを実施。参加者の皆様、終始和気藹々に会

食、再会の交盃、歓談を存分に楽しまれ、2時間余り

(出航11:30～途中、厳島神社の洋上遥拝～帰港14：

00)の短時間のクルーズでしたが、懇親会も大いに盛

会裡となり参加会員さま、大いに親睦旧交を温めあ

い、更に社友会への加入打診にて「ゆうゆう男性会員

5名/女性会員2名様」より社友会/紅葉会への加入希望

表明いただき、ゆうゆう会と社友会との繋がりも促進

され、此度の集いは大変有意義に終了しました。 

■11月9日 広島地区勤務元シャープ設備OB 20名参加し

て「第17回シャープ設備OB会」開催(宮島コーラルホ

テル懇親会1泊)翌10 日二班に分かれ、ゴルフコンペ/

宮島観光にて親睦旧交を促進いたしました。 

■12月7日 ゆうゆう会ウオーキングクラブ会員(有志OB

含む)10数名参集、佐伯区「天然温泉・ほの湯」にて

忘年会開催。 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■9月11日と12日の二日間、第7回社友会山陰地区の親

睦旅行が、隠岐にて行われました。2015年第8回は夏

か秋に、内藤さん、山垣さんのお世話にて、開催計画

中です。又、親睦ゴルフは山垣さんのお世話にて、若

葉香る季節に大山にて開催計画中です。 

■10月16日 第５回山陰シャープOB会が、松江宍道湖湖

畔の『すいてんかく』にて、九州、四国、関東からの

参加を頂いて、34名の出席のもと盛況に開催されまし

た。2015年度山陰シャープOB会は、カニの出漁解禁

時期を待って11月、鳥取地区での開催検討中です。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

 今年も、恒例の岡山地区社友会、岡山シャープ在籍

OB合同の2014忘年岡山シャープOB会を、「良寛さ

ん」に因んだ、おもてなしの倉敷市玉島、瀬戸内の恵

まれた自然が育む“安らぎの宿”にて懐かしいOBメ

ンバーを加え、昨年よりさらに増え、34名の参加で、

懐かしさ、趣向も加わり、感動と楽しさのふれあい、

なごみのひと時を過ごすことができました。 

■12月7日18時より 国民宿舎 [良寛荘] 倉敷市玉島柏島 

 宴会は例年通り、吉川哲三郎さんの名調子司会で始ま

り、早島町議4選の福田健さんのOB会代表挨拶に続い

て、県外代表片山朗さん、事業部代表中村雅信さんの

挨拶を頂き、今年も現役岡山シャープ、高見支店長 

にシャープの現況報告とご挨拶をいただきました。 

乾杯は、定年延長されて明石市より来られた星野輝次

さんの発声賑々しく宴がスタートしました。後は、会

席料理と飲み放題で宴も盛り上がり、続いて社友会の

援助金も活用して、全員参加の空くじなしビンゴゲー

ム大会では、リーチ、ビンゴ、ビンゴの連呼歓声で盛

り上がりは懇親会は最高潮！更に、井上恵夫さん、宇

野民子さんのデュエトに始まり、カラオケ得意のメン

バーの名調子自慢マイクカラオケで、会場は大歓声の

後、幹事の池田さんのバイシャープ資料の紹介と、来

年も元気印の再会を祈念して、一本締めの中締めで宴

もお開き。(あとは、幹事部屋で24時ころまで、2次

会)翌日8日は、14名の参加で、忘年会の疲れも忘れ

る、ゴルフコンペを実施(於・・鷲羽ゴルフクラブ)。

優勝 山垣徹郎 準優勝 前津宗政昭 3位 池田征三郎 

4位 尾上明和 5位 江口文夫 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

■昨年12月中旬に忘年会を開催しました。 

今年は4月に日帰り旅行と7月にOB会の開催予定で

す。社友会への入会勧誘も引き続き実施中です。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■第12回シャープ四国OB会の開催 

 10月5日 高松国際ホテルにて55名参加 

 10月6日 高松グランドCCにて20名参加 

 成績 優勝＝釘宮純一さん 準優勝＝北村修さん  

第3位＝尾松英二さん ベスグロ賞＝大開豊さん 

■第9回「シャープの森」植林活動 

 10月18日 畦田キャンプ場にて26名参加 

四国地区の活動内容の詳細は、多くの写真と共に支部 

ホームページに掲載中です。 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

秋以降の活動状況報告を致します。 

■秋のゴルフの会 9月29,30日一泊二日のゴルフの会を

美作作州武蔵GCにて行いました。当日、好天で楽し

いゴルフの会となりました。8名の参加。 

■12月11日 恒例の忘年会を福山にある居酒屋で行い、

関西、四国からも参加者があり14名の賑やかな忘年会

でした。忘年会では、例年の「優秀活動者(26年健康

生活敢闘賞)」7名に賞品でその活動を称えました。

（地域活動で頑張っている人、極めて健康な生活活動

をしている人等） 

■社友会広島支部・福山地区会会報第8号を発行いたし

ました（忘年会時配布）A4 2枚・・・手作り版 

 ・26年会計報告（中間報告） 

 ・福山地区活動トピックス 

  ・27年活動予告・健康一口メモ（今回は健康寿命につ

いて）等 
 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

■新関西では、10月29日(水)に 関西・中部地区のメン

バー5名が 大阪阿倍野に集まり、親睦を深めました。

地上300mあべのハルカスか

らの眺めを満喫、また阿倍野

界隈の変容ぶりに皆驚くとと

もに、昼食・喫茶をとりなが

ら和気あいあいの歓談を楽し

みました。 

地区役員報告      企画担当幹事 金國 信太郎 
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社友会広島支部・紅葉会 秋季親睦一泊旅行実施報告 
 実施日：平成26年11月18日（火）～ 19日（水）                            

 参加者：広島 49名・福山 2名 合計 51名（社友会 34名 同伴 5名 紅葉会 12名）   

【所感】 

今回は、遠方でもあることから、親睦旅行で初めて新幹線を利用しました。広島駅までの手間はかかりましたが、 

移動時間が短縮されたこともあり、観光も充分でき、疲れも少なく良かったのでは無いかと思いました。 

2日間とも好天に恵まれて、全員怪我も無く素晴らしく楽しい親睦旅行が出来た事と思います。 

報告者 田井 正治 

【１日目】知覧武家屋敷・特攻平和会館・池田湖パラダイス・指宿海上ホテル 
 

 福山8時23分発、広島8時48分発の新幹線“さくら545号“で九州最南端の絶景めぐり

を楽しみました。（広島駅8時30分集合でしたが、8時過ぎから皆様集合され、多少早く

ホームで待つことになりました。） 

一路鹿児島中央駅に向かい博多駅で弁当積込、かなり早い時間にもかかわらず 

皆様、早弁をされていたようです。 

 

 11時33分に鹿児島中央駅に到着、一路知覧武家屋敷に向かい市内を抜け左手に桜

島を観ながら1時間弱で到着。ボランティアガイドの案内で、外城（とじょう）と言

われていた武家屋敷を散策、ガイドは30分の予定をオーバーし1時間の散策を終わり

ました。 

次に、特攻平和会館に着き、会館で30分特攻隊戦争の話を聴き、その後、各自自由

に観覧いただきました。 

皆様何を感じられましたか!! 

 

1時間では物足らなかったかもしれませが、池田湖で 

“大うなぎ”を見学、休憩をして、開聞岳を眺め 

ながら一路指宿に向かいました。 

 

円錐形の開聞岳がだんだん大きくなるのは

圧巻でした、ＪＲ最南端駅のあたりを見ながら、 

最終訪問地“白露酒造”に着きました。 

酒蔵見学と焼酎試飲をしました。小じんまりとし

た工場でしたが非常に親切に説明をいただきまし

た。 

 

工場の場所が高台にあり、正面に開聞岳が望め、夕陽をバックに記念

撮影をしました。逆光の為、写真班は大苦戦でした。皆さんは、白露

酒造お勧めの焼酎をたっぷり購入されたようです。 

 

 

   

その後いよいよ本日の宿泊地、 

指宿海上ホテルに17時30分に到着、早々に温泉に 

入り旅の疲れを洗い流し、この地区にしかない 

“砂湯”に入った人もいたようです。 

                     いよいよ懇親会の開会です。 

東支部長挨拶の後、福山から参加の中村さんの発声で 

乾杯、和気藹藹の歓談のあとカラオケ大会スタート。 

 

川田さんの巧妙な司会で10数曲を披露いただきました。

楽しい時間はすぐ過ぎてしまいました。 

 

地元出身の中崎さんの一本締めで懇親会はお開きとなり 

1日目は過ぎて行きました。 

                  2日目次頁へ⇒ 

知覧武家屋敷散策中 

さあ出発！新幹線さくら545号に 

知覧特効平和会館 

白露酒造見学 

開聞岳の夕日をバックに記念撮影 

指宿海上ホテルでの懇親会 

砂湯 

極楽、極楽 
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秋季親睦一泊旅行実施報告 

【２日目】山川港・根占港・道の駅根占・佐多岬・桜島 

 出発時間が9時と遅いので、みんなゆったりと指宿の朝を過ごされていたようです。 

朝食場所レストランから、日の出の写真が撮れ素晴らしい絶景を眺め、楽しいバイキングで

した。正面玄関で記念撮影の後、9時にバスに乗って大隅半島、根占港行きのフェリーに乗

る為、山川港へ向いました。ここには、道の駅がありますが、当日は月一度の休日、そのか

わり漁協の売店で新鮮な魚介類のショッピングをしました。フェ

リーは50分の旅でした。道の駅“根占”で昼食弁当積込、いよいよ

本土最南端の佐多岬までドライブを楽しみました。 

 

 

 

 

 

駐車場から800m歩き途中はソテツ

などの亜熱帯植物や蝶々を眺め佐多

岬展望所へ着きました。 

 

天気も良く開聞岳も素晴らしい眺め

でした。一度は来る価値がある 

“本土最南端”の地だったかもしれ

ません。そこで弁当を食べ記念撮

影。少し疲れましたが絶景で癒され

ました。 
 

昼食積込場所、道の駅根占で再度休憩、 

鳥居の二基並列は全国で稀に見る 

“川南諏訪神社”を車窓で眺めて、桜島に向かいました。 

開聞岳がだんだん小さくなり、桜島がだんだん大きくなっ

てきます。道路脇には、火山灰が溜まっているのが見え火

山の脅威を感じました。 

 

  

有村 溶岩展望所で記念撮影。溶岩の凄さ、噴煙を眺めた

のち桜島港に向かいました。桜島フェリーで鹿児島港に到着。予定より多

少早く 

鹿児島中央駅に到着。買い出しの荷物を両手いっぱい提げて新幹線ホーム

に向かいました。 

 

 18時3分発さくら570号に早めに乗車。夜食を食べ、旅の話を土産に加え

広島駅に20時47分に到着。 

在来線又は乗用車乗り換え、自宅に向かいました。福山参加者は、 

あと30分かかりました。 

 

楽しい2日間でしたが、皆さんのご協力 

で怪我もなく無事予定通り旅行が出来 

ましたことを感謝いたします。 

ありがとうございました。 

 

 次回平成27年4月10日（水） 

春季日帰り親睦旅行「青海島遊覧と 

香山公園の桜見物の旅」を 

楽しみにしています。 

   

朝食バイキング 

根占の並列鳥居 

ご苦労様でした・バイバイ！ 帰りの新幹線内にて 

桜島で記念撮影 

佐多岬展望所 

山川港周辺 

広島支部ホームページに写真・ムービー掲載しています。 

 

 

 



“おはよう、今日は絵手紙の日ですね”いつもより早

く起きて来る主人。1ヶ月に一度の絵手紙の日を楽しみ

にしているようで、とても有難く感謝に思います。 

定年後主人が選んだのは釣りと絵手紙でした。だが1

年後脳梗塞に倒れ、後遺症で失語症となりました。退院

後再び絵手紙教室に行きたいと云う様子に、私はもう何

も出来ないと思っており、描くのは無理だと思っていま

したが、主人が絵手紙を続けたいと思う気持を尊重して

やってみることにしました。 

初めの頃は何度か同行致しましたが、そのうち送迎の

みで1人で行くようになりました。そして1人で初めて描

いた作品にその巧拙は別にして、単純に“描けたと云う

こと”に感動致しました。ヘタでもいいと言う言葉にも

救われました。出来上がった作品を“凄い！！”と褒め

るとやる気を出して、毎月5～6枚描いてくれます。親・

兄弟のほかリハビリの先生にも差し上げています。 

86歳になる里の母は毎月溜まっていくのが楽しみだと

待っており、絵手紙が届かなければ、又病気かと心配し

てくれます。リハビリの先生は病室に飾って下さって入

院患者が“ご主人の絵手紙をみて涙されたんですよ”と

聞かせて頂き、認知症の人にも心や感情が伝わる絵手紙

のすばらしさを実感しております。“読む・書く・話

す”ことが出来なくなった主人でも

他人様に感動を与えることができる

絵手紙との出合いを私は大切にし、

応援していきたいと思います。 

毎年催される筆の里工房主催の

“ありがとう展”の作品づくりには

ひときわ力がはいります。努力の

末、運よく“賞”を頂いた時の喜び

は、主人にとって大きな励みとなっ

ております。会話が困難でコミュニ

ケーションがとれないことは残念で

なりませんが、手足が動くことにもっともっと感謝すべ

きだと心から思うのです。失語症となっても気持ちや思

いを表現できる絵手紙は、続けさせてあげたいと思いま

す。できた事は褒めて共に喜び合いたいと思うのです。

“褒め育て”とは子育てだけではないことも実感してお

り、主人にとってはリハビリのひとつかとも考えており

ます。主人のような病気の人や身体に障害のある人に

とっても「ヘタでいい」という絵手紙はどれほど心が安

らぎ、人として救われることでしょう。 

苦痛や不安は誰にも解りえるものではなく、周りの思

いやりによって、これをただの趣味に終わらず、生涯の

糧となる・・・それこそが絵手紙

なのです。 

絵手紙 
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      絵手紙と主人                                      増田 清 (記 増田 六美) 

 囲碁同好会の活動は、月に一度実施する「月例会」と

年に一度開催する「囲碁大会」で、碁盤を挟んでお互い

に碁石を並べあうことです。こう書くと何か作業をして

いるようですが、碁石の並べ方（打ち方）は、日頃の勉

強や性格や才能によって変わります。経験を積み上達す

ると、次に相手が打つ場所が予想出来るように成り、碁

盤上の地所を確保するのに有利な場所に“先着”出来る

ように成ります。「先手必勝」とはこのようなことで、

「後手に回る」と負けてしまいます。 

 さて、今年度も4分の3が

過ぎましたが、4月から12

月までの皆勤者は2名で、

10月から12月での皆勤者は

4名でした。9ヵ月間皆勤の

2名はこの間に40局・41局

を打ち確実に棋力を上げて

来ています。現在、勝率60％以上を残している者が3名

います。 

トピックスとしては、鈴木弘幸さんが4月からの皆勤

で、戦績は28勝12敗で勝率が丁度70％の好成績と成り

ます。昨年度は勝率73.3％で昇級を果たしており2年連

続の昇級が期待されます。もう一人の皆勤者の山口春香

さんは、病を克服しての頑張りようで41局を戦い、特に

10月から12月の3ヶ月に7勝5敗（58.3％）の好成績を残

しました。“立派”の一言に尽きると思います。 

年間の勝率が70％以上で

“昇格”、30％以下で“降

格”と成る段・級位改正

（ハンディ改正）まで余す

ところ3ヶ月に成りまし

た。囲碁同好会各位の更な

る奮闘を期待しています。 

囲碁 

<トッピクス> 

平成26年の筆の里工房主催“ちょっと大きめのありがとう展”に7名が応募し、すべてが入選以上を果たしました。

応募総数8,279点の中から選ばれたものです。内訳は佳作1点・奨励賞3点・入選3点となっています。 

     囲碁同好会 平成26年10月～12月 例会報告               杉山 健 

稲生さん 作品 平さん 作品 吉田さん 作品 丸山さん 作品 日野さん 作品 

増田さん 作品 
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1．秋の撮影会報告 

 2014年10月9日、有明海の風物詩「海苔の種付け風景」をカメラに収めるべ

く出掛けましたが、台風19号の影響から中止となりました。従い、急遽予定を

変更し長崎の佐世保に場所を移し、九十九の島々を巡る船と夕景撮影の情報収

集に切り変えた。来春の2月には当地での撮影会を予定する事にした。 

 2014年11月8日、島根県境に近い「県民の森」において朝霧に煙る白樺林と

紅葉及び、広島・島根県境に懸かるオロチループ橋を走るトロッコ列車オロチ

号を狙っての撮影会を開催致しまし

た。県民の森では生憎にも朝霧が掛か

らず又紅葉も例年より早く進んでいる

状況から撮影には多少苦労しましたが

トロッコ列車の撮影では、カラマツ林

のトンネルを走る列車撮影等、何とか

使える作品が撮れたと思っておりま

す。いずれ機会を見てご披露させて頂

きます。 

 
 

2．東広島市制40周年記念2014年度『東広島市美展』にて写そう会メンバーが多数入選・ 

  入賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年12月6日～21日に開催された東広島市美展(後期展

写真の部)に写そう会より6名の作品が入選し、その中か

ら、優秀賞「輪になって踊る：車角裕規」、奨励賞「雪の

旦：新林達人」、40周年記念つつじ賞「幽光：中西康憲」

の三点が入賞の栄誉を受けました。今後とも、同好会を通

じて新たな被写体の開拓、更には撮影技術の向上に努め、

独創性の高い作品作りに取り組み、シャープ社友会写そう

会の存在感を高めて行きたいと思っている。 

写そう会 撮影会報告＆東広島市美展にて写そう会会員の多数入選・入賞            中西 康憲 

 ダンススポーツに入会して一年と数か月、ダンスの楽

しさにどっぷりはまっています。週に1度の練習です

が、みなさん頑張って練習に励んでおられます。練習前

には体のストッレッチではなく口のストレッチが主で滑

らかになったお口にチャックして先生の指導に答えるべ

く集中して聞いています。 

 みなさん（私を含め）シャイなのでしゃれたポーズは

出来ませんがダンスをこよなく愛し頭の中ではとても上

手に踊れている空想と妄想で今日もバッチリです！そん

な楽しいダンスを指導され

ている川添先生はいつも穏

やかで優しくて平等で生徒

に も 好 感 度100％ で す。

ボールルームの教室は利用

者が気持ちよく使用できる

ような配慮、気配りを感じ

ます。ダンスも同じで相手の心、手、腕などで動きを感

じるスポーツでもあります。しかし、男の人より先に

リードしてはいけない、少々男を「じらす」くらいの踊

りがいいそうです。私にはいい勉強です！個人的には沢

山の種類を習いたいのですが、一つ一つの動作を沢山教

えて下さるので種類は増えませんが中身が濃いダンスを

習っていると思います。一度くらい先生ご夫婦の模範演

技など拝見出来ればもっと向上心が高まるのではないか

と思うのですが・・・・・。ブルース、ワルツ、ジル

バ、チャチャチャ、等 指先か

ら足の先まで神経を使い踊るダ

ンスは魅力的です。パワーは誰

にも負けない私たちダンスス

ポーツのメンバーは今日も前進

あるのみです。前に向かって頑

張りまーーーーーーす！！ 

ダンススポーツ  入会後の感想                        中根 美鈴              

九十九島を背景に記念写真 

渓谷を走るオロチ号  

撮影会記念写真 ＊後方の列車は合成 

 

 

 

奨励賞「雪の旦」 

新林 達人 

つつじ賞「幽 光」 

中西 康憲 

優秀賞「輪になって踊る」車角 裕規 
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 幸せの時間を持ち過ぎても辛い物です。毎日毎日有り

余る時間をどうのように使うか私の課題です。そんな

中、私を救ってくれるのが社友会の行事です。 

 あるこう会及び山歩会は私を一番幸せにしてくれま

す。なんたってぶち歩くのですから。特に今年のあるこ

う会で歩いた神社めぐりは相当の距離で38kmでした。 

 3月に神社めぐり西条コース18km、10月に神社めぐり

八本松川上コース10km、11月は神社めぐり八本松原

コース18km歩きました。その結果として私事ですが11

月最後の日曜日に宮島マラソンに完走が出来た事が今年

１番じゃなく、今年３番くらいに嬉しかった出来事でし

た。ちなみに今年1番に嬉しかった事は韓国岳、開聞

岳、去年の白馬に続いて白山に登れた事が断トツ1番で

した。 

 このように普段走る練習していないにも関わらず結構

走れたのも歩く事、山に登る事で足も肺も少し鍛えられ

たのではないかと感じています。 

 社友会での日々の歩きは尋常じゃあありません。おじ

いさん、おばあさんなんて言わせない程の速さです。若

い人でもついてこれないのではないかと思う距離をあの

速さで歩くのですから異常です？嘘だと思う人は一度体

験入門して足で感じてください(笑)。 

 来年も一生懸命歩いて登って大笑いしてお肌も心も

ピッカピカで1年をまたクリアして行きたいと思ってい

ます。最後にこの達者な身体を作ってくれた親に感謝し

つつ今日も元気に過ごしたいと思います。 

あるこう会 私の健康づくりは感謝から！                     中根 美鈴   

韓国岳 つつじヶ丘 

神社めぐり 

登山 

テニス同好会初の合宿に参加して              土肥 伸樹  テニス同好会 

 11月26日～27日の二日間、島根県江津市にある温泉

リゾート「風の国」にて、テニス同好会発足以来初めて

の合宿に参加。親睦を兼ねた合宿であったが、内容は

ビッシリ、風の国に到着後、さっそく、鬼コーチ(笑)の

号令で練習を行った。合宿ということで時間がたっぷり

あり、3時間の練習をさらに1時間延長までした為に、最

後には足腰が効かなくなり、動きも緩慢になった。しか

し、練習後の懇親会では、和気あいあいで練習風景を撮

影したタブレットを見ながら、各個人の批評に花が咲い

た。 

 2日目も朝からみっちり練習をして、いい汗をかき温

泉にゆったりとつかりサッパリして昼食後、テニスに対

する思いを一層強くして風の国を後にした。 

テニスはリタイア後に始めたが、中々ハードである。

しかし、マイペースも許される。自分のペースを守り、

目標を持ち健康増進の為には丁度いい。運動不足の方、

女性の方等、散歩を楽しむ様に気楽な気分で参加して下

さい。待っています。 

 最後に、青春の頃に一生懸命バレーに夢中になった自

分を思いだしなが

ら、清々しい気持ち

になった合宿であっ

た。  
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大崎上島出身、竹原在住の小川さんの依頼で、竹原の

町並み保存地区にある大瀬邸の築320年の塩蔵を約13坪

のギャラリーにリフォームすることになった。彼とは以

前からの友人で、かつて大崎上島で、レモン畑の整備を

したり、家の床をフローリングに

リフォームしたり、木を伐採した

りした。彼は、30年来、木工ク

ラフト制作を趣味としており、多

くの作品を有している。その常設

展示場としてこのギャラリーを

造ったのである。 

 昨年10月から約1年かけて、今年10月に完成した。現

地工事は週1日ペースとし、必要に応じて私の工房で

作って持ち込み設置した。まず片付けから始めた。蔵一

杯のガラクタ、家財道具等を廃棄し、大きな基礎石は穴

を掘って埋めた。各部の造り方に関しては、彼の要望・

素案を基に、意見交換し進めていった。古い虫食いの柱

や土壁は部分的に残し、新しく張る壁も雰囲気を合わせ

て、杉板張りとした。中庭が見えるように、大きな透明

ガラス窓を設けたが、プライバシー保護のため、ガラス

面を障子で目隠しした。中央の柱は虫食いで強度不足の

ため、新しい柱で補強し、それらを囲って大黒柱風の大

きな柱とした。入口の古い木戸は開店時には開放にする

ため、新しく仕切り壁を設置し、古風な引き戸をはめ

た。土間だった床は、一旦コンクリートを打ち、その上

に杉板の床を張った。電気工事は知人に頼んだ。積算電

力計やエアコン室外機は、町並み保存地区のルールに

のっとり、木製カバーを取り付けた。 

かくして完成し、10月25・26日の

「憧憬(しょうけい)の路」行事に仮

オープンし、多くのお客さんに、彼の

作品とギャラリーの雰囲気を楽しんで

いただいた。そして、10月31日から、

「ゆめ工房・登夢想野(トムソーヤ)」

として、金・土・日・祝にオープンし

ている。(小川さんが運営) 

竹原にお越しの節には、ぜひ見学してください、きっ

と楽しんでいただけると思います。 

ものづくり  ギャラリー ゆめ工房                     梅田 正明  

 

ゆめ工房外観 

 

大きな柱とテーブル 

仕切り壁と引き戸 大きな窓の目隠し障子と開き戸 室外機カバーと電力計カバー 杉板壁と障子 土壁と杉板壁 

健康力と協調力で新たな挑戦！さらなる峰を目指して！        新川 昭雄  

 2014年は五つの例会と特別遠征例会を実施した。特

別例会はあるこう会と合同企画で満開のミヤマキリシ

マと韓国岳登山を踏破した。それぞれの山は奇岩あ

り、滝を眺めてブナ林の登山あり、思い出多い登山で

あつた。延べ参加人数は90名であつた。今年最後の例

会は11月10日に、北広島町｢龍頭山｣参加者14名で実施

した。道の駅・豊平どんぐり村に集合、龍頭山登山口

より前龍頭、中龍頭山を経由して928.4mの頂上に到

着。そこからの絶景は南方向には広島湾の宮島、江田

島、矢野の絵下山、呉の野呂山が見えた。西は吉和冠

山や十方山、恐羅漢山、臥龍山。北東には遥か彼方に

大山が望め素晴らしい眺望であった。2015年の特別例

会、あるこう会合同企画は北海道｢旭岳｣に挑戦するこ

とになった、北海道の夏は短く、冬は厳しいそんな北

の自然を感じ、最高峰・旭岳(2.290m)の頂上に立ち

360度の大パノラマを楽しみたい。 

山歩会 

龍頭山山頂(2014/11)  

竜王山山頂（2014/9）  

龍頭山上り坂(2014/11)  龍頭山山頂ゴール(2014/11)  龍頭山下り坂(2014/11)  

北海道富良野・美瑛(2015/7)  北海道旭岳(2015/7)  
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 第42回SEANETコンベンション2014 inバリ参加報告              吉房 幸治  アマチュア無線 

 第42回SEANETコンベンションは、2014年11月14日

から4日間、インドネシアはバリ島のプラマ・サヌー

ル・ビーチ・バリ・ホテルを会場に、インドネシアのア

マチュア無線連盟ORARI（OrganisasiAmatir Radio In-

donesia）の協力を得て開かれました。 

今回の参加者は約200名で、海外20ケ国から約130名の

内日本が32名と最多でした。 

シャープ社友

会 員 と し て

は、社友会本

部 のJA3AER

荒川泰三さん

と吉房が参加

しました。 

 

 

 

SEANETの後、BALI島の歴史的

なBALI絣（かすり）を伝統的に

数百年も続けているTENGANAN

村を訪問、又海辺では自然塩の

手作りも

見られま

した。  

ボウリング        ボウリング同好会 ｢活動報告｣                                   細井 博文 

『11月例会でダブルス競技実施』 

今回、従来の競技を変え新鮮な気持ちで楽しいボウリ

ング競技｢変則ダブルス戦｣を11月14日(金)試行しまし

た。参加者26名で組合せは2人ペアーとなりお互いの協

力で得点を競い合うルールとし、ペアー方法はご夫婦参

加の方とシングル参加者の方は抽選でペアーの組合せと

した。ルールの説明は長くなりますので省略しますが、

要領はペアーの方が交互で投球し1ゲームの合計点で3

ゲーム行なった。競技終了まで責任感と緊張で競技時間

が短く感じたが、終わった時点でまた計画してほしいと

の声あった。｢成績：優勝者=三間弘子/坂田広海ペ

アー・準優勝者=新垣敏雄/田岡政行ペアー・夫婦ペアー

上位=喜田さん7位でした。｣ 

参加者全員に賞品を授与し無事終了した。 

『第65回12月大会実施』   

【家族会員(招待会員)の三間裕子さんダブル優勝】 

26年度12月大会は12月12日(金)10時より賀茂ボールで

開催しました。師走に入り何かと忙しい時期になりまし

たが、無事大会を迎えた。参加者は30名(男性会員20

名、女性会員10名)で細井リーダーの力強い挨拶で開始

した。今大会は10位まで3ゲーム計600点台の好成績を

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。 

 絶好調の三間裕子さんが、総合優勝・女子の部優勝・

女子の部ハイゲーム賞の3部門を手中に収め、大いに大

会を盛上げて頂いた。 

 成績結果は(総合優勝)三間弘子さん。(準優勝)神崎 

保範氏。(第三位)喜田栄禧氏で優秀な成績を収めた。 

ハイゲーム賞は(男子の部)『喜田栄禧氏247点。』(女子

の部)『三間裕子さん243点。』 

今回ノーミス賞は3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・井出茂氏・坂田広海氏』。 

〔上位6位までの成績（3ゲーム合計点HDCP含む）〕 

敬称略  

1位 三間裕子 688点   

2位 神崎保範 676点   

3位 喜田栄禧 671点 

4位 和田清子 637点   

5位 梅田啓二 635点    

6位 坂田広海 624点 

交信運用する吉房 歓迎バリダンス 

伝統的な絣（かすり）織物 

歓迎会で乾杯 

村長夫妻と吉房 

日本食レストラン「相撲」で 

BALIヒンズ教TENGANA村の入口 木桶の自然塩づくり お米創庫 
タマン・アユン寺院でのグループ写真 
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第175回社友会ゴルフコンペ 

（フォレストヒルズ＆ゴルフクラブ、10月14日） 

台風19号通過の翌日となり、またしても順延かと懸念

されましたが、天気は曇りのち晴れで、比較的条件も良

く、皆さんゴルフを楽しめたものと思います。風が強

かったので、苦労したようですね。 

優勝 丸本静馬さん  

社友会コンペ参加はまだ数回ですが、ハン

ディキャップのお蔭で優勝できました。ま

たよきパートナーに感謝。まだ100前後の

ゴルフですが、今以上の練習を重ねて安定

したショットを目指し常に上位入賞を目標

に頑張って行きたいと思います。  

準優勝 長谷川正義さん  

スコア78、出来過ぎでした。Golfの内容は

運がよく、ショートアイアンでピン近くに

着いたのが要因と思います。Golfを始めて

から100ヤード以内は全てサンドで攻めて

きたので距離感が合うとスコアが良いし、

その逆もあります。これからはスコアにこだわらずに、

クラブを目一杯振る事を目標にしたいと思います。 

第3位 村上孝一さん  

フォレストヒルズは何度となく経験してお

り、11番と18番を最低ボギーで収まるよ

うに目標を立て、懸命のプレイに心がけ

た。余り大袈裟に考えず楽しく回れること

を感じつつ仲間とプレイすることです。ま

たゴールドマークから打つ余裕からかクラブが走ってい

る事も成績upにつながっていることが要因です。  
 

第176回社友会ゴルフコンペ 

（東映カントリークラブ、11月7日） 

一昨日の町民大会、前日の土砂災害チャリティキャン

ペーンの後でゴルフ場は貸切状態でしたので、すがすが

しい秋風の中、PLAYを楽しみました。でもグリーンは

少し難しかったようです。 

優勝 村上孝一さん 

約3年ぶり3回目の優勝です。今回は70歳

以上の先輩といいスコアを出そうと一生懸

命パーを取ることだけに集中した結果が好

成績につながったと思います。無欲の中で

の優勝です。ただ、毎日の練習(50ヤード

近辺)及び登山・竜王山ウォーキングの体作りが功を奏

した事も自分を褒めたいと思います。 

準優勝 矢野隆志さん 

お天気とメンバーに恵まれやっと来年の

チャンピオン戦の権利が取れました。長き

にわたり練習場で松見・藤原両氏に技術

面・精神面の指導を頂いた成果だと思って

います。ホントに鍛えられました。あと

は、今年最後のコンペを優勝で飾りたいと思っていま

す・・・が。  

第3位 廣瀬勇さん  

最近は毎回会費を納めるだけで、全く見

返り無しでしたが、今回はほんの少し回

収出来て、何時も“下手はもう、いい加

減止めたら？“と毒づく妻に外で食事を

ご馳走出来て喜んでいます。古希を過ぎるとゴールド

ティーから打つとは言へ力のない球はグリーンまで遠い

ですね。皆さん何とかなりませんか？  
 

 第177回社友会ゴルフコンペ 

（安芸カントリークラブ、12月8日） 

徳島にも大雪をもたらした寒波の影響で、とても寒い1

日でした。朝はグリーンにナイスオンしても、奥にはね

たりして、とても難しく、マネジメントが重要でした。

でも元気でゴルフができることに感謝です。  

優勝 伊野部哲夫さん  

今回のコンペは寒く、南国育ちの自分に

とって厚着で身体も思うように動かず苦戦

しました。特に最近調子の悪いドライバー

がポイントで、方向性重視のスイングを心

掛けいつも多く出るOBの数も最終ホール

の1個で収まり、なんとかなりました。来年3月のチャン

ピオン大会の優勝を目指し、頑張りたい。  

準優勝 堀雅晴さん  

年内に、何とか入賞出来たのは良き先輩を

含め良きパートナーのお蔭と思います。年

齢とともに、飛距離のダウンを感じてか

ら、ホーム改造と発想の転換を始めて、

やっと実を結んだのではないかと思いま

す。ですから、来年はかなりの躍進が出来るものと内心

思っています。  

第3位 中下忠良さん  

2名のLowハンディと同伴してスタートは

少し緊張もありましたが、OB1個あるもの

のパー3ではニアピン賞は取れませんでし

たが2回旗を立てました。又グリーン周り

の寄せが良かった事がスコアを大きく崩す

ことなく満足な出来ではありませんが、来年も元気でラ

ウンドしたいと目標持って参加したいと思います。  

 

後半は寒さが厳しいコンペとなって                            末沢 公彦 ゴルフ 
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 平成26年2月から今年の釣りが始まりました。1年の釣

りカレンダーは2月～4月はメバル、5月～7月はアジ、9

月～10月はイイダコ、そして11月～1月は太刀魚です。 

 まずメバルですが昼のサビキ釣りは数は釣れましたが

型が小さいのが多かったです。メバルは12月に産卵しま

す。産むのは卵ではなく稚魚を産みます。そして2月頃

から釣りが始まります。多い人で30匹～40匹釣れまし

た。しかし大型を狙うのでしたら半夜釣りです。4月の

半夜釣果はおおい人で20匹でしたが30センチも釣れまし

た。結論は昼は小型、夜は大型でしたが、まあまあでし

た。２７年の大漁を期待します。 

 次はアジです。5月～6月は流し釣りです。7月はアン

カー釣りです。ポイントが佐田岬の伊方原発の近くです

から、行きに2時間を要します。料金も1万2千円ですか

ら、なかなか行けません。6月に1回いきましたが、波高

く難しい釣りになりました。40センチを含めて20匹でし

た。伊方原発が中止しているので温水が流れなく近くま

で来ないとの声もあります。27年はどうでしょうか。 

 今年も多度津沖へイイダコ釣りに9月20日に行きまし

た。前にも

書きました

が最近のイ

イダコはな

かなか釣れ

ま せ ん。3

年前でした

ら 一 人 が

200匹 は 釣

れていまし

たが、今年

は半分の100匹でした。仕掛

けもいろいろと工夫をして

いますが、どうして少ない

のかよく解りませんが、だ

んだん数が少なくなってい

ることは間違いないと思い

ます。誰にも釣れて美味し

いイイダコです。今年も行

きたいと思います。 

 今よく釣れている太のは

刀魚です。今年は11月から

少し遠いですがよく釣れて

います。大島の近くとか松

山沖で釣れ始めました。今

は中島沖から豊島沖まで来

ています。一人で多い人は

30匹釣れています。私も3回

行きましたが、15匹～20匹

でした。太刀魚も釣りかた

が難しくなりました。前は

強い引きでしたが最近はな

かなか引きません。竿の先がすこし引くだけです。した

がい竿の固いものは当たりが取れません。柔らかい竿で

少しの当たりをとらえないといけません。餌もサヨリが

良いそうですが今どこにでもありません。イワシ、サン

マ、でも釣れますが数が釣れません。しかし多く釣る人

がいることは釣り方に課題があります。竿、餌、とさそ

いかたが問題です。釣りは楽しいですがだんだん難しく

なっています。これからも釣り方の勉強をして、釣りを

楽しみたい思います。 

釣 り 26年度の釣行を振り返って                                                                 川田 正勝 

 

 

   新規同好会の紹介     
               菊池 明夫 

今回は新規同好会として活動を開始、開始予定の同好会を紹介します。 

入会希望の方は社友会広島支部まで連絡ください。  

同好会名 活動内容（活動日・活動場所） 

歴史探訪 名所旧跡を訪ね親睦を図る 

11月に第1回目として竹原市の歴史探訪を実施 

次回の探訪先を検討中 

レコード鑑賞 

＆映画鑑賞 

聞きたい、聞かせたいレコードを持ち寄り、鑑賞会を行う 

11月、12月にレコード鑑賞会を実施   開催場所：社友会室 

今後、映画鑑賞の実施も検討中 

楽器演奏 身近な楽器演奏を楽しむ、楽器が無い人も参加可能、初心者には指導も実施 

11月、12月に練習実施   次回開催予定：1月16日（金）13：00～15：00 

基本活動日：第1第3金曜日 13：00～15：00 

活動場所：レクチャールーム（社友会室奥） 

カラオケ 大好きなカラオケを楽しむ 

基本活動日：第2、第4木曜日 12：30～15：30 

活動場所：カラオケ店“ビリーザ・キッド西条店” 1月8日より活動開始 

料金：1人/ｼﾙﾊﾞｰ扱い3時間利用で600円（ドリンク付き） 
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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。 

募集は2月を予定しています。 
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 広島土砂災害には、社友会の皆さんから心温まる多額

の義援金を拠出いただき誠にありがとうございました。

被災者になり代わり厚く御礼を申しあげます。また、全

国からのボランティアの皆さんに復旧活動にあたってい

ただきこれが被災者の大きな励みになりました。 

さて、私がこの災害で「見たこと」「経験したこと」を

以下述べさせていただきます。 

◆三入学区の自主防災会連合会長や避難所（三入小学

校体育館）管理責任者として、緊急事態に備えての心構

えは出来ていたのですが、大規模土砂災害が発生した8

月20日は、早朝4時前頃、豪雨の足音と雷の交互の爆音

に何度か眼が覚めるも、治山ダムが設置されており、熟

睡の常備薬を服用していたこともあり、初動反応が鈍っ

ていて「建屋が流されているようよ」との家内の興奮し

た声で慌てて外に出てみると、道路は、雨水と山水で

20cm位の水嵩で濁流となっており、近所の方と道路の

洪水対応、谷の排水溝が樹枝の流木の撤去に必死であた

る内、夜明け

となり、北側

の渓流の治山

ダムは、土石

流が谷止めを

越え流木と共

にMさんの別

宅を押倒し、

市道川東線に

流れ溜り軽四乗用車が埋まっていました。 

事前通報にて消防車が数時間後に救助にきていまし

た。南側の渓流の治山ダムは、幸い土石流をくいとめて

いました。後日、谷止抗に上がって見ますに、土石が半

分溜り流木の大木が15～6本浮いておりました。 

可部（三入）地区では平成11年度に北側の渓流に、平

成13年度に南側の渓流に、広島県の治山事業として１億

数千万円を費やして治山ダムを施工設置いただきまし

た。今回の土石流災害で、住宅が1軒倒壊し、2軒一部崩

壊、2軒屋敷の一部崩壊がありましたが、人災について

は、かすり傷一つなく不幸中の幸いだったとの住民の声

でした。仮に、北・南の両渓流に治山ダムが設置されて

なかったら、地区住民16軒の崩壊は免れなかったのでは

と住民皆さまは胸をなでおろしたものです。北側の治山

ダムは土石流をくい止めることが出来ず想定外の豪雨災

害となりました。 

・・・NHKテレビが私のところに早速取材にみえ、

【NHK広島放送局のお好みワイド9月11日（木）18：20

～18：25】で放映されました・・・地区住民が協力し

て、昼食抜きで朝5時頃から夕方4時半頃まで夢中で道路

の土砂（約20cm）堀りや駐車場の自動車を移動などに

あたり、夕方6時にやっと昼食をとり、その後、三入小

学校体育館へ避難者（約40名）の慰問訪問（お茶ボトル

1ケース48本持参）等で自宅の床に就いたのが夜中の1時

半。私は地域の世話係（三入地区社会福祉協議会会長、

三入下町屋町内会連合会会長）の立場から、管内（約

3,400世帯）を夕方にかけて見回り、被害の甚大さを改

めて思い知らされました。三入学区の被害は桐原地区と

下町屋地区が甚大でした。三入学区の被災状況は、死者

2名、家屋の全壊4棟、半壊6棟、一部損壊5棟、床上・床

下浸水165棟（納屋等は除く）。当三入地区は、避難指

示が災害の当日から、暫くの期間発令されましたが、私

宅が比較的安全な場所にあり、地域のお世話の事務的な

仕事が昼間は全くできず、夜間、我が家の書斎に張り付

き処理をせざるを得ない為、自己責任で避難対応。多く

の住民は、昼間は自宅及び周辺の復旧作業に当たり、夜

間は小学校の体育

館や親戚及び知人

宅に避難する生活

が1週 間 程 度 続

き、地区の誰もが

大雨注意報が出な

い限り避難指示に

従わなくなってお

りました。 

◆お世話役として、8月20日～26日の間は三入地区を

重点的に地域と区役所の要請調整任務。（8月23～25

日）3日間市道川東線の土石流木の撤去作業に伴う陸上

自衛隊〔隊員20名、、車両24台〕受け入れ対応。三入学

区の災害対策本部（ボランティアセンター）は、三入小

学校グランドに8月20日開設され、本部の立上げ及び中

心的役割は三入学区の自主防災会連合会並びに防犯組合

連合会の幹部の皆さんにお願い致し、私は地元の大地地

区の対応を優先の為、災害対策本部には8月27日～9月1

日に三入第一公園に災害対策本部を移転。～9月21日閉

鎖まで26日間常駐して災害対策本部長の補佐的役目に加

え、三入地区社会協議会会長として全国からのボラン

ティアの受付業務、被災者の心身のケア－の取次（看護

士、介護士、司法補佐）案内業務及びサロンの開催取

次、社協役員の当番の日程調整等にあたりました。災害

対策本部以外の

業務として、三

入小学校体育館

の生活避難場所

に、災害当日の

8月20日 か ら、

閉鎖になる9月9

日 ま で の20日

間、毎 夜8時 ～

10時、慰問激励に訪問しました。 

◆私事ですが、自分の家屋は直接災害に遭わなかった

ものの、初体験で、いろいろと気を使い寝不足が影響し

たのか体重が7kg減っていました。安佐北区地域を起点

にボランティ団体・NPO法人・学生ボランティア並びに

企業団体など総勢3,918名の方々が懸命に復旧にご尽力

されました。今回の災害に直面して感じたことは、リ

ハーサルの無い即本番対応であり、あらゆる事を想定し

た危機管理能力が問われること？ また反面 相互扶助

の精神と云うか、見返りを求めない、手弁当のボラン

ティアの皆様のありがたさ、素晴らしさを心中より痛感

したことです。  

                                           平成26年12月24日 

                  『広島土砂災害に直面して』             佐々木 和治 
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  おしゃべりする未来のスマホ  

 前回は「今どきの携帯電話事情…」を掲載致しました。スマホのことを少しでもわかってもらえたでしょうか。

今回は、昨年の秋以降の「AQUOSスマートフォン」に搭載された“エモーショナルパートナー”「エモパー」をご

紹介したいと思います。 

 今話題のロボット技術をスマホに組み込み、SFで見た未来を先取りできるのがエモパーです。時代の最先端を行

くこの新しい機能はネットで少しずつ注目を集めています。 

  ■話題のロボット技術をスマホにも 

    ■ネットで注目を集めるエモパー 

「エモパー」はお出かけの時には「雨が降るそうですよ、傘を忘れないでくださいね。」帰宅時には「今日は

沢山歩きましたね。」など、天気予報やスマホの機能と連動して、情報に気持ちをちょっとだけ添えて声や文

字でお話してきます。スマホは、使う人の能動的な操作に対して結果を表示してくれるのが普通ですが、エモ

パーを搭載していれば、操作していない時にもスマホが自ら話題を提供してくれます。しかも自宅の外や寝て

る間を避け、頻度も考えているので、邪魔になりません。この受動的で、絶妙な「空気読める感」が受けて、

購入者から「気になる！」など続々とご好評の声を頂き、ネットで注目されているのです。詳しくは「エモ

パー」で検索してみてくださいね。 

★★★ エモパー対応「AQUOS」スマートフォン ★★★ 

●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 

・今話題の格安スマホの一つ「楽天モバイル」から待望の国内メーカー製として、シャープのスマートフォン 

「AQUOS」が発売されました。エモパーは未対応ですが、防水やワンセグなど機能満載です。サポート体制 

 が充実している大手通信会社のスマホと、お得な格安スマホとで選択肢が広がりました。      

AQUOS ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ ﾆｭｰｽ Vol.2 

 今、ロボット技術が大変話題になっています。 

かつて誰もがSF映画等で見た家庭用ロボット、個人用

ロボットという未来は確実に近づいてきているのです。

シャープはお掃除ロボット「ココロボ」でこの分野に早

くから取り組み、人工知能「ココロエンジン」を成長さ

せてきました。そして今、様々な家電に応用し始めてい

るのです。「ココロエンジン」をベースにスマホ用に開

発した人工知能が「エモパー」なのです。 
お掃除ロボット 

ココロボ 

スマホ用人工知能 

エモパー 

「エモパー」で検索 

してみてくださいね 

ネットでもエモパー体験できます 
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広島支部行事予定 2015年1～3月 
 

1月28日 新春懇談会/定例役員会 

2月27日 定例役員会 

3月27日 定例役員会 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2014年10月1日～12月末までの入会者    敬称略 
 

若月 和博
わかつき かずひろ

 No.6287 通信ｼｽﾃﾑ事(本) 　総務部 

清水 廣和
しみず  ひろかず

 No.6288 通信ｼｽﾃﾑ事(本)　 ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ開発ｾﾝﾀｰ 

上野 義則
うえの  よしのり

 No.6295 通信ｼｽﾃﾑ事(本) CS推進センター 
 
 

   広島支部会員数 502名、2014年12末現在 

編集後記 ： 一人で担当していたhibiki編集に、強力な助っ人が登場しました。Y.U.さんです。今号は手始めに秋季

親睦一泊旅行(4～5ページ)を担当頂きました。斬新な構図で、素晴らしいと感じています。これからhibikiはまた

一味違った内容に成ります。益々ご期待ください。                        M.N 

  地 区 会 員 便 り  . 

 鳥取市の本陣山(標高250M)は、久松山(鳥取城跡、標

高263M)の東1.5キロに位置して、珍しく市街地に隣接し

た国有林の中に有ります。麓の鳥取東照宮の鳥居から山

頂までの遊歩道7キロは(管理道3.5キロは徒歩約30分)、

春は小鳥の声、夏は木陰の連続、秋は紅葉、散策のベス

トコースで、山頂からは日本一の池湖山池と鳥取市街

地、鳥取砂丘が一望できて、秀吉が本陣を置いたのがう

なずけます。又、このあたりは林野庁指定の鳥取自然休

養林となっています。 

昨年12月上旬、冬季の運動不足解消のため、時おり小

雪がチラつく中、歴史散策に山に登りました。山頂に着

くと時おり晴れ間がのぞき、その眺めは壮観であり、少

ない木の緑に白い雪が新鮮でした。 

本陣山は、天正5年(1577年)織田、毛利の対立から、

羽柴秀吉が中国攻めの総大将となり、天正9年(1581

年)、毛利方の山陰道最東端の居城であり、時の城主吉

川経家の篭城する鳥取城と対陣した際に、秀吉の本陣が

置かれたところです。当時この陣跡は一辺50mの方形状

で、土塁の高さは最大5m、周囲に空堀、櫓台を備えて

おり、434年前の陣跡であるのに、現在も尚確認できる

のは、希であり、国内最大級の史跡としてその規模が確

認されています。又、平成24年5月、市内桂見の山中

に、土塁が新発見されました。この土塁は、毛利方の背

後からの攻めを想定、秀吉が作らせたもので、規模は2

キロに続き、長大であることが、市の調査で判明しまし

た。 

因幡民談記によると、天正9年の攻城戦で秀吉は、兵

力2万余、陣城は70ヶ所を構築、鳥取城を包囲、毛利方

の海上、陸上の補給路を断ち、兵糧攻めを行ったと記さ

れています。この攻城戦は後に「鳥取の渴え殺し」と知

られ“ヤンマガKC(ヤングマガジンコミック)”の「ゼン

コク天正記］(宮下英樹著、講談社)にも連載されていま

す。又、秀吉公鳥取城攻め布陣図には、羽柴秀長、羽柴

秀次、宮部継潤(後の鳥取

城主)、蜂須賀小六、加藤

清正、藤堂高虎、浅野長

政、そして小寺官兵衛、

等等、武将を各所(鳥取城

下)に布陣させて、秀吉は

本陣山に信長公に出馬を

乞う為に居城を構築し

て、攻戦と誌されていま

す。 

この攻城戦はNHK大河

ドラマ軍師官兵衛では

カットされており，地元

ファンとしては大変残念

でした。 

 本陣山からの眺望は、史跡案内板を前にすると、旧時

を髣髴させ今なお当時を忍ばせます。 
 

鳥取へこられる機会あれば是非一度本陣山に登ってはい

かがですか?歴史ファンなら大満足うけあいです。 
 

★因幡民談記―貞享5年(1688年)江戸時代の学者、小泉 

       友賢が著した因幡の国の地誌 

「本陣山に登る」               

                                     山陰地区委員長  山澤 純一  

本陣山から久松山と市街地 本陣跡縄張図 

 

秀吉本陣土塁 


