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清涼   大分県              辻  重樹  さん撮影 

 

 皆様ご健勝で元気に日々ご活躍されている

ことと思います。さて、ルールとマナー（エ

チケットも同様か）について感ずるところが

有り、今回のテーマとしました。広辞苑によ

るとルールは“規則、通則、準則、例規”と

あり、マナーは①様子、態度②行儀、作法③

風習、慣習とあります。（よく理解している

と言われればそれまでですが）従来はマナー

（エチケット）で通っていたもので最近取り締

まりが一層厳しくなったものに自転車運転があります。

《改正道路交通法が6月1日より施行》畑に行くのに自転

車を利用していますが、道路整備がまだまだ不備な点も

あり、左側厳守と言われても分からないケースが有りま

す。交通ルールの再確認（勉強）が必要となりました。

また皆様も経験があると思いますが都会（？）に行った

場合のエスカレーターに乗る時の立ち位置です。エスカ

レーターでは歩いたりまして駆け足はルール違反と思い

ますが、地域により違いますがマナーなのか左側か右側

に強制的に立たされてしまいます。（“暗黙のルー

ル”？）たまにしか乗らないのでどちらに立つのか頭が

回らない。次に趣味としてゴルフをやっていますが、こ

の競技は“エチケットに始まり、エチケットに終わる”

と言われるほどルール以前にエチケット（マナー）重視

です。ルールブック片手にプレー（ルールをよく知って

いると言う意味）してもエチケットを忘れているような

行動をよく見掛けます。（ルールもよく知らない、エチ

ケットも守らないは論外）上記以外にもルールなのかた

だ単にマナーなのか迷う、間違うケースは多々あると思

います。広島支部でも多数の同好会が活動されています

が、いろんな所でルールを守り、マナーをしっかりと認

識して楽しい時間を過ごせる様にしたいものです。広辞

苑のマナーの意味として③風習、習慣がありますが、マ

ナーを自分の風習、習慣で決めていないか心配です。 

 私事で申し訳ないが今月末より孫達（もちろんファミ

リー）とグアム旅行（2度目）に行きます。これも双方

のおじいちゃん、おばあちゃんが隔年で孫の世話を担当

すると決めた勝手な娘夫婦の変なルール？です。 

（暗黙のルールにならないと良いのですが！！）   

 1面 春夏秋冬 
 2面～3面 2015年定期総会報告 
 4面  地区役員報告 
 5面～11面 
   HOW DO YOU DO 
12面 秋季親睦一泊旅行案内 
13面 春季親睦日帰り旅行報告 

14面 役員会だより 
   広島支部日直当番表 
   シャープ製品購入「一人一品 
   運動」実績報告 
15面 AQUOSスマートフォンニュース 
16面 地区会員便り（広島地区） 
   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 

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

 

秋 

春 

夏 

冬 

   ルールとマナーについて                                                  事務局長   松見 弘 

主 要 記 事 
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2015年 定期総会及び懇親会 開催報告 

開催日時： 2015年5月22日(金）10:30～14:30     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 81名 紅葉会 12名） 

シャープ社友会広島支部第22回定期総会/紅葉会第21回定期総会と懇親会を、ご来賓に新井副本部長、千田総務部

長、阿部執行委員長のご臨席のもと開催しました。定期総会では、松見議長/司会進行で、審議・議事報告はス

ムーズに進行し、いずれも全て承認されました。懇親会では、SEMCによるシャープ新製品、お茶プレッソ、ふと

ん掃除機の紹介、ロコモ予防についての健康セミナー等がもたれました。会員相互の親交や久しぶりの再会にお互

いの幸せを感じ会う事が出来ました。 

 開会の挨拶            東支部長              
 

 会社の経営状況が非常に厳

しい状況であることは各種報

道で周知の事であります。わ

れわれが手助け出来ること

は、バイシャープの積極的推

進により少しでも売り上げに

貢献することです。 

皆様方の積極的な協力をお願

いします。（抜粋） 

 

 

審議・議事報告 (紅葉会は別室で審議） 
 

・平成26年度 事業 ・ 行事報告     渡邊副支部長   

・平成27年度 事業 ・ 行事計画     渡邊副支部長 

・平成26年度 会計 ・ 決算報告     下田幹事        

・平成26年度 会計 ・ 監査報告      黒田幹事  

・平成27年度 行事 ・ 運営予算発表   下田幹事 

・広島支部規約改定報告         廣瀬幹事 

・平成26年度同好会活動報告       菊池幹事 

・役員交代報告                  東支部長 

 

・質疑応答           特に質疑なく、いずれも 

                          全て承認されました。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開催挨拶               東支部長 
 

 同好会活動の活性化として、各地区での活動状況報

告を支部にて活動内容を吟味し認めた場合は同好会活

動援助金を支給する。（抜粋） 
 

 来賓挨拶  通信システム事業本部  新井副本部長  
 

 カンパニー制導入にむけ、大きな

布石を打った。5つのカンパニー制

が株主総会後、 10月導入される見

込みである。通信は健康・環境 電

化と共にコンシューマエレクトロニ

クスとして１つのカンパニーとして

運営される。（抜粋） 
 

 来賓挨拶     労組広島支部 阿部執行委員長 
 

 労組としても今回が会社として再

生へのラストチャンスととらまえて

いる。（抜粋） 

 

 

 
 

 新役員挨拶            黒田副支部長 
 

 支部長の補佐として広報/企画を

サポートしていくことになった。社

友会を盛り上げていきます。 

            

   第二部 次ページへ続く ⇒ 

第一部定期総会 第二部 懇親会 
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高橋幹事 (会計監査） 

黒田幹事 (副支部長） 

若月幹事 (企画担当） 

上野幹事 (広報担当)  

(写真左より）。 

代表し黒田副支部長よ  

り挨拶がありました。 

 

 

  

               

慶祝者の参加は山口さ

ん、小野さん、 川股さ

ん、益田さん(写真左よ

り)の4名で、代表して山

口さんより近況報告があ

りました。 

 

 

  
  

岡山地区委員長 池田さん

より、毎年12月に忘年会

を又 年4回ゴルフ大会も

行っている。 

来年の春季親睦日帰り旅

行の説明、風光明媚な岡

山ブルーラインをメイン

に企画していきます。 

 

  
パ－フェクト会の塩安さ

んより同好会活動及び特

長の説明がありました。 

特長：入会金・年会費不

要、安いプレー代（風

呂、昼食付）等。 
 
皆様の入会をお待ちして

います。 
 

 
“楽器演奏の会”のリーダー江頭さんより、活動報告が  

ありました。皆様の入会をお待ちしています。 
 
 

 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  田井幹事：秋季親睦1泊2日旅行案内  

      10月19日～20日 隠岐諸島へ旅行企画の案内 
      
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
                         

 
特別講演 健康セミナー  

 “目指そう健康長寿” 

  東広島市福祉部健康増進課  林/木島様によりロ 

  コモ（＊）予防について講演とトレーニング指導 

  がありました。 

  
  

渡邊副支部長 閉会挨拶 

 会員の健康・シャープの発展を祈って一本締めで閉会。 

 

慶祝者の皆さん 

岡山地区委員長挨拶 

 

新役員の皆さん 

SEMCより、お茶プレッソ・ふとん掃除機の紹介 

 

ロコモ予防の講演・指導 

＊ロコモとは、(ロコモティブシンドロームの略） 

運動器症候群のことで、骨・関節・筋肉などの運動器

が衰え、介護が必要になったり、そうなる危険性が高

くなった状態のことです。 新同好会活動報告 

 

会員相互の親交を 

深めました 

 

第二部 懇親会 続き  
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■「ゆうゆう会世話人会」4/13第2回世話人会（ホテル

JAL広島)開催9名出席 

 ①世話人会日程の再確認（第5回最終世話人会：社友

会広島支部 秋季旅行（10/19～20）とバッティング

の為 10/19→10/21へ変更 

 ②地区ゴルフ同好会「パーフェクト会」 社友会へ認

定申請実施 

 ③ゆうゆう会員登録 再見直し＆会員様毎の確認担当

世話人の再見直し実施。6/15第3回世話人会開催予定

（イベント、案内状案検討） 

■「ゆうゆう会花見会」4/5 海

老山公園開催予定、雨天にて

順延。4/19広島造幣局開催の

「八重桜観覧会」へ切替開

催、9名参加、見物後、親睦昼

食会を食事処「みほり峠五日

市店」にて開催、大いに親交促進しました。 

 （開催記を広島支部ＨＰに公開中） 

■「ゆうゆう会ウォーキングクラブ」 6/8 社友会

「山歩会」会員と合同で「極楽寺山登山（佐伯区運動

公園コース）」（雨天で9/14へ延期） 

■「社友会広島支部 新入会促進」 元シャープ設備会

社所属「黒瀬初敏」さん（尾道市在住）3/18新入会

申請5/21登録完了 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■山陰地区懇親旅行、今年は内藤副委員長さんのお世話

にて9月10日頃実施で、「広島呉エリアの旅」を企画

頂いております。 

 戦後70周年の節目で、「大和ミュージアム」10周年記

念特別企画展もあり、昨年の隠岐の旅に続いて楽しみ

たいとおもいます。 

 詳細は後日のご案内ですが、ご期待ください。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■岡山SH-Gゴルフコンペ開催 

 ＊日 時 6月18日（木）9：00スタート  

 ＊会 場・・・たけべの森ゴルフ倶楽部 

 当日は5組19名参加、雨天のコンデションの中、今年

度初回を盛会裡で終了しました。 反省会の中で、バ

イシャープの協力依頼とシャープ家電合展紹介。 

 また、来年4月の日帰り旅行の岡山企画の案内と、参

加の協力依頼も合わせておこないました。  

 優 勝 伊丹 昭 

 準優勝 井元 俊夫 

 3位  尾原 尭夫 

 4位  山垣 徹郎 

 5位  中村 雅信 

 6位  池田 征三郎 

 7位  菊池 文男 

 8位  出口 義則 

 9位  井上 恵夫 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

■7月4日に定例の山口OB会を開催します。今開催準備

中ですが今回4回目の開催です。 

 みなさんの出席を楽しみにしています。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■第10回「香川シャープの森」活動報告  

 2007年より、CSR活動として、香川県と「シャープ

の森」の植林活動を5か年計画で実施。引き続き3か年

計画で香川県・丸亀市と協定を結び「ふくろうの棲む    

森づくり」の推進をスタートしました。本年が3か年

計画の最終年で最後の活動と成ります。  

・実施日時 2015年5月23日（土） 9:00～11:30  

・実施場所 香川県丸亀市綾歌町栗熊西椿谷68－1 

      畦田キャンプ場  

・参加者  シャープ社員及び家族34名 

      （内、社友会及びOB会5名）  

 その他（香川県環境森林部みどり整備課2名 西部森

林組合5名 ボランティア（県関連）3名） 合計44名 

・活動状況 前回までに植林した場所の下草刈りを行

い、昨年及び一昨年の植林した「コナラ」も場所に

よっては人の背丈位に育った木もあり、「ふくろうの

棲む森づくり」のネームプレートを立てていたので、

2年ぶりに自分の名前を見つけ歓声を上げる場面もあ

りました。また、植林場所につながる山中に猪による

獣道を発見し上手に作っているトンネルを見つけたり

「ワラビ」の採

集に夢中になる

者も居たりと作

業の中にも楽し

みを見つけての

一日でした。 
 

〔福山地区〕                        星野  高範 

■花見の会 4月７日 福山城址 5名参加。合わせて福

山地区会会報第9号発行（H26年度会計報告、H27年

予算案、Ｈ27年活動計画等） 

■春のゴルフの会 5月25日－26日 

作州武蔵GC 11名参加 関西、

四国からも福山事業所OBの方も

参加いただきました。 

■SFOBP面白山歩きの会活動 

①4月16日 笠岡の唯一の一等三角点に行く 

 真鍋島散策・・・笠岡諸島ちょっと有名な真鍋島 

 好天で気持ちの良い山歩きでした。 

②5月21日 瀬戸内の景勝地岡山・王子ヶ岳山歩き。 

 好天、瀬戸内の絶景素晴らしい所。 

■SFOBP面白園芸倶楽部の活動 

 家庭菜園、草花園芸、小鉢盆栽、いろいろ情報交換で

す。多くの方、参集、情報待ってます。 

■7～9月予定 

①納涼会（ビヤガーデン）7月末予定 

②秋のゴルフの会9月末予定 

③青春18きっぷの旅8月。 

 多くの方参加下さい。 
 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

■今回、特に活動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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 第43回山歩会例会は4月27日、雲ひとつ無い晴

天の下、総勢13名（男8名、女5名）が9時30分、

JR中野東駅に集合。平原登山口に移動、その途

中の平原公園で準備体操。ルート確認をして 

10時に出発する。若葉の緑と空の青がすがすが

しい登山となる。升越峠を経由して急坂を乗り越

え、木の階段路にかかり、息をきらしながら鉾取

山に11時35分に到着する。そこで記念撮影をし

て、楽しみな昼食の見晴らし広場をめざす。 

 見晴らし広場には11時50分に到着、予定より

約40分も早く着き、みんながんばりました。 

そこからの見晴らしは広島の町と安芸小富士と宮

島が見える。昼食を終え12時40分に出発する。 

原山に13時7分到着、狭い所に三角点はあつた。

591m地点を経由して天狗坊山を登り、急坂と落

ち葉で滑り易い急坂を転がるように成岡登山口に

15時下山した。 

15時38分の電車で安芸中野駅より帰りました。 

 安芸アルプス縦走路を走破。歩行距離12キロ 

2万2千歩の大縦走登山を満喫した。    

安芸アルプス（鉾取山・原山）縦走登山                 藤永 幸子  山歩会 

鉾取山・原山 

鉾取山山頂 

杉林を登る 

登り坂 

鉾取山ゴール 
下山は慎重に 

  

 絵手紙同好会例会は毎月第4土曜日10時から12時に開かれています。楽しくって2時間があっと言う間に過ぎま

す。今回は皆さんに例会の様子をご紹介します。 

 

絵手紙同好会が発足した11年前、「下手がいい，下手でいい」という言葉に後押しされ入会した私。 

絵心がない私が長い間続けてこられたのは「上手下手より自分らしく」とおっしゃってくださる迫谷講師と、楽し

いひとときを共に過ごす同好会メンバーのおかげです。また、友人や孫に絵手紙を送ると喜んでくれることも励み

になっています。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。 

ぜひ一度、社友会室に遊びにお越しください。  

 

絵手紙       例会の楽しいひととき                                       吉田 巡子  

開始前 社友会室に着くと、墨を擦りながら近況報告が始まる。旅の思い出や孫の成長の話に花が咲く。 

例会スタート 「はじめまーす」リーダーの声で静かになり、今日の題材や今後の作品の予定等について聞く。 

今日の題材に挑戦 線描きの練習後、いよいよ今日の題材に取り組む。 

 5月の題材は「魚類」。私は土産にもらったのどぐろの干物に挑戦。まず、のどぐろを 

 じっと観察。こんなに目が大きいんだと驚く。この目を強調して描こう。 

 ならば構図はどうするかと頭を捻り、ゆっくりと輪郭を取る。つぎは色付け。 

 作品のメインに決めた「目」に取りかかる。真ん中を白く光らせ、周りを灰色と黒で 

 縁取る。その後、立体感が出るよう濃淡をつけて全体に色付け。乾くと、思った以上に 

 色が薄くなるので気を付ける。最後に、土産のお礼の言葉を添え、落款を押して出来 

 上がり。それぞれが、このように一生懸命作品に取り組みながらも「ああ、難しい」 

 「どがぁな色がいいと思う？」とお隣同士で和気藹々。「こりゃあ、うまそうに描けた 

 のお」「今晩はこれを酒のつまみにしよう」と冗談も飛び交う。 

講師批評 白板に皆の作品が並び、迫谷講師が「色合いがよく出ていますね」 

 「言葉に温かみがありますね」と一人一人のよい点を挙げてくださる。作品を見合わせることは本当に 

 勉強になり、次の作品に生かしたいなと思う。 

後片付け 片付け中もお喋りはとまらない。「また来月ね」と次回を楽しみにしながら社友会室を後にする。 
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ゴルフ 

 2015年度も健康と親睦とゴルフレベルの向上をめざ

し、4月3日、桜で有名な志和カントリーから意気揚々と

同好会をスタートしました。 

でも3日は桜は満開でしたが、雨で順延、5月の東映の

180回記念大会も雨で順延、6月の安芸カントリーは小

雨の中のプレーです。 

どなたか“雨乞い”をしてるのでは？と思うほどです。

それでもやっぱりゴルフは気持ちがいいし、楽しいで

す。今年も頑張って突き進もう！。 

尚6月から、これまでハンディキャップやプレー規則面

でお世話いただいた、有田幹事が退任され、新しく桂さ

んが、スポーツ委員としてお世話してくださいます。皆

さんよろしく。 

第179回社友会ゴルフコンペ  

（宮島志和カンツリー倶楽部） 

優勝 松見弘さん  

久しぶりの優勝、大変うれしく思ってい

ます。強気のパットがグリーンに合った

ことと最近入れている60°のウェッジが多

用出来たことが勝因か？グラチャンの資

格も取れホットしています。 

準優勝 杉山健さん 

27年度のスタート月で準優勝出来ラッ

キー！第70回のコンペから、優勝が5

回、準 優 勝 が3回、第3位 が3回 と な っ

た。練習場通いがめっきり減った昨今、

朝・夕の散歩と月に数度のラウンドで健

康維持に努め、長くゴルフを続けたいと思っています。 

 第3位 猪飼雅澄さん  

今日は天候と同伴プレーヤに助けられ、

久しぶりに入賞することが出来、最高の

一日になりました。勝因の一つとして、

グリーン周りの一打を大切にを心掛けて

楽しくプレー出来た事と思います。今後

の練習等で多くの課題改善に努めてまい

りたいと思います。  

第180回社友会ゴルフコンペ（東映カントリー倶楽部） 

 優勝 桂宏生さん 

ショートパットが上手く打てず、ゴルフ

をする事に苦痛を感じることもあった１

年半、今回は優勝というよりインだけで

はあるが40を切れたことが嬉しかった。

パターについてはああでもない、こうで

もないと今後も悩むことでしょう。この

事も楽しみながら今後も皆さんとゴルフを続けたいと思

います。  

準優勝 高見修身さん 

このところ階段でつまづくことが多く、3

月4月のコンペでは、109と104と体力が

落ちたことを痛感せざるを得なかった。

やめ時か？と思ったが、それでも健康維

持のため週一の練習を心がけた結果運よ

く準優勝できた。 

第3位 谷口真貴男さん 

加齢によるドライバーの飛距離ダウンは

歳のせいもあり無理だと悟り、２打目以

降の正確性、グリーン周りのアプロー

チ、パターに重点を置き練習したのが良

かったと思います。  

 

第181回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

優勝 河上國男さん  

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 高見修身さん  

元々体が動かず、悪いなりになんとかボ

ギーペースを狙った結果、雨に恵まれ

（？）準優勝となった。ドライバーが

180ヤードしか飛ばずもう限界かな？  

 

第3位 中村雅信さん 

最近はバラツキの大きいゴルフになって

います。今回は午前中で「9」を叩き、諦

めていました。18番の第2打150ヤードが

バーデーチャンスに着き気持ちが変わり

ました。力を抜くことに集中し午後のプ

レイに臨みました。一番の結果は、脇を

締め肩の力を抜いた「32」パットかなと思います。 

           ゴルフ同好会報告                                               末沢 公彦 

 

 

 

 

 

 

 

2015年4月3日  桜が満開の宮島志和カンツリー倶楽部にて 
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 5月20日乗用車5台で参加者18名は、ひろしま３都、

道めぐり。竹原市「まちかどアートワークス」と三原市

「コカ・コーラウエスト本郷工場」を見学した。 

「ひろしま３都、道めぐり」（呉、東広島、竹原）の会

場の1つである竹原町並保存地区を訪ねた。 

 我々のメインの目的は竹原市重要文化財「松阪邸」に

展示の、社友会ものづくり同好会リーダー・梅田さん制

作第4弾の「ゆめ水車－相合い星－」を目の前で見て、

その壮大さ、独創さ、計算しつくされた精密さを堪能し

た。また、梅田さんの友人であるこう会でもお世話に

なった小川さんの「夢工房」工芸品を鑑賞した。奇抜な

アイディアの無数の木工小作品群はいつまで手にふれて

鑑賞しても飽きなかった。 

 昼食は竹原市内の「めん処・宗良庵」で釜あげうどん

などを堪能。午後は、三原市本郷町の「コカ・コーラ本

郷 工 場」を 見

学。綾鷹やアク

エリアスなど普

段名前をよく

知っていたが同

社の商品である

ことを改めて

知ったり、種々

の飲料商品が少

人数の人手で大

量、高速、精密

に流れるライン

を見て感心し

た。 

また商品に使用

される水は全て

沼田川（ぬたが

わ）からの取水

を自社で浄化す

ると説明されて

驚いた。  

平成あそび隊             まちかどアートワークス＆三原市コカ・コーラ本郷工場見学    藤井 良幸 

 6月の釣りはタコの予定でしたが、今年はタコが全然

釣れていない為に、急にオオアジに変更しました。晴光

丸の束村船長から連絡が有り、今山口県の水無瀬でオオ

アジが爆釣しているとのことでした。爆釣と聞いて行か

ないわけが有りません。同好会の仲間に連絡をして6月

23日に行きました。 

 朝4時に安芸津を出船です。起きたのが2時、3時に家

をでて4時発です。しかし4時になるともう薄明るくなっ

てきました。夏至ですからなるほどと思いました。ポイ

ントまでは1時間40分で着きました。6時に釣り開始で

す。近くに船が5せきほどいました。みんなアジ釣りで

す。なぜ今の時期にここでオオアジが釣れるかと思いま

すが、産卵のためにここにくるのです。5月頃は佐多岬

の伊方原発の近くで釣れますが、その群れが北上してく

るのです。ですから今のオオアジは卵を持っています。 

 船がアンカーを降ろしました。4月、5月は流し釣りで

すが、6月はアンカーを降ろしての釣りになります。100

号の籠重りに撒き餌のアミを入れて降ろします。水深は

60メートルです。しかし潮の流れが速くて他の人と糸が

絡みます。お祭りです。しかし降ろしてから10分ほどで

1匹目がきました。大きいので竿が大きく曲がります。

釣りの醍醐味です。始めはぼつぼつでしたが9時頃から

潮の流れがだんだんとゆるくなりました。重りが真下に

なる頃には降ろすたびにつれました。時合いです。11時

ころからまた潮がながれだしました。9時から10時ころ

が一番つれました。おおきいのは56センチありました。

別処さんが釣りました。 

平均して40センチくらい

はありました。重りがおも

いのと魚が大きいので、あ

くる日は肩と腕がいたかっ

たです。 

 今回は急に変更したため

に参加は6人でした。皆さ

んよく釣れました。小幡さ

んが25匹で竿頭でした。

次回はタコに行きたいで

す。皆さんも釣り同好会に

参加をお願いします。  

釣 り           今回はオオアジです！                       川田 正勝 

アジ釣り  

コカ・コーラー見学 コカ・コーラーでの記念写真 

竹原市ゆめ水車  
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鞆の浦(福山市)弁天島の花火撮影会 (辻、吉岡 記) 
 

 初夏の風物詩、鞆の浦弁天島の花火大会は、例年5月最終土曜日に行われます。日本の美し

い原風景が残る鞆の浦の弁天島は毎年、大勢のカメラマンが押し寄せる撮影スポット。今年は

新しい撮影ポイントを開拓し、5月30日、花火が始まる7時間前から有志4人で意気揚々と現地

入り。ところが肝心の花火打ち上げが始まる頃に雨が降り出し、霧も出て来て条件は最悪。 

約2,000発の打ち上げ花火も時々、花火すら見えなくなる状態の中で撮り続けましたが、流石

にこの濃霧の中ではギブアップ。 

雨に濡れながらも我慢、我慢の撮影日でした。 

 
 
 

（福山市）内海大橋の夜景と四川ダムのホタル撮影会  (吉岡、中西 記) 
 

 「福山再発見！」常々、新しい撮影ポイントを求めて情報収集やロケハ

ン調査を行っていますが、以前から気になっていた福山の内海大橋。この

橋に星空を絡めた夜景写真を撮りたいと幾度もロケハンを重ねるも強風と

月光の影響などで成果が出せず、5月27日、N会員が4度目の挑戦で撮れた

のが左の写真。星景は天気や薄雲、月光の影響など様々な条件が揃わない

と旨く撮れないので撮影計画を立てるのに大変苦労しますが、この場所は

色々な構図が楽しめるので、天候が安定する時期に再度、撮影会を企画す

る予定です。又、ホタルシーズンを迎えて新しい撮影ポイントを探してい

たところ、福山四川ダム下の渓流撮影スポットを発見。ロケハンがてらに

6月12日、有志4人で出掛けてみたところ、なかなかの好ポイント。暗い

谷間に乱舞するホタルと明るい夜空に輝く星を1枚の写真にするには大変

難しく技量を問われる為、来年の再チャレンジを誓った撮影会でした。 

 
 

新企画のオープン参加撮影会 (西尾 記) 
 

 写そう会では初めての試みとして、社友会員、紅葉会員の皆様が自

由に参加して頂ける「オープン参加撮影会」を今年度は3回計画してい

ます。1回目は、5月24日に広島安佐動物公園で行いました。当日は社

友会員も参加行頂き、写そう会のメンバーと共に初夏の撮影会を楽し

みました。2回目は7月4日に広島中央森林公園で自転車競技大会の撮影

会を計画。最終回は秋に瀬戸内の古い町並みを巡るフォトウォーキン

グを予定しています。撮影会開催内容は写そう会HPの「掲示板」に掲

載していますので、撮影会に興味のある方はリーダー（西尾）又は、

お知り合いの会員に連絡戴ければ撮影会のご案内を致します。 
 

四万十市観光協会の写真コンテスト入賞 (谷水 記) 
 

今春、高知県四万十市で行われた撮影会に参加した会員の西尾さん

夫妻が、四万十市観光協会主催の写真コンテストで見事、サンリ

バー四万十賞と入選をW受賞。日頃から撮影各地を巡回し積極的に

カメラを始め、多くのライフワークを楽しむ仲睦まじき熟年夫婦で

す。 

写そう会       天候不順でも「我慢」と「福山再発見!」の撮影会を楽しむ      西尾 弘  

 

 
 

 

 

光と陰を操り、一期一会を心で感じて切り撮る。そして、その感動をプリ

ントメディアで残し、人に伝える・・・  

「写真」とは、そういう世界でしょうか・・・ 

写真をやっていればこその出会いがあります。素晴らしい自然の景色や幻想的な光景との出会い、感動的な瞬間と

の出会い、人との出会い、鳥や花や動物との出会い・・・ 

「写そう会」は、仲間が集まって互いに知識や情報の交換を図りながら、素敵な一期一会を求めて、調べ、動き、

撮り、作品にして楽しむ。気楽にフォトライフを楽しみながら、作品を持ち寄って互いに刺激を受けつつ自らの感

性を高め、技量を磨いていく。 

そんな写真同好会です。 

入選 

「奇岩」西尾 紀美 

サンリバー四万十賞 

「出会い」西尾 弘 

 

雨にも負けず 

四川ダム星景 

内海大橋星景 

広島安佐動物公園 
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あるこう会              絶景・感動・愉快・笑顔あふれるウォーキング！          安井 良策   

 6月20日（土）広島森林公園清涼コースを散策。テーマは絶景・感動・愉快・笑

顔の楽しい一時・頑張り等をキーワードに企画、参加者は29名。 

しっかり（18名）、ゆったり（11名）森林公園内の第2駐車場にて全員、説明・ス

トレッチ・記念写真等をして、しっかりコースは林業体験広場迄車にて移動。 

駐車して全員揃って、みはらしの丘→呉婆々宇山→バクチ岩（市南部）を目指して

歩く・・。ゆったりコースは多目的広場（グラウンドゴルフ）を11名にて楽しむ。

《貸クラブ・ボール・点数表を管理センターで手配》 

貸クラブ・ボールは一人100円。10時頃、しっかり・ゆったりもスタート。 

今回はしっかり・ゆったりも昼食は各目的地で食事。終了時にてコース毎に解散。

（全員15時迄帰路へ） 

安井企画者感想・・今回は企画通りの“あるこう会”でした。 

 しっかりは困難な山道・坂・下りあり。女性が疲れたとの声を聞き、安井は色々

な所の状況を説明して勇気づけ、笑い・笑顔で歩きバクチ岩に到着時はわぉ・・。 

一斉に広島市が一望、素晴らしい景観。疲れが、吹っ飛ぶ。 

 昼食（こんな景色での食事は最高。記念写真）全員、参加して良かったと笑顔・ 

笑い・感動でした。帰りは廣瀬さん、先頭でスイスイと軽やかな足取りで歩く。 

皆一斉に廣瀬さんの歩く姿で笑う。私自身は今回、森林公園内の歩きは初めて。 

楽しいひと時、企画通り！涼しい天候、全員が怪我もない。最後に管理センター行

きアイスクリームを食べ管理センターの方々に御礼を言って森林公園から家路へ。 

小森山さんより御礼のメール届く・・今回は全員が笑って、笑顔で帰った事が最高

であった。グラウンドゴルフの妻・榮美子よりの感想としては、11人（36ホール・

3組・4・4・3）人でプレーしました。ちょっと難しいコース。皆ボールが思うよう

に行かず苦戦しておりましたが、何人かがホールインワンを出しており、特にリー

ダー（藤井さんは皆が見ている時にホールインワンを出し得意顔。Ｖサインが印象

的）凄く楽しいひと時、全員で14時迄やろうと言い、慣れた人・初心者の方もグラ

ウンドゴルフの面白さが知ったと思います。特に私達のグループのスコアは悪かっ

た。あっちこっちで笑い・笑顔・感動があり、凄く楽しいひと時でした。藤井さ

ん・川田さん・皆さん。色々な面でアドバイス、気を使って頂き感謝しておりま

す。今後もグラウンドゴルフコースも加えて楽しいあるこう会をやりましょうね！ありがとうございました。  

こんちゅう館前 

バクチ岩 

グラウンドゴルフ 

ホールインワン 模範プレー 呉婆々宇山山頂 長い階段を降りる 完歩ゴール 

 

季節は、春となり新しい気持ちで四月に総会を開き、

方針を決めた。練習に励み、同好会員の増員、健康維

持、パーティに参加、年1回同好会主催のダンス披露。

毎週木曜日だけの練習量では少ないが、個々の努力で、

少しでも川添先生の教えを取り入れて晴れの舞台に立ち

たいと精進しています。練習では、鏡に写る自分の姿を

見ながら、姿勢、足運び、組み

方を修正し、練習をします。し

かし川添先生のようには出来ま

せん。私達の前のクラスで習う

人の練習を見ると、先生はプロ

で、厳 し く、肩、手、足 の 動

き、目の視線、ステップ、音楽

の取り方等を指導されていま

す。大会を目的に練習の為、鏡

を見ながら同じステップを繰り

返し、練習です。大会に出る人達のグループと、私達の

健康志向のダンスとは比較できないが、それぞれの目的

に応じ練習して成果を発表できれば、楽しさもまし、更

に飛躍が望めます。月に1回は近隣のダンスパーティに

参加し、日頃の練習成果がどの程度なのか分かり練習に

も役に立つと思います。元同好会でダンスを教えても

らった、古西先生の主催で、寺西地

域センターで毎週水曜日の午後から

開かれています。古西先生は気持ち

よくお待ちしていますと誘いを頂き

ました。私達の技量では、ブルー

ス、ジルバ、程度しか通用はしない

と思いますが他の人の、踊りを見

て、タンゴ、ワルツ、チャチャ、ル

ンバも踊れるように練習に磨きがか

かります。 

ダンススポーツ           晴れの舞台に立つ練習の積み重ね！             新林 達人             
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 竹原市の町並み保存地区の「松阪邸」の庭で独創的

な、美しいアート水車が回り続けた。これは、竹原市、

東広島市、呉市の3会場同時開催の美術展「ひろしま３

都、道めぐり」（4/29～6/28）への出展作品「ゆめ水車 

－相合い星－」（制作 腰本悦二、制作協力 梅田正明）

であり、ゆめ水車シリーズ第4弾の自信作である。竹原

の場合町並み保存地区一帯でのこの美術展に、12名

（組）の作家が出展した。 

 今回は製作期間が短く、話を聞いてから1か月半強で

現地搬入の日程であった。タイトな日程のプレッシャー

を負いながら、打ち合わせ、図面作成、材料や購入品手

配をはじめ、工房での製作、組み立て、試運転、手直し

をし、やっと現地搬入日程に間に合わせることができ

た。その間、あるこう会等の行事は欠席せざるを得な

かった。 

臨時スタッフの応援

を受けての現地搬入

は、機材も含めて2台

のトラックで3往復し

た。そして、現地組

み立て、仕上げに3日

かけて完成した。 

かくして、写真の如

くの美しい作品が、

美術展期間中、松阪邸の庭でゆっくりと回り続け、多く

の観光客の注目を浴びた。 

特に作品として意図したことは、 

➀30度と60度の組み合わせの美しい形 

②細部まで気を配ったきれいな細工 

③見る人に驚きを与えること、つまり、上から落ちる 

 水はどこから上がっているのだろう？ 

 また、あの水だけで回るはずがないだろう、モーター 

 で回しているんじゃないの？ 

 等、不思議に思ってもらうこと。 
 

美術展終了後の移設先は、「道の駅 湖畔の里 福富」に

決まった。7月以降もそこで回り続け、多くの方を楽し

ませることでしょう。皆様もぜひご覧ください。 

ものづくり        シリーズ第4弾作品 ・・・ ゆめ水車 －相合い星－       梅田 正明 

『第67回6月大会は総合優勝・田岡政行氏、女子の部 

・三間裕子さんが好成績で優勝』 

27年度より新役員並びに新ルールに基づく最初の大会と

なった、第67回6月大会を6月12日（金）10時より賀茂

ボールで開催しました。遠く沖縄では梅雨明けの知らせ

もありましたが、まだまだ蒸し暑い中での、又新役員に

とっては一抹の不安の中、当日の大会を迎えました。 

参加者は27名（男性会員18名、女性会員9名）で神﨑

リーダーの挨拶、田岡サブリーダーの新大会ルール説明

の後、小森山氏の準備体操で幕を開けました。 

大会競技ルールは3ゲーム（ハンディキャップ含む）

合計得点で競いました。成績結果は（優勝）田岡政行氏

670点。（準優勝）井出茂氏639点。（第三位）三間裕

子さん634点とハイレベルな成績でした。ハイゲーム賞

は（男子の部）『田岡政行氏226点』（女子の部）『三

間裕子さん255点』 ノーミス賞の達成者は『喜田榮禧

氏・神﨑保範氏』の2名でした。今回優勝の田岡氏は昨

年の6月大会より参戦し、節目の今大会で優勝と男子ハ

イゲーム賞のダブル受賞、女子の部優勝の三間さんも総

合3位ながら、今大会最高の255点でハイゲーム賞を獲

得、又準優勝の井出氏もベテランの意地を見せてくれた

大会でした。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 田岡 政行 670点 

2位 井出  茂 639点 

3位 三間 裕子 634点 

4位 神﨑 保範 624点 

5位 村上 孝一 598点 

6位 牛田 晴雄 550点 

7位 喜田 榮禧 548点  8位 坂田 広海 545点 

9位 梅田 啓二 542点  10位 川股 幸雄 540点 

ボウリング         ｢27年6月大会報告｣                                        神﨑 保範 

 

全体像 銘板 

 

二段目 平成あそび隊来訪 

空高く？一段目 腰本先生と私 
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 アマチュア無線を楽しんで６０年！                 濱川 康  アマチュア無線 

 小生60余年以前の若かった頃の昔、無線に興味を抱い

て親の目を盗みながら無線関係の趣味で夜中に静かに作

業をする日々でしたが、それが高じて無線に関係する

シャープに入社をしたのです。 

それが今アマチュア無線を遣って居る身になり、近年は

我が年齢を思うと何時までも遣れないので、出来るかぎ

り軽微な設備にし、後の整理に出来る限り人の手を煩わ

せる事の無い様にして、存分に趣味を謳歌する手法は何

か無いものかと、設備を可能なかぎり身軽にする事に思

考が動かせています。 

 先ず無線の外的なシンボルのアンテナを、簡素なもの

で満足の得れるものとし、タワーを撤去し出来るかぎり

簡単に撤去作業ができるワイヤー（針金）アンテナにし

ました。 

環境に馴染む、もう少し効率の良いアンテナが造れない

ものかと、試行錯誤を繰り返す醍醐味を今は堪能してい

る日々です。 

アマチュア無線には、テレビがデジタル化され地デジが

ある様に、アマチュア無線にも音声がデジタル化したD-

STAR（Digital Smart Technologies for Amateur Radio）

が実施され、皆さんは地デジで経験されて居る様に雑音

が入り難いクリアな音声で受

信ができてるのですが、山影

やビル影･大雨などで地デジが

受ける受信障害と同じ事が起

こります。 

しかし全国各地に中継局が造

られつつあって、その設備を

使って日本全国津図浦々に繋

がる様に成りつつあります。

その内に世界主要国にも繋が

る事になるのでは思って居ま

す。  

 

 テニス同好会は、参加人員が日々増加傾向にあり、今年

は、常時2面のコートを確保、日によっては、2面では足り

ず3面を確保して、技量、体力向上とコミニュケーション

を充実して、知力向上とボケ防止に楽しくプレイに励ん

でおります。 

メンバー構成は、現役時

代のテニス経験者、定年

後他のテニスクラブで

プレイされている方も

同好会に参加、同好会発

足後テニスを始めた方

等がおられます。（筆者

もその1人です） 

テニス経験のない人は、

経験者の人に指導を仰

ぎながら日々レベルUP

に励んでおります。 

また招待会員の中には、

女性の方も4名おられほ

ぼ毎回参加されており

ます。 

プレイ中は、みんな日頃

の悩みは忘れプレイに

熱中、時には転倒する人

もいますが、幸い今まで

怪我も無く途中で気分

が悪くなった人も無く、

特に夏は汗びっしょりになりますが、汗と共に、体内の毒

素（老人は特に多いとのこと？）も一緒に排出されのか、

みんな最後まで、叱咤激励、笑い声が途切れることはな

く、これが老人の集まりか、と思くらい賑やかです。 

プレイ後は、気分爽快、家に帰れば午後は自然に昼寝が出

来体調は良いとのこと。 

もちろん、練習は自由参加で都合の悪い日は欠席OK。 

正月、盆休みも参加する方があれば実施するという年中

無休体制で楽しんでおります。 

練習内容は先月号で紹介していますので参考にしてくだ

さい。また、コート使用料は、2時間で1人当たり￥200で

す。当日練習前に集金します。 

社友会員、家族のみなさん、テニスを１度やってみたいと

思っている方は参加お待ちしております。 

テニス      テニス同好会                         山本 善久 

 

D-STAR アンテナ 
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平成27年度秋季親睦一泊旅行のご案内 
 

恒例の秋季親睦一泊旅行の計画がまとまりましたのでご案内いたします。 

本年度は、山陰の話題の島、“ジオパーク隠岐の島”に決定いたしました。 

日本海にあり船利用ですが、11月から運行時間が変更になり利用できなくなる為、実施日程を1ケ月早めております。 

秋の山陰の絶好の観光シーズンと思います。多くの方の参加をお願いします。 
 

 実 施 日：平成27年10月19日（月）～ 20日（火） 

 集合場所：Ａ・シャープ第3工場 7:00 広島・東広島地区 

      Ｂ・八幡ＰＡ     7:45 福山・岡山地区 

      Ｃ・鳥取県境港   11:00 鳥取・島根地区 

 行  先：山陰 世界ジオパーク 隠岐諸島 

      隠岐の島 島前・西ノ島 国賀観光 知夫里島観光 境港・おさかなセンター 

      交通機関 バス レインボージェット（超高速船）小型遊覧船 大型フェリー 

 行 程 表：下記をご覧ください 

 宿  泊：ホテル 知夫の里（知夫里島唯一のホテル） 

 参加費用：Ａ・29,000円 広島・東広島・福山・岡山 

      Ｂ・25,000円 鳥取・島根 

 募集人員：45名（ツインルームを希望される方は別途ご連絡ください） 

 募集締切：8月27日（木）必着 

 説 明 会：9月11日（金）10:00～11:00（ラポール広島食堂）予定 

      但し、遠方の方は説明資料送付致します。 
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 すべての行程が終了し、道の駅ソレーネ周南で最後のお土産を買い、一路帰路につきました。途中のSAで山口参

加者と別れ予定より少し早く第3工場へ全員無事に着き、次回の再開を約束しながら解散しました。最後になりまし

たが、今回企画いただきました山口地区の皆様には本当にお世話になり厚くお礼申しあげます。 

201520152015年春季親睦日帰り旅行年春季親睦日帰り旅行年春季親睦日帰り旅行   
“長門・山口名所めぐり 青海島周遊と香山公園の桜見物の旅” 

参加者：社友会 27名・紅葉会 12名・同伴 6名 合計 45名 

 実施日：平成27年4月10日   報告者：田井 正治 

 当日は、早朝から荒れた天気で、絶え間なく降り続く雨の中、予定通り7時30分に第3工場を出発。志和ICから山

陽自動車道に。東支部長挨拶、本日の行程説明、山口地区参加者5名と合流。雨は一向にやむ気配はなく一路青海島

に向かいました。途中で、青海島観光船から、海が荒れている状況の中、予定通り遊覧。不可能、可能との連絡

が、二転三転し、結局、波が高い為に、島一周はできず短縮版の “観音洞コース”となりました。定刻通り11時

30分に大型船シータスで出港、観音洞折り返しコースでしたが、筍岩等奇岩を見る事ができ、青海島をおおいに感

じることができました。 

観 光 船 内 青 海 島 風 景 

 昼食は、「海鮮村北長門」で海鮮料理。食事後、名産品のお買物。時間にゆとりが出来たので、萩まで足を延ば

し「花燃ゆ大河ドラマ館」を見学し、山口市香山公園に向かいました。香山公園では、ガイドさんの案内で“瑠璃

光寺 五重塔”の由来など貴重なお話を聞かせてもらいました。桜の時期は過ぎていましたが、新緑に映える雨の瑠

璃光寺は素晴らしかったです。   

海鮮村北長門 花燃ゆ大河ドラマ館 香山公園・瑠璃光寺 五重塔 

海鮮村で昼食とお買いもの 大河ドラマ館にて 香山公園 瑠璃光寺 五重塔 参拝 
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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45名。今回の日帰り旅行は山口地区委員の企

画にて実施しました。来春は岡山地区の企画にて実

施を予定しています。  

※ H27年度定期総会：5月22日（金）開催。 

  参加者93名。H27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）：中西康憲さん/森田秀

次さん。 

  新加入役員（よろしくお願いします）：上野義則さ

ん/若月和博さん 

 （担当変更役員紹介は省略します） 

   

  

※ 秋季親睦一泊二日旅行は10月19日～20日に計画して

います。“隠岐世界ジオパーク 観光の旅”です。 

  多数の参加をお待ちしております。  

※ シャープサマーフェスティバル開催中止について 

  夏の恒例行事となっていました“シャープサマー

フェスティバル”が残念ながら諸般の事情により今

年は休会となりました。  

※ 元気なシャープを取り戻すために社友会広島支部と

して出来ることのひとつとして“バイシャープ/セル

シャープ”を積極的に取り組むことです。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（ 2015年4月－6月 ） 

 
2015年度4月－6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。 
 

<広島支部会員累計実績> 

社友会広島支部日直当番表 （期間：2015年(H27年) 8月 ～ 2015年(H27年) 10月） 
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●最近のトピックス● 

 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク各キャリアの15年夏モデルの新商品発表会が、5月中旬に相次いで行われまし

た。その中で、スマホと並んでシャープの新世代ケータイ(ガラホ)も紹介されています。スマホを使ってみたいけ

ど使いこなせるか不安、今のケータイ(ガラケー)の使い勝手のまま機能が進化したものが欲しいといった方々、お

試しになってみてはいかがでしょうか。 

「新世代ケータイ「新世代ケータイ「新世代ケータイ(((ガラホガラホガラホ)))」とは？」とは？」とは？   

 一般的に「ケータイ」と呼ばれる従来型携帯電話を、日本独自の進化を遂げたことから「ガラケー（ガラパゴス・

ケータイ）」とも呼ばれていますが、ここ最近「新世代ケータイ(ガラホ)」と呼ばれる新しいケータイが話題になっ

ています。 
 
 「ガラホ」とは「ガラケー」に「スマホ(スマートフォン)」に近い機能を載せた携帯電話のことです。この「新世

代ケータイ(ガラホ)」が注目される理由にはガラケーユーザーのガラケーへの思いが潜んでいます。 
 
 ガラケーを使い続けている人の多くが、今の機能で充分と思って使っていますが、その進化を望んでいないわけで

はありません。多機能は必要ないけど文字入力、電話、カメラなど基本機能の向上は期待しています。一方で、ガラ

ケーでは見られないWebサイトが増えてきた、TwitterやLINEといったSNSのやりとりがしづらいなど不満を抱えなが

ら使い続けている人もいます。 
  
 このようなガラケーユーザーが共通して求めることとして、今までどおりの使い勝手を失いたくないということが

あります。今までどおり使いこなせて、今より良い物としてこの「新世代ケータイ(ガラホ)」が注目されているので

す。 
 
 今回はこの「新世代ケータイ(ガラホ)」の特長についてまとめましたので、ご参考いただければと思います。 

■「新世代ケータイ(ガラホ)」の特長 

● 携帯電話を動かす基本となるソフト（OS）が、スマホやタブレットに搭載されているものと同じ 

  「Android」というソフトを搭載している。 

● ガラケーでは見れなかった、パソコンやスマホで見るWebサイトと同じ内容が見れる。 

● LINEアプリが、スマホとほぼ同様な仕様となり使いやすくなる。 

● Webサイトの閲覧やLINEなどを利用すると大量のデータ通信をするため、パケット定額サービスに加入 

  する必要があるが、料金プランの選択、使い方によってはこれまでのガラケー並みの料金で利用するこ 

  とができる。 

 

★★★ シャープの新世代ケータイ ★★★ 

 

 
 
 

 ☆スマートに使える、自由に使える。 

  新世代ケータイ AQUOS        

 ☆スマートで自由な操作感で、LINEやイン 

  ターネットを快適に使える。 

 ☆AQUOSなら、色鮮やかな3.4インチ大画 

  面と安心して使える電池長持ちを実現。 

 ☆ワンプッシュでクイックオープン 

  防水、赤外線などの充実機能。 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 ☆大人にふさわしい、上質な持ち物。 

 ☆LINEやネット検索を自在に楽しめる。 

 ☆驚きをあたえ、上手な構図をアドバイ 

  スしてくれるカメラ。 

 ☆高音質通話を可能にする、au VoLTE 

  ＆ダイナミックレシーバー。 

 

 

 

 

AQUOS  K 
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広島支部行事予定 2015年7月～9月 
 

7月24日 定例役員会 

9月25日 定例役員会 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2015年4月1日～6月末までの入会者    敬称略 
 

黒瀬 初敏
く ろ せ  は つ と し

     No.6332 SEMC中国統括営業部岡山支店 

菅田 健次
す が た  け ん じ

   No.6339 通信システム事業本部 品質保証部 

森光 宏之
も りみつ  ひ ろゆ き

   No.6340 堺ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ㈱ 経営管理本部 
 

   広島支部会員数 506名、2015年6末現在 

編集後記 ： 梅雨明けが待ち遠しいこの頃ですが、こんな時こそ“ロコモ―ショントレーニング”で快適に過ごしま

しょう。今号から正式に編集にかかわらせて頂くことになりました、より充実した内容になるよう編集して行きます

ので、今まで以上にhibikiを応援ください。宜しくお願いします。                 Y.U 

  地 区 会 員 便 り  . 

広島地区委員長 山根 行雄 近況・古希を過ぎての日々 生活モットー 5 箇条 

 1 仲間がいて気持ちの若い人     2 人の世話を良くし、感謝のできる人    3 ものを読み書く人 

 4 よく笑い感動を忘れない人     5 趣味を持ち、旅行好きな人 

 小生、5年前、定期健診にて、偶然「腫瘍」が見つか

り、精検を受けたところ「胃がん、患部全摘が必要」

との診断、全摘手術を受け九死に一生を得て、今年で 

5年目を迎えました。 
 
 現在は、定期的な検査を受けながら経過観察中の身

です。幸いにも再発や転移もなく、小康を得ています

が、術後の貧血や水分の逆流症状等もあり、体重が16

キロ余減小し大幅な体力ダウン。主治医と相談の上、

食事療法に取組み、過激な運動などは避け、軽い運動/

軽作業で趣味や関心事の実行に励んでいる処です。 
 
長年親しんできました同好会リーダーの交替をお願

いし、側面的な支援を行っています。ダンスの会では

「結成10周年記念ダンス交流会」を開催、又「あるこ

う会」には、夫婦にて『ゆっくりコース』へ時々参

加。元気に過ごせるよう毎月下記の実践に努めており

ます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
①『書道教室（書の友 遊筆会）』での手習い。月例競

書・昇段試験、全国展覧会応募、又、副代表とし

て「大野公民館祭り/文化祭」へ作品展の推進、並

びに、会員同士の意見交換会。 
 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

②『野菜づくり/庭花木の世話』夫婦で自宅前菜園に土 

  地作りから植付・栽培。野菜や花木の世話を通じて 

   心が癒されています。 

③『学友会/OB会等への参加や世話』仲間との絆を更に

強化したいと願っています。ゆうゆう会/社友会/各地

区OB会の幹事として親睦を深める。 
 
④『家族/親戚の情報交換や相談 

対応』父母の月忌、墓参、相互

訪問、食事会等で情報共有。 
 
⑤新聞や書物等の精読。 

 

此れからも家内と二人三脚にて、

無理をせず、元気に77歳（喜寿）を迎えられる様に 

念願しています。 
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