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「Flower Line」 山口県岩国市錦町           吉岡 嘉之さん撮影 

 1面 社友会・紅葉会合同定期 
   総会のご案内 
 2面 春夏秋冬 役員会だより 
   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 
   2015年新春懇談会開催報告 

 6面～13面 
   HOW DO YOU DO 
13面 秋季親睦一泊旅行案内 
14面 社会貢献活動ニュース 
   広島支部日直当番表 
15面 AQUOSスマートフォンニュース 
16面 地区会員便り（山口地区） 
  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 

主 要 記 事 

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

     社友会・紅葉会 合同定期総会開催のご案内 
 

 広島支部“社友会・紅葉会合同定期総会”を下記の通り開催致します。 

・日 時：平成27年5月22日（金） 10:30から14：30（受付10：00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：10：30～12：00 第1部 定期総会 

     12：00～14：30 第2部 懇親会 

・会 費：1,000円（昼食弁当・お茶） 

・年会費：当日、会場受付にて徴収させて頂きます。 

  社友会 平成27年度分 3,000円 

  紅葉会  同上    1,000円 

・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。 
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シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2014年度通期） 
 

2014年度通期実績をご報告いたします。 

2015年度もシャープ製品購入実績を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。 

 

 ＜広島支部会員累計実績＞                                  単位：円 

 花咲き乱れる4月、陽気も良くなり、動きやすい季節

となりましたが皆様方如何お過ごしでしょうか。 

私たちが盛り上げてきたシャープ（会社）が今、大変厳

しい状況にあります。我々と共に会社発展に尽くしてき

た若い仲間たちが今、会社再建に向けて頑張っていま

す。会社あっての社友会です。我々OBは会社運営に直

接関与は出来ませんが、会社再建にはバイシャープ・セ

ルシャープと言う手段での関与は大いに可能です。 私

共広島支部も一昨年よりバイシャープ運動を重点テーマ

として取組んでおり、平成25年度は約2,100万円、平成

26年度も2千万円を超す勢いで推移しており、 この運

動をもっともっと深化させて行く事が会社再建の一助に

なると考えております。 

このバイシャープ・セルシャープを深化させるために

は、OB各位の周りのご親戚、ご友人等への働き掛けに

止まらず、もっと広い範囲までセルシャープの活動を広

めて頂き、今の世相、今ユーザーが持っている生のニー

ズ収集により商品開発へのフィードバックも行えるので

はと思っております。シャープには良い技術を豊富に有

していると思います。 ユーザー目線で隠れている技術

の引き出しにもお手伝いが出来るのではないでしょう

か。私も、先日発売された振り込め詐欺防止機能付き

FAXを購入致しました。この商品も、今の世相に対応し

た商品ではないでしょうか！ 

シャープにも早く春が訪れるよう、みんなで盛り上げよ

うではありませんか！！ 

秋 春 夏 冬 
                              「今こそ社友会挙げて応援しよう！！」  
                                             副支部長  中西 康憲  

 役員会便り          事務局長 松見 弘  

 

※ 2015年新春懇談会実施： 

  1月28日（水）参加者93名 多数のご参加有難うご

ざいました。 

 

※ 春季親睦日帰り旅行について： 

  すでにご案内の通り、4月10日（金）に実施しま

す。 

 （今回は山口地区企画により実施します。） 

 

※ 2015年度広島支部定期総会について： 

  本年度の定期総会は5月22日（金）通信システム事

業本部、多目的ホールにて開催を予定しておりま

す。別途案内をさせて頂きますので、都合をつけて

多数の参加をお願い致します。 

        

※ 2014年度「バイシャープ運動」実績について： 

  昨年4月から今年の3月末までの2014年度「バイ

シャープ運動」の実績は、下表通りの結果となり

ました。ご協力本当に有難うございました。2015

年度も引き続き運動を続けて行きますので、実績

報告宜しくお願い致します。  
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■1月31日 ゆうゆう会第1回世話人会（新年会）開催: 

 福屋駅前店11F京料理店「濱登久」へ男性世話人11名

全員参集。昨年度の「ゆうゆう会第11回クルーズ総会

懇親会」の反省会を兼ねて「新年賀詞交歓会」を実

施、食卓を囲み、健康を祝して交盃しながらH27年度

総会懇親会の開催会場・開催日、世話人会開催日程等

を審議（当開催報告は支部HPのOB会ニュースにて公

開中） 

■2月13日 ゆうゆう会ウォーキングクラブ新年会開

催：佐伯区「天然温泉 ほの湯」へ男性会員10名・女

性会員2名参加。鍋を囲み、元気な再会を祝して乾

杯、和気藹々に交盃、近況等情報交歓を行い、今年度

の行事予定（4/5海老山公園花見会、4/19極楽寺山山

開き、6月しまなみ海道ウォーク、8/2アルカディア温

泉/バーベーキュウ大会等）再確認、最後に全員の本

年 の抱負表明をいただき、大いに親睦旧交を深め

て、年男の堀さんの一本締めにて散会。 

■2月23日 ゆうゆう会ウォーキングクラブと社友会・

山歩会、合同「新春宮島弥山」登山実施：昨年の鈴

峯・鬼ヶ城山、登山に続く第2弾として「2月度 極楽

寺山合同登山」の実現を目指して、ゆうゆうウォーキ

ングクラブと山歩会の関係者にて情報交換の上、天

候・積雪・凍結等を勘案、「宮島弥山登山」に変更、

（東広島13名＋広島3名）16名参加にて実施。 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

 特に報告事項ありません。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

 特に報告事項ありません。 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

■今年は例年4月に有志で行っていた花見をやめて社友

会の春季日帰り花見旅行に変えて実施します。又今年

は3年ごとに実施している山口OB会の開催年です。 

 7月4日に下松健康パークにて行います。50名の参加を

予定しています。会員のみならず山口で在籍した人の

参加を広く募集します。それに伴い準備委員会を5月

に行います。よろしくお願いいたします。 

 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

 定例のゴルフコンペ、昨年は天候の関係で2度中止と

成り10回の開催と成りました。今年は更に活発に開催

出来る様にと企画しております。 

■1月21日 ロイヤル高松CC（綾歌郡）13名4組で実施 

 優勝；十河さん（賛同）第2位；稲西さん（賛同） 

第3位；三好さん（会員）尚、同時に昨年度のチャン

ピオン大会（昨年月度優勝者）も兼ねて行いました。 

 優勝；稲西さん（賛同）第2位；三好さん（会員） 

第3位；吉田さん（会員） 

■2月25日 志度カントリークラブ（さぬき市）16名 

4組で実施 

 優勝；井上さん（OB）第2位；宮林さん（OB） 

 第3位；稲西さん（賛同） 

■3月は19日高松カントリークラブ（坂出市）にて実施

予定です。 

 徳島の営業拠点が移転しました。約半世紀に亘って 

 活動した場所から移転営業しております。 

 （新住所）徳島市問屋町115 和合本社ビル 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

 暖かくなった3月から活動を再開いたしております。 

■ゴルフを楽しむ会 3月24日～25日四国シリーズ 

 （福山事業所OB四国在住者と連携） 

 4月末恒例の春のゴルフの会予定 

■4月7日 恒例の春の花見を開催いたします（福山城址

で花見その後近くの居酒屋で懇親会） 

■SFOBP山歩きの会 4～5月の計画 

 3月20日 貝堀を楽しむ（笠岡神島見崎） 

 3月21日 100山を歩く 

 （今回は北条早雲の発祥の地、高越山城跡） 

 3月31日 青春18きっぷで行く土佐くろしお鉄道に乗

る旅 4～5月予定 岡山鷲羽山、王子ヶ岳、真鍋島散

策、高島散策等 

 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

1～3月は特に報告事項ありません。 

地区役員報告      企画担当幹事 金國 信太郎 
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2015年新春懇談会開催報告 

 開催日時 2015年1月28日（水）10：00～14：00            開催場所 通信システム事業本部 多目的ホール 

 参 加 者 93名（ 社友会 82名 紅葉会 11名 ） 

 本部年賀会及び懇親会での御手洗会長（社友会）、奥田会長、高橋社長のご挨拶をDVDにて視聴する形式で、長

谷川常務、千田部長、阿部執行委員長ご臨席のもと松見事務局長の司会により開催しました。 

又、本年は伊藤超短波株式会社の家庭用超短波治療器紹介と東広島市福祉部健康増進課より特別健康講座骨そしょ

う症予防及び骨密度測定を実施しました。 

 

東支部長 
 

 昨年は大きな土砂災害

が発生し会員の皆様に義

援金募集したところ２７

９名の方に賛同いただき

支援金として中国新聞を

通じ寄付させてもらいました。 

 本年度広島支部の重点活動をhibiki（新春号）にも載

せていますが、 

①同好会の活性化を図ってまいります。 新規同好会

（音楽鑑賞/楽器演奏/歴史探訪等）の立ち上げ予定。 

②タイムリーな社友会情報とシャープ情報の提供。 

③新入会員の加入促進。 

④シャープ応援・シャープ製品購入運動の展開、特 

 にスマートフォンの拡売（使い方教室開催検討）。 

⑤健康作りの応援・・・ 今回実施した様な健康講座、 

  家庭用医療機器の紹介等実施。 

⑥地区支援・地区親睦支援・・・定例的に活動してい          

 るものは、同好会として認め援助金も出していく。 

⑦社友会室のリフレッシュ・・・サロン風に改造し 

 心地のよい居室にしてゆく。          

⑧“さん”づけ運動の展開・親しみやすい社友会・同好

会にしてゆきたい。 

 

 

 長谷川常務 
 

 日頃のバイシャープ

活動への感謝の言葉と

現状新聞等で報道され

ている様に経営状況は

非常に厳しい状況す。 

  

 通信事業本部は新聞

で報道されている様な赤字ではない。今後は円安の影響

もありかなり厳しく成って行くと想定した事業展開が必

要である。 

 
   
 

阿部執行委員長  
 
 厳しい状況から脱却

しつつあり、一人ひと

りが前を見て与えられ

た課題を解決し、自ら

考え行動していく社員       

を育てたい。 

 

            

 

                 次ページへ ⇒ 

 

                   

 

 

   東支部長挨拶   長谷川常務ご挨拶 

 

 阿部執行委員長ご挨拶 

 シャープ社友会広島支部・紅葉会 新春懇談会 
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   新入会員の皆さん 菊池幹事・同好会活動報告 

 慶祝者の皆さん  田井幹事・春の旅行説明 

 福山地区委員長より、地区活動報告があり、2012年5月に発足し31名で活動して 

いる。活動は、花見/納涼会/忘年会/年2回のゴルフ大会/おもしろクラブでの山歩

き等実施している。ただ参加率が30％位で今後高めてゆきたい。又、手作りで会報

の発行を行っている。 

←活動報告・星野福山地区委員長 

 健康機器紹介 

 伊藤超短波株式会社様より健康機器の紹介があり、シャープは、健康関連事業

に事業展開をしています。 

 伊藤超短波にて生産している超短波機器をSEMCを通じ販売しています。病院

で使っている機器を家庭用に改善し販売、この機器はスポーツ選手が多く愛用し

ています。 
 
 皆様の健康管理に活用してください。 

 東広島市福祉部健康増進課により、懇談会参加者の中

から40数名が骨密度測定を受け測定結果をもとに、同市

の保健師 山中様より結果の見方、骨そしょう症の予防運

動や食事の採り方等の指導をうけました。 

 渡邊副支部長より、今後更なる発展を祈念し、三本締め 

にて閉会しました。           

   （広島支部ホームページに写真等掲載しています。） 骨密度測定・予防運動 

 新入会員の参加は、

若月さん、上野さん、

紅葉会の平賀さんの3

名（写真左より）で、

代表して上野さんより

近況報告がありまし

た。 

 昨 年 よ り ア ン

ケート調査を実施

し、歴史深訪/楽器

演奏/カラオケ/映

画鑑賞会の4つが新

しく活動を始めま

した。 

 慶祝者（古希）の参

加は、別処さん、黒田

（隆）さん、奥村（正）

さん、稲生さんの4名

（写真左より）で、代

表して別処さんより近

況報告がありました。 

 春の日帰り旅行

は、山口地区が企

画し、長門地区の

青海島周遊/山口香

山公園の桜見物を

企画しました。 

（実 施 日 ：4月10

日） 

食
事
を
し
な
が
ら
の 

歓
談
風
景 
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 3月15日に全線開通した東広島呉道路（東呉道）国道375号線で、3月7日

東広島市の馬木インターから黒瀬インター間の8kmを披露するイベントが

有った。あるこう会41名が参加、生憎小雨が降って気温5度と寒い日で

有ったが、市民たち約5,200名が道路を歩いて見学をした。マラソンの元オ

リンピック選手の尾方剛さんもゲスト参加、ジョギングを披露した。ある

こう会会員は保々一丸となりスタートした時点で、蔵田市長と出会い一緒

に記念写真を撮影する事が出来てラッキーで有った。その後体力に合わせ

てウォーキングした。道路は山腹の高所に有り、市街の景観を楽しみなが

らウォーキング、眼下には新幹線のぞみ号走行が見える絶景ポイントが有

り、シャーッターチャンスを狙う人で賑わった。 

 コース内に2つのトンネルが有り、馬木インターに近い馬木宗近トンネル内（290m）で、雨を避けて昼食が出来

て良かった。しっかりメンバーは馬木インターから折り返し、同じ道路でも、逆方向を歩くと景色が異なり、楽し

く往復16kmのウォーキングを堪能した。イベント会場では当地グルメ・特産品を販売、ステージイベントでは楽

器、和太鼓演奏、等で賑わった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に記念餅まきも有り、自動車専用道路の為、開通後は二度と歩けないコースで記念に残る楽しいあるこう会が

出来た。東呉道路は自動車専用道路で、通行料は無料です。東呉道路概要：全線距離は山陽自動車道高屋ジャンク

ション⇔阿賀インター32.8km工期：平成2年計画開始～平成27年全線開通・・・総工事費：1,825億円 

あるこう会          東広島・呉自動車道全線開通記念イベントコース 

                        「とうくれ フリーウォーキング」へ参加        増田 隆治 

第一期 １回目のウォーク 平成１９年１１月 上三永IC⇔馬木IC開通 

第二期 ２回目のウォーク 平成２２年 ３月 上三永IC⇔高屋JCT開通 

第三期 ３回目のウォーク 平成２４年 ４月 阿賀IC⇔黒瀬IC開通 

第四期 ４回目のウォーク 平成２７年 ３月 黒瀬IC⇔馬木IC開通 

 

小雨の中のウォーキング ウォーキング16km完歩 

金剛トンネル（500ｍ） 

馬木宗近トンネル（290ｍ）で昼食 

新幹線の眺め 

蔵田市長と記念写真 
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 早いもので絵手紙同好会は発足以来11年目になりま

す。これは、ひとえに発起人としてご尽力いただきまし

た川田正勝さん・リーダーの丸山紀夫さん・同好会各位

のお蔭と感謝しています。また、これまで当会を陰に陽

にご支援くださいました皆様方にもお礼を申し上げま

す。本当にありがとうございました。 

 扨 3月2日から31日まで、広島銀行八本松支店様の

ご協力のもと、全員参加のミニ作品展「木漏れ陽展」を

開催いたしました。市民ギャラリーとは違ってスペース

が大変狭く、出品作を全部展示するのに苦労致しまし

た。以前の反省点より落款を見ただけでは、誰の作品か

わかりにくいと云う声もあり、今回は出品者を一覧表に

し、名前の横に使用した落款を押して掲示しました。こ

れにより一目瞭然、作者が解るわけです。 

 展示された作品はまさに十人十色で言葉の表現・絵の

描き方など個性が溢れ、みんないいものばかりでした。

また来店者には時間待ちの間みていただき、大変好評

だったときいております。 

絵手紙で大切なことは、技術を学ぶことではなく、心

を育て想いを豊かにすることです。そのためには日頃か

ら他の絵手紙展をみたり、書道・絵画など良いと思うも

のを数多くみることで感性を磨き、表現や描き方の参考

となるような貪欲さも、もつことです。そのほか、日常

の生活の中で見聞きする感動的なことばを書き留めてお

き、これを使います。このように自分なりに出来ること

からやってみるのも良いでしょう。 

 例会は毎月第4土曜日10

時から社友会室で開催して

います。絵心がなくても大

丈夫です。いつでも、どこ

でも描いて楽しい・貰って

嬉しい絵手紙です。へたで

いい、へたがいいを体験し

てみませんか？ 

会員一同、皆様のお越しを心よりお待ちしています。  

絵手紙       絵手紙同好会                                           迫谷 富子  

 

歴史の島 宮島弥山（535ｍ） 登山                           新川 昭雄  

 第42回例会は、広島地区の企画で宮島弥山を2月23日

実施した。岩崎会員[宮島パークボランティア会員]の案

内で要害山にてルート説明、準備体操をして総員16名

（女5名 男11名）は10時登山スタートした。40分の歩

行で「博奕尾」到着日本三大奇襲の一つ（1555年、主君

大内義隆を殺した陶晴賢を毛利元就が敗死させた戦い）

である舞台に思いをはせながら急坂を上り、宮島ロープ

ウェー榧谷駅の下をくぐり楽しい昼食の岩場に到着す

る。食後12時15分に弥山に向かう、くぐり岩を抜け 弥

山頂上(353m)広場に13時到着、展望台より瀬戸内海を

臨み13時45分下山。道標の丁石を確認しながら手つかず

の弥山原始林と鹿の姿を楽しみながら駒ヶ林を抜け石階

段のつづら坂を下り一枚壁の石山や巨大岩をながめなが

らの下山になる。総時間6時間 総距離約12km 歴史と

健康を体感する登山であつた。  

山歩会 

博奕尾ルート登山 博奕尾ルート登山  弥山山頂岩場より下山  大元公園ルート下山  

宮島弥山山頂 宮島厳島鳥居 
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 天候不順により、当初計画より3日ずれの2月13日～14日に開催した九州撮影行（谷水 記） 

「花は霧島～煙草は国分～燃えて上がるは桜島～」でお馴染みの南九州に行ってき

ました。猫の目のように変わる天気予報に当初予定した撮影日を変更した為、有志

5名による撮影会となりましたが、幸い、2日間共好天に恵まれ絶好の撮影日和とな

りました。 

初日は鹿児島県霧島市まで一気に南下し時折1,000メートル余りの黒煙を上げなが

ら爆発を繰り返す桜島を背景に夕日に赤く焼けた黒酢の壷畑に感動しながら暫しの

間の夕景を楽しみ、夕刻、出水市に移動。 

出水平野は約15,000羽のツルが毎年11月頃、越冬のため渡来し2～3月には繁殖地

のシベリアに飛び立って行きます。 

今回は1月下旬から始まったマナヅル、ナベヅルの

北帰行の群れを狙って早朝から日の出と共に 塒
ねぐら

から

飛び立つツルを待機し、朝日に舞う数え切れない程

のツルの大群を高速シャッターで連写。まるでヒッ

チコック映画「鳥」を見ているようでした。その

後、行人岳山頂に移動し上昇気流を掴むと旋回を始

めて一気に上昇し一路、繁殖地のシベリアに飛び立

つマナヅルのファミリー群に感激し夢中でシャッ

ターを切りました。 

帰路、夕景が素晴らしい長崎県佐世保市の九十九島に

立ち寄り多島美の夕景を堪能。2日間の走行距離は実

に1,500キロを超える強行軍でしたが、参加者全員の

運転交代対応により事故もなく楽しい撮影会となりま

した。 

 

一時は中止も覚悟した山焼き撮影  （中西 記） 

2月15日、定例撮影会を秋吉台で行なった。 

今年の「秋吉台野火の祭典 夜の山焼き」は開催の 

2日前に山火事と言うアクシデントが発生し開催が危ぶまれたが、関係者の努力により何とか予定通り開催された。

秋吉台の山焼き撮影は初めてという会員の為に、現場で撮影条件（カメラ設定）をレクチャーする時間も設けまし

た。今年の秋吉台は山火事が発生するくらい乾燥していて、午後7時 ボランティアを含む数十人が松明を持って山

に入り着火されると一気に燃え広がり、約40分位で予定していた地域（秋吉台展望台前の山 若竹山一帯）の草が

燃え尽きた。  

写そう会          天候不順やアクシデントを乗り越えて                中西 康憲  

桜島を背景に黒酢の壺畑 

行人岳山頂での記念写真 
朝焼の出水平野-北に帰るナベツル 

秋吉台展望台での記念写真 燃え上がる若竹山（合成） 

 1月～3月の活動は華やかとは行きませんが地道にしっ

かり前進しています。人数が少ない為、写真でみると寂

しい感じも受けますが真冬でも教室は熱気でムンムンし

ているように感じます（はっは？）！情熱は誰にも負け

ません（ウッシャァ！）最近は「タンゴ」と「ルンバ」

を教えて頂いています。個人的な感

想ですがタンゴは格好がちょっと恥

ずかしい感じでした。でも踊ってみ

ると、とても楽しく踊りやすいので

今では好きな踊りです。ルンバは

チャチャチャをスローにした感じで

簡単なように思えますが、思ってい

る以上に難しいように思います。ど

れもこれもやればやるほど駄目な所

が出て未熟さを痛感します。一度出

来ていた所も出来なくなったりする

ので何事も年数と努力と少しのセン

ス、それに何度も何度も同じ事を練

習する事これが一番大事な事

なのでしょう。 

私のようなせっかち姉やは

「忍耐」と言う言葉をモッ

トーに練習に励むよう努めて

行きたいと考えております。

元気があればなんでも出来

る！ダンス部員も年々年を重

ねていっています。元気だけ

では何でも出来る年では

なくなってきています、

でも毎週元気な顔を見る

事が出来るのは一番の宝

だと思います。 

ダンススポーツ                1月～3月の活動                        中根 美鈴      

ルンバ指導 ワルツ 

タンゴ指導 
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 木工を中心に創作の喜びと技能の向上を目標として、

ものづくりを楽しんでいる中、今回は、孫のおもちゃづ

くりとして、自然に優しく、釘を使わない加工手法で、

木肌がもつ優しくて、温もりのある、個性的で、こだわ

りのある作品づくりを心掛けて来ました。おかげさま

で、数多くの作品を作ることが出来、孫からも、じぃじ

の作ったおもちゃとして大変喜んでもらっております。 

その中で、孫へのおもちゃとして、作成を致しました作

品の一部を紹介いたします。 

キッチンセットは、対面式キッチン

として遊べ、お子様と一緒に楽しめ

るようにと作成、皆さんにも大好評

で、累計で7セットを作成致してお

ります。カタカタは音が鳴る打木の

所を浮かし木琴構造として響きある

音色が出るようにしております。 

アンパンマン椅子と2人椅子は孫2

人が揃って座れるようにと作成して

おります。おしゃぶりは直接口にす

る為、自然木にこだわり作成。チョ

ロQは色を変え全30車両を揃えまし

た。更に、くるま①は重量750ｇ

と、少し重量感のある、手になじむ様に仕上げておりま

す。 

 

作品作成には、各種の電動工具を使い加工を行っている

ため、くれぐれも不注意等で怪我をしない様に、慌て

ず、危険予知を行い、安全第一で、更に作品を増やしな

がら、楽しみたいと思っております。  

ものづくり         孫のおもちゃづくり                    古賀 誠次郎  

キッチンセット  

◆2015年新年ランチアイボール 

毎年恒例の新年ランチアイボールを1月10日に開催しました。自宅からモービル

カーでQSOして、東広島市河内町宇山のさわやか茶屋でそば定食を食べながら、

和やかに無線談義を交わしました。今回は業務用パワーブースターの紹介と、各

局が設計製作中のオートアンテナチューナー、7MHzパワーブースターの紹介があ

り貴重な情報交換が出来ました。 

 

◆エコーリンク（EchoLink）QSO移行 

昨年までインターネットを介してeQSOシ

ステムを利用して、オールシャープアマ

チュア無線局と定例交信を開催していまし

たが、サーバーの利用が出来なく成り、エ

コーリンクシステムへ移行しました。この

システムは無線機に接続する事が出来る特

徴が有ります。インターネットに接続され

たコンピュータとアマチュア無線機をイン

ターフェースによって接続し、電波の届く

範囲内に存在する他のアマチュア無線局が

DTMF操作等により、世界中のEchoLink局

に中継し接続するシステムです。 

 

2015年新年ランチアイボールとエコーリンクQSOへ移行        東 秀次 アマチュア無線 

カタカタ アンパンマン椅子 

2人椅子 おしゃぶり チョロQ 

くるま① 

くるま② 

オートアンテナチューナー 業務用パワーブスター ７ＭHｚパワーブースター 

参加局（JA3DBM/JA4CJU/JR4PDP/JN4TMX/JA4AZC/JA4DPL) 
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3月20日（金）、社友会ゴルフ同好会コンペを賀茂カ

ントリークラブで開催いたしました。このコンペは、今

年最初の開催ですが、H26年度の最終大会でもあり、グ

ランドチャンピオン戦も合わせて行いました。前日まで

に雨も止んで、当日は絶好のゴルフ日和で、とても暖か

く、皆さんも久しぶりのプレーを楽しまれたことでしょ

う。又、H26年度グランドチャンピオン大会は前田訓さ

んが見事チャンピオンの栄誉を獲得されました。おめで

とうございます。尚、今後の予定として4月にはH27年

度の最初のコンペ（第179回）を4月3日(金)宮島志和カ

ンツリー倶楽部で開催いたします。このゴルフ場は桜が

綺麗で有名です。今年の桜の開花はいかがでしょうか？ 

又、5月12日(火)に第180回の区切りの大会を東映カント

リーで開催いたします。賞品を奮発いたします。多くの

ご参加をお待ちいたします。社友会のゴルフ同好会では

年10回を（1・2月は自主トレ期間）コースに変化をも

たせながら開催し、会員の健康と親睦、そしてゴルフ技

術の向上を目指しております。皆さん冗談を言いながら

も、熱心なプレーでゴルフを楽しんでおります。新入会

員を歓迎いたします。 

*グランドチャンピオンとは年度で優勝と準優勝した者

に権利があり、年度末のコンペで最高位の者 

第178回社友会ゴルフコンペ（賀茂カントリークラブ） 

《一般戦》 

優勝 末沢公彦さん 

社友会ゴルフ同好会に入会以来、苦節8

年、日ごろの地道な努力の甲斐あり、初

めて優勝いたしました。とてもうれしい

です。バンザイ、バンザイ、万歳！今日

は昨日の雨でコースが少し濡れており、アイアンがダフ

ラないよう、上から打ち込む感じではなく掃くようにス

イングに気を付けたのが、良かったと思います。グロス

85は一応ベスグロ（松見さんと同じ）でもあり、永遠の

ライバル前田さんにも勝利し、二重の喜びです。 

準優勝 神原良治さん 

ハンディキャップとメンバーに恵まれ、2位

に入賞することが出来ました。 

今回は、さらにOBだと思ったボールがコー

スのおかげでセーフになるなど、幸運もあ

り、おかげ様で2位に入賞することが出来ました。これ

からも、適度に練習を重ね、皆様の足を引っ張らない

様、努力を重ねて参りたいと思います。ありがとうござ

いました。 

3位 前田訓さん 

グランドチャンピオン戦と重複のため下記 

《グランドチャンピオン戦（GP戦）》 

優勝 前田訓さん 

3月20日寒かった冬を吹き飛ばす好天。 

名門賀茂カントリー。申し分のない舞台

で、はからずもグラウンドチャンピョンの

栄誉に輝き、本人もビックリ！ スタートに

当たり、左OBラインを怖がらず、思いっきり腰を回す

事を心がけた結果、今回の好結果につながったと推測。

いつもの悪い癖の手打ち、引っ掛けが殆ど出なかったの

が良かったです。これからも精進して参ります。 

ゴルフ同好会報告                                     末沢 公彦 ゴルフ 

 

 

 

テニス同好会が発足して2年が経過しました。発足した

当初はメンバーのほとんどが初心者で基礎練習に重点を

置いていましたが、今では全員がダブルスでの試合形式

の練習が出来るまでに腕を上げ楽しんでいます。練習へ

参加する人員も数名のこともありましたが、現在では十

数名が参加した週もあり、複数のコートを確保して練習

をしています。 

ここで練習の内容を紹介します。 

1) 準備体操で体をほぐします。 

2) ミニストローク （一度に6人がコートに入りサー

ビスライン上で打ち合い体を温めます。） 

3) ストローク＆ボレー等の基礎練習 

4) サービス練習 

5) 試合形式のダブルス実戦練習 

腕に自信あるメンバーは、シャープ現役

のクラブで行なわれる紅白戦に参加した

り、合宿等を実施しさらにレベルアップ

を図っています。 

以上、メンバー全員怪我なく楽しく行っています。 

皆さんテニス同好会に参加し、体を動かしてみません

か。東広島運動公園テニス7番コートに毎水曜日の10時

に顔を見せてく

ださい。 

 発足して２年                         児玉 義雄       テニス 
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平成あそび隊               平成27年度の新年会を開催               松岡 良明 

鍋に伸ばす手を暫くとめて ハイ 記念写真 

今シーズン初のメバル釣りです。 

2月23日（月）朝6時半に安芸津港発です。今回の参加者

は11名でした。 

1月に太刀魚のシーズンが

終わりました。今年の太

刀魚は良く釣れた方で、

多い時は一人25～30匹釣

れましたし型もよかった

です。今日のポイントは

大島沖で、情島付近をメ

インに探るそうです。今

年のメバルは、型は小さいですが数は釣れているとの情

報です。8時頃から釣りスタートです。 

メバルは環境に左右されやすい魚で、同じポイントでも

昨日釣れたから今日も釣れるとは限りません。 

その日の天気、潮の流れ、仕掛け等により釣れるときと

釣れない時があります。特に型のいいメバルは難しいの

です。 

 今日の潮は中潮、天気は曇りで、いわゆるメバル日よ

りです。さびきは船長が用意してくれました。水深は30

～50メートルで、重りは25号、釣り開始です。 

海底に重りがついたらゆっくりと上げます。2メートル

位上げたら戻してまた上げ、その繰り返しです。上げる

のはメバルを誘うのと海底の深さを見るためです。いき

なり当たりで竿先が持って行かれます。メバル釣りのこ

れが醍醐味です。大きい型でしたらゆっくりと巻きあげ

ますが、中、小型の時は追い食いをさせます。メバルは

針にかかりますと、腹の中にある食べ物を口から出しま

す。それを近くにいたメバルが食べます。そのために1

回で2～3匹釣れるので

す。 

今回のメンバーさんはな

れたもので1回で多い時

は4～5匹を釣りました。

型は全体に中型が多くて

おおいに楽しめました。

時々25センチ以上が釣れ

ますとバラさないか心配

しながらの釣りです。 

今日の一番の問題はお祭りが多いことです。お互いの仕

掛けが絡みあいます。潮が速い時はその回数が多く、仕

掛けを直すのが時間を要します。その時他の人が釣り上

げますとイライラします。 

 午後4時に納竿です。他の船は1時位に終わりですが、

晴光丸はいつも残業で4時くらいまで釣らしてくれま

す。今日の釣果は一人20～30匹でした。型は中で食べ頃

サイズが多かったので満足でした。3月、4月もメバルで

す。釣りに行きませんか。 

釣 り       メバルの初釣りです                                                         川田 正勝 

 

 

 

 
 

 平成あそび隊は、2月18日に参加者13名で27年度の新

年会を行い、26年度の会計報告と27年度の活動方針など 

を提案した。 

 

 26年度は、俵山温泉から角島灯台のバスツァーに参加

したこれが好評であった。27年度は、県内の工場見学を

する計画を提案。工場見学の第一弾は、本郷（空港）の

近くにある「八天堂」。クリームパンを作っているとこ

ろです。ここのクリームパンはとても有名で、人気があ

ります。 

 

 

鍋の中身は旬の「ふぐ」です。 
藤井良幸さんが、平成あそび隊に入会されました。  

 

平成あそび隊 平成27年活動計画 

 4月 広島ー巨人戦公式戦観戦 

  5月 ゆかり三島食品 ふりかけ製造見学 

  7月 福冨ハム広島工場 ハム・ソセージ製造見学 

  9月 コカ・コーラー本郷工場 飲料水製造見学 

 11月 アオハタ・ジャムデッキ ジャム製造見学 

  1月 新年会 

この日はアルコールは、控え目でした。  
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 平成27年01月～03月 例会報告           囲碁同好会リーダー  杉山 健  囲碁 

1月は何かと行事が重なり、続く2月、3月例会は寒さが厳しく心配しましたがまずまずの参加者で、3月2日に無

事に最終月例会を終えました。 

一年を振り返って見ますと、4月7日の第1回月例会から7月7日の「第3回囲碁大会」を含めて12回の月例会を開催

しました。囲碁同好会の会員数は前年度と変わらず8名で、総対局数は前年度の142局を上回る154局でした。年度

初めに平成26年度の対局成績を基に「段・級位の見直し」（ハンディキャップの改定）を行いました結果、最高勝

率者が66.0％（昨年度は73.3％）、最低勝率者が37.3％（昨年は13.3％）で勝率差が大幅に縮小しました。 

【第1表】は月例会の対局成績を集計したものです。本年度は「勝率70％以上」、「同30％以下」という基準の該

当者が無く、平成27年度は全員が段・級位を据え置くことに成りました。 

            【第1表】平成26年度の月例会別の対局成績 

  
 26年度に昇級した鈴木さんが66.0％の最高勝率を残したこと、前年度に病み上がりで降格を余儀なくされた山口

さんが奮起し、本年度の後半（9月度以降）から上表の通り「15勝9敗（62.5％）」の好成績を収めたことは“すご

い”の一言です。本年度は、皆勤者はありませんでしたが、昨年度の皆勤者の相馬さん、鈴木さん、由井さんに加

え山口さんの4名が欠勤1日のみの準皆勤で、囲碁同好会の活性化に大いに貢献して呉れました。 

囲碁同好会のメンバーは棋力の向上を第一目標として取り組んでいますが、加えて囲碁を通して頭脳を活性化

し、“元気で健康な頭脳の維持”に励んでいます。来年度は一人でも二人でも仲間を増やしたいと願っており、新

会員が囲碁同好会の門を叩いてくれることを期待しています。 

氏　　名 杉山　健 相馬　實 鈴木弘幸 児玉義雄 弓井克己 河上國男 山口春香 由井善明

段・級位 ２　段 ２　級 ３　級 ５　級 ５　級 ６　級 ７　級 ７　級

4月7日 2勝2敗 1勝3敗 3勝2敗 欠 2敗 1勝1敗 2勝2敗 4勝1敗

5月7日 欠 欠 3勝1敗 2勝1敗 欠 2勝2敗 1勝3敗 1勝2敗

6月2日 2勝1敗 3勝2敗 3勝1敗 3勝2敗 欠 欠 1勝4敗 2勝4敗

7月7日 2勝4敗 6勝 4勝2敗 欠 3勝3敗 1勝5敗 1勝5敗 4勝2敗

8月4日 欠 2勝2敗 5勝 欠 欠 2勝2敗 1勝4敗 2勝4敗

9月1日 欠 5勝1敗 2勝2敗 2勝1敗 1勝1敗 2勝2敗 3勝2敗 1勝7敗

10月6日 1敗 2勝3敗 4勝 欠 欠 欠 3勝1敗 1勝5敗

11月10日 2勝1敗 2勝2敗 3勝1敗 1敗 欠 3敗 2勝1敗 欠

12月1日 3勝1敗 2勝2敗 1勝3敗 2勝 欠 3勝2敗 2勝3敗 2勝4敗

1月19日 2勝2敗 3勝2敗 欠 1敗 2勝1敗 欠 欠 2勝3敗

2月2日 3勝1敗 3勝2敗 1勝3敗 欠 欠 1勝3敗 3勝1敗 2勝3敗

3月2日 1勝2敗 3勝3敗 2勝1敗 欠 欠 2勝2敗 2勝1敗 1勝2敗

勝　率 53.1% 59.3% 66.0% 60.0% 46.2% 38.9% 43.8% 37.3%

31.7%
13.3%
（６級）

6勝7敗
14勝22敗

1持碁
21勝27敗

22勝37敗
2持碁

9勝6敗

69.2% 35.7% 34.4%
25年度の

勝　率
70.3%

（初段）
50.9%

73.3%
（４級）

合　計
17勝15敗

1持碁
32勝22敗 31勝16敗

27年2月例会は、たまご取りを競技に加えた企画を実

施した。2月13日（金）当日は朝から寒さ厳しく小雪ま

じりの寒風の中、27名の参加者が会場の賀茂ボールに元

気に到着し午前10時に例会開始した。 

 競技ルールは男女共にストライク及び9本スペアで、

たまご1個取得する。3ゲーム競技の中で一人上限10個取

得とした。寒さ吹き飛ばす白熱の中参加者全員真剣に投

球し、たまごゲットした瞬間の笑顔がとても印象に残り

ました。結果は一人平均10個お土産となり今夜はたまご

料理の声が飛び交って聞こえた。 

「例会競技成績はベテランの藤田喜弘さん好成績で第一

位」参加者は27名（男性会員19名、女性会員8名）で細

井リーダーの力強い挨拶で開始した。 

今例会で好成績で関心を集めひときわ光ったのは中根

美鈴さん。3ゲーム（ハンディ含まず）合計得点580で練

習の成果が実った。ハイゲームは、藤田喜弘さん242

点。ノーミス賞4本（喜田さん・神崎さん・堀岡さん・

三間宏さん）手中に収め大いに大会を盛上げて頂いた。 

〔上位6位までの成績（3ゲーム合計点HDCPなし）〕 

敬称略  

1位 藤田 喜弘 604点  2位 梅田 啓二 586点 

3位 中根 美鈴 580点  4位 牛田 晴雄 574点 

5位 喜田 栄禧 571点  6位 神崎 保範 543点 

ボウリング        ボウリング同好会 ｢２月例会たまご取り競技実施 ｣                  牛田 晴雄  



 

 

 この度、楽器を弾いて音楽を楽しむ同好会を新しく設

けました。 

手持ちの楽器を持ち寄って、すでに演奏できる人は合奏

を楽しみ、楽器は無いが、これから何かの楽器をやって

みたい人には簡単な楽器を紹介指導して歌も交えて楽し

く弾けるようにしてゆきたいと思っています。 

現在、男性会員五人が参加されており、ギターを弾い

ています。ギターは持っているが弾いたことがない人、

少し弾ける人、伴奏まで弾ける人等様々ですが楽しく

やっています。今後、自分で歌いながら歌の本を見て伴

奏が簡単に出来る手軽で簡単に弾ける楽器として、ウク

レレを紹介、指導して行きたいと考えております。 

ジャンルとしては学校で習った唱歌、フォーク、ハワ

イアン等幅広く出来るようにしたいと考えています。”

演奏は苦手だけど歌うのは好き”という方も大歓迎、特

に女性の会員を募集しています。 

活動場所は社友会事務所の奥に在るレクチャー・ルー

ムを借りてやっています。実施日は毎月第1、第3金曜日

の午後1時から3時までとしています。興味のある方、時

間があるので何かやってみたいと考えている人、是非と

も一度見学してみてください。 楽しいですよ！ 

見学だけも可能ですし、初回はウクレレをお貸ししま

す、今は皆が最初からですので習いやすいと思います、

誘い合って参加してください。 

将来は施設訪問演奏やイベントの舞台に立てるかもしれ

ませんよ。       
 

同好会『楽器演奏の会』  

リーダー 江頭 敏晴  

活動場日：毎月第1、第3金曜日 

午後1時～3時 

活動場所：社友会室の奥にある

『レクチャー・ルーム』 

 

連絡先 ：T.Egashira 

<te2161@hyper.ocn.ne.jp>  
082-434-1893 

楽器演奏の会         楽器演奏の会を発足しました                江頭 敏晴  

「楽しく一緒に演奏しましょう!」 

（13） 



（14） 

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。 

         社会貢献活動ニュース          原田 弘  

 広島事業所では全社環境取り組みの一環として、

『シャープグリーンクラブ』の活動を通じて、地域に密

着した社会貢献活動を推進しています。「シャープの

森」づくりは、年に3回以上活動する事を掲げ、「東広

島市・憩いの森公園」に、従業員が継続的に除伐等の手

入れをする為に、占有伐採エリアを確保し、一人一行動

の実現による社会貢献活動を目指しています。 

今回はシャープグリーンクラブ東広島事務局より、“第

70回「山のグランドワーク」、「シャープの森」参加へ

の"案内”がありましたので参加しました。 

【 活動内容の報告】 

日時：3月8日（日）開会式  AM  9：00 

         作業時間 AM 10：00 ～ 12:00  

場所：東広島市西条町の憩いの森公園（龍王山） 

参加者：48名（社友会3名 シャープ45名） 

   ※シャープ45名は家族及び関係会社を含む。 

 作業内容：憩いの森公園に入山して、手ノコによる除

伐作業（森林内の空気の循環を改善する為に、小枝等を

除伐し森林を整備）を実施しました。今回は小さい子供

さんの参加が目立ちましたが、手ノコを上手に操作して

の一生懸命な作業姿を参加者の皆さんは喜んでいまし

た。 

※「山のグランドワーク」西条・山と水の環境機構連絡

事務局の責任者：船本

様（以前からお世話に

なっています）からも

シャープOBの方の参

加を喜んでおられ、こ

れからも宜しくとのこ

とです。 
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 前回は「エモパー」を掲載致しました。愛着の湧く、この機能で人とスマホの関係も少しづつ変わるのではない

でしょうか。今回はニュースなどでも最近よく耳にする「SIMフリー」と「MVNO」について紹介します。総務省

より､今年5月からSIMロックの解除義務化が発表されました。スマートフォンを製造するシャープにおいても大き

な影響を受ける出来事であると考えられます。ユーザーにとってどんなメリットがあり、逆にどんなデメリットが

考えられるのかを中心にまとめていますので、参考にしていただければと思います。 

■SIMフリーのメリット、デメリット 

SIMカードとは電話番号など固有の識別情報が記録されたICカードを指しますが､スマホやケータイ､タブレットな

どのモバイル端末のSIMカードスロットにさし込むことで、音声通話やデータ通信などの通信機能が使えるように

なります。これまでSIMカードは一般的に携帯電話会社や機種ごとの制限（ロック）がかけられており、契約して

いる携帯電話会社以外の端末にSIMカードをさしても利用はできませんでした｡それがSIMフリーならSIMカード1枚

でいろんな端末を使えることになります｡ 

＜メリット＞ 

●端末を変えずに携帯電話会社を変更できるので、新たに端末を購入せずにMVNO※が提供する低価格な                

 SIMカードを利用すれば、月々の料金を格安で利用できる。 

●海外に出かけたとき、現地でプリペイド/レンタルのSIMカードを入手することで 

 自分のケータイがそのまま使える。 

＜デメリット＞ 

●携帯電話会社を変更した場合、その携帯電話会社の独自サービスが利用できなくなったり、 

 端末と通信回線網によっては､通信規格や周波数帯の違いにより通信ができなくなることも考えられます｡ 

●携帯電話会社は2年契約などの縛りが実質できなくなることになり､端末の割引がなくなる､もしくは減少するこ 

 とで端末価格が大幅に上昇することを懸念する声もあります。 
 
※MVNOとは仮想移動体通信事業者のことで自社で通信回線網を持たず、ドコモなどから通信施設を間借りして 

 通信サービスを提供する事業者を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

●最近のトピックス● 

・NTTドコモから3月1日よりサービス開始された｢ドコモ光｣｡固定回線の光インターネットとスマホをセットで契

約することにより､従来より割安な価格で利用することができるようになりました｡NTTドコモだけでなく､ KDDI

やソフトバンクでも同様なサービスを行っており、家計の中で大きなウェイトを占める通信料金がどんどん安くな

ればいいですね。 

私のココロに寄り添う、 

自分サイズ スマホ 

ケータイをスマートに生まれ変わらせます。 

4ＧLTEケータイ「AQUOS K」 

■コンパクトがいいよね。 

 めいっぱい画面の「EDGEST」× 

 「IGZO」 

■スマホがもっと好きになる。 

 ココロが通う「エモパ－」 

■逆光や夜景など難しいシーンに強 

 い高性能カメラ 

■4GLTEとクアッドコアCPUで、サク 
 サク、ネット検索 

■AQUOSとしてのこだわり。 
 高性能カメラ＆高精細ディスプレイ 

■Wi-Fi ○R  やLINEなどで広がる 

 「新しい体験」 

★★★  「AQUOS」スマートフォン/新世代ケータイ「AQUOS K」  ★★★ 

SIMカ-ド例 

「SIMフリ－」で何が変わる？ 
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広島支部行事予定 2015年4～6月 
 

4月10日 春季親睦日帰り旅行 

4月24日 定例役員会 

5月22日 広島支部定期総会 

6月26日 定例役員会 

新 入 会 員 の 紹 介 （含む移籍者）  
 

2015年1月1日～3月末までの入会者  敬称略 
 

植木 節男
う え き  せ つ お

 No.6301 SEMC中国統括広島支店 

藤本 誠
ふじもと まこと

  No.6302 SEMC福山営業所 

西田 憲司
に し だ  け ん じ

 No.6303 SECｻﾝﾋﾞｽﾀｻｰﾋﾞｽ推進部広島駐在 

佐藤 康弘
さ とう  や すひろ

 No.6315 SMS(ｼｬｰﾌﾟﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ(株)) 

栗濱 宏行
くりはま ひろゆき

 No.6316 法人ビジネス営業本部 

   広島支部会員数 505名、2015年3末現在 

編集後記 ： 社友会本部の会員数が減り続けている中、広島支部では勧誘活動が功を奏して、微増ながらも増えてい

ます。その一助としてカラー化して全員配布と成ったhibikiが役立っていると信じています。今後もhibikiを見る

のが楽しみだと言って入会し続けて貰える様なhibikiにして行きたく、ご指導、ご協力宜しくお願い致します。 
                                               M.N 

  地 区 会 員 便 り  . 

レース鳩 の 
趣 味 

 

  山口地区副委員長 兼田 守正 

 定年退職して早いもので早7年が経ちます。日頃は実家の休耕田

を畑にし、野菜作りを初めました。最初は苦戦しましたが、何と

か収穫できるようになりました。昨年、すぐ近くに道の駅「そ

れーね周南」がオープンし、JAと合わせ出荷しています。 

毎日午前中に出荷し午後には販売状況のチェックをしていますが

比較的好調です。 
 
 趣味としてレース鳩の飼育をして、春、秋のレースを楽しんで

います。今回、久しぶりに岡山200Kmレースで支部3位に入賞しま

した。レース順位は分速で競います（今回256羽）放鳩地から各鳩

舎迄の距離、帰舎時間により分速計算し順位を決定します。 

 今回の鳩は1082.885m/分でした。岡山より3時間18分で帰り、時

速にすると大体65Km/hとなります。 

 レースは天候により大きく変化します。ちなみに次レース姫路

300Kは1317.364m/分ながら44位でした。 
 
 数年前になりますが孫と一緒に鳩の観察日記を作りました。卵

から孵化し、ヒナが飛び始める迄の様子を描いたもので専門誌

「愛鳩の友」に掲載されました。（写真参照） 

孫の夏休みの研究課題として取り組んだもので周南市の作品展で

入賞しました。 
 
 毎年80羽程度のヒナをとります。今が作出のシーズンです。卵

は17日で孵化し1ヶ月で巣立ちします。3ヶ月位で訓練を初めま

す。しかしながら自然環境は厳しく、レースに参加する鳩は半数

以下となります。レースから帰ってきた時は感激します。帰る時

間頃になると鳩友との情報交換、“勝った、負けた”と騒いでい

ます。 

“一番楽しい時です”趣味を通してたくさんの友人が出来た事に

楽しい人生となったと喜んでいます。 
 
 山口での社友会活動は毎年の花見や忘年会など有志で行ってい

ますが、今年は3年に一度の山口OB会の開催年です。7月4日に下

松健康パークで実施する予定です。皆様の参加をお待ちしていま

す。 


