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「実りの秋」           末澤 公彦（写そう会）さん撮影 

 

1面 表紙写真/社友会室リニューア 
   ルセレモニーのご案内 
   /主要記事 
2面 春夏秋冬/役員会便り 

   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 
3面 地区役員報告 

  4面～5面  
    社友会室リニューアル紹介 
  6面～14面  
    同好会活動報告 

    ‘16年春季親睦日帰り旅行案内 
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 

主 要 記 事 

       社友会室 リニューアルセレモニーのご案内 
 

  広島支部の社友会室 リニューアルセレモニーを下記の通り開催致します。 

 会員の皆様、是非リニューアルされた社友会室にお越しください。 
 

・日 時：平成27年10月24日（土） 10:00から15:00 

・場 所：広島支部の社友会室 

・次 第：10：00 支部長挨拶と改装の概要紹介 他 

     10：15 リニューアルデザイン：山口 正光さん/リニューアル施工：梅田 正明さんへの感謝状贈呈 

     10：30 以下随時、“楽器演奏の会”による実演/大画面による音楽・映画鑑賞/TVゲーム等 

 

 尚、当日は紅葉会より、飲み物とお菓子等をご用意しています。 

［その他連絡事項］ 

 ・マイカーで来場の方は、第３工場駐車の一般エリア(グランドの入り口近く)をご利用願います。 
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 役員会便り          事務局長 松見 弘  
 

※ 社友会室のリニューアル(改装)工事が終了しまし
た。開放感が増し用途に応じた部屋作りが出来たの
ではと思います。この機会に社友会室にお越し頂き
ご確認ください。 

※ 秋季親睦一泊二日旅行は募集の結果、多数の申し込

みがあり定員に達しました。(10月19～20日、隠岐
諸島観光) 

※ シャープ製品購入のご協力有難うございます。毎月
集計していますので、シャープ製品ご購入の際には
恐れ入りますが、広島支部ホームページより購入の
申告(報告)を宜しくお願い致します。 

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－9月 ） 
 

2015年度4－9月実績を報告いたします。 

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。 

社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2015年(H27年) 11月 ～ 2016年(H28年) 1月 〕 

 今夏は8月初め猛暑日が一週間ほど続き熱中

症に罹らないかと心配しましたが、その後猛

暑日もなく8月中旬ころから冷夏なのか、秋の

ような涼しさとなりました。皆様これからも

健康維持には充分気を付けてください。 

先日「日本全国8時です」のラジオ放送で興味

深いことを聞きました。月尾嘉男東京大学名

誉教授の話ですが、日本人男女の平均寿命は

ご存じのように世界一です。そして2013年の

人口問題調査結果で(英国の医学誌ランセットに掲載)日

本人の健康寿命(一人で自立して生活できる健康な期間)

が男性71.1歳、女性75.6歳で世界一となったそうです。 

しかし介護が必要な期間(不健康寿命と呼んでいた)は

年々長くなり、医療費も年々増加傾向だそうです。この

不健康寿命の改善が重要でその方法として出来るだけ高

齢まで有職すれば健康体が保て医療費も減少する傾向に

あるそうです。徳島県上勝町で「葉っぱ販売のビジネ

ス」の仕事をしている高齢者の医療費が全国でも一番少

ないそうです。高齢者がこの仕事を通じて生きがいを感

じ「病気をする暇がない」とのこと。全国でも高齢者の

医療費が少ない長野、山梨県なども高齢者の有職率が高

く、仕事をすることによって健康体が維持できるのでは

ないかと考えられています。 

社友会でも無職の方はアウトドアの同好会などに入会

し、体を動かしてそして目標を定め少しでも不健康寿命

が短くなるように努力しませんか。    

 

秋 

春 

夏 

冬 

   不健康寿命を短くしよう！                                                副支部長  渡邊 大輔 
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〔広島地区〕              山根 行雄 

■8/1 ゆうゆう会ウォーキングクラブ「第2回バーベ

キュー大会」会員15名(男13名・女2名）参加して、

極楽寺山温泉アルカディアヴィレッジ/キャンプ場に

て開催、猛暑の中、大いに親睦交流を促進しました。

(16ページの“地区会員便り”及び支部HPのOB会

ニュースにて関連記事公開中） 

■8/31 ゆうゆう会第4回世話人会 役員8名、ホテルJAL

シティ広島へ参集して開催、下記取組決定 

 ①第12回総会懇親会の案内状/返信ハガキ等文章確定

②9/17 関係役員7名、廿日市市のサクラピアに集合郵 

  送会員宛て、案内状 並びに返信ハガキの封筒詰 

  め、宛名シール/差出人シール貼付、郵送手配する 

 ③同時にメール会員宛てBCCメールにて案内状送付 

 ④10/15 参加の申込み〆切、参加者の確定と全役員 

  での参加動員フォロー 

 ⑤10/25の懇親会イベント(ギター・ハーモニカ演奏/ 

  シャンソン歌唱）決定 

 ⑥10/21 第5回世話人会にて イベント出演者・披露演 

  技等確定＆総会懇親会次第及び、役割分担確認実施 

■ゆうゆう会ウォーキングクラブと社友会・山歩会合同 

「第45回例会：極楽寺山登山」9/14実施済。 
 

〔山陰地区〕              山澤 純一 

■9/9-10 、第8回社友会山陰地区懇親旅行を内藤副委員

長のお世話にて実施いたしました。 

 第一日目は呉市の大和ミュージアムとくじら館の見

学、上蒲刈島の民宿にてミーティング、会社情報とし

てカンパニー制導入に伴う五社体制人事と本社ビルの

動きバイシャープ運動と社友会への入会促進運動、仮

称「島根磯釣り同好会」の発足、来年hibiki地区便り

投稿者は下手さんに決定等について情報交換と確認、

夜は盛り沢山の海鮮料理に堪能し、参加者9名は大満

足、来年は鳥取での開催を確認。 

 二日目は下蒲刈島、豊島へ、太閤秀吉時代の史跡 記念

館(松濤園)、また明治時代の町並みの残る御手洗地区

散策と見学、天気良く、海と島並の続く絶景「安芸灘

とびしま街道」のドライブは最高、昨年の隠岐も良

かったが、今回の瀬戸内の旅に参加者全員大満足でし

た。 
 

〔岡山地区〕             池田 征三郎 

■①第34回SH-Gゴルフコンペ開催 

 日時：平成27年9月25日（金）9:15アウトスタート  

場所：岡山国際ゴルフ倶楽部 参加メンバー5組17名 

 前日まで雨模様が予想されていましたが、参加メン

バーの願いが通じたのか、終日薄曇りの天候に恵ま

れ、3ヶ月ぶりに和気あいあい。 

 スコアメイクにチャレンジ白熱のプレーが演じられま

した。以下、上位紹介します。(社友会賞も贈呈) 

 優勝 井元 俊夫 準優勝 中村 雅信 3位 白神 稔 

  4位 池田 征三郎   5位 江口 文夫 6位 山垣 徹郎 

  7位 出口 義則 

■②バイシャープ情報として電気無水鍋”ヘルシオホッ

トクック”の紹介と奥様へのPRを依頼。 

■③2015岡山シャープ忘年OB会スケジュールの紹介。 

 12月13日（日）作州武蔵ホテル 懇親会 

 12月14日（月）ゴルフ 作州武蔵ゴルフ倶楽部。 
 

〔山口地区〕              松田 正博 

■先日HPに報告しましたが7月4日（土）に第4回山口

シャープOB会を開催しました。42名の参加で大いに

盛り上がりました。次回は2年後に笠戸島で開催する

予定です。また今年は恒例の忘年会を予定しておりま

す。多数の参加をお願いいたします。 
 

〔四国地区〕              尾崎 巧 

■月例ゴルフコンペ開催報告 

・6月25日（木）場所；高松ゴールドカントリー倶楽部

（綾川町）で5組19名の参加 (優勝＝井上泰範（社） 

準優勝＝山根勝（賛） 第3位＝尾崎巧（社）) 

・7月15日（水）場所；高松グランドカントリークラブ

（三木町）で6組23名の参加。 台風11号が接近し17

日には上陸するか？といった状況の中でしたが 無事

実施する事ができました。 (優勝＝市原智明（賛） 

準優勝＝西田美盛（賛） 第3位＝吉田良雄（社）) 

・8月25日（火）場所；新琴南ゴルフ倶楽部（まんのう

町）で実施予定でしたが、台風15号の接近により中止 

・9月18日（金）場所；讃岐カントリークラブ（さぬき

市）5組19名の参加。爽やかな天気には恵まれました

が、ゴルフ場のグリーンの芝の養生により高麗芝のグ

リーン使用で難儀しました。 

 優勝＝湯浅秀成（社） 準優勝＝三好勝治（社） 

 第3位＝三浦正二（賛） 
 

〔福山地区〕                         星野 高範 

福山地区活動状況、7月～9月を報告いたします。 

1. 7月28日 納涼会（ビヤガーデン）の開催と福山会報第

10号発行。納涼会は10名の参加で賑やかな会合とな

りました。会報

10号では、本年

度会計中間報

告、4～6月活動

報告、7～9月活

動計画を掲載い

たしました。 

2. 8月5日 夏恒例の「青春18きっぷで行くローカル線の

旅」4名参加で挙行。四国土讃線「愛の西伊予灘線に

乗る」ハプニングなどあり楽しい一日でした。 

3. 9月14，15日 秋恒例のゴルフの会、作州武蔵GCにて

9名の参加で挙行。大変天候に恵まれた楽しいゴルフ

となりました。 

4. 山歩きの会は10月から再開、

園芸面白倶楽部継続活動中。 

5. 10～12月予定 12月初旬忘年

会を行います。 

 

 
 

〔関西・中部・関東地区〕          池田 正雄 

■11月に関西地区での懇談会を予定。 

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・社友会室リニューアル紹介(1) 

コンセプト 
 ■ 会員同士、気軽にコミュニケーション、談笑できる風通しの良い空間 

 ■ 視聴、鑑賞に相応しいサロン的イメージ 

 ■ 事務的な硬いオフィスイメージを払拭 
 

制約事項 
 ■ 総会で承認された予算内 

 ■ 現状復帰可能なリニューアル(対事業本部との取り決め) 

 ■ 消防法及び冷暖房効率確保 

   (防炎カーテン/火災検知器追加/既存エアコンの利用、等) リニューアル前のイメージ図 

Before & After (次ページ) 

リニューアル前の南(会議エリア)側 リニューアル前の北(事務エリア)側 

・・・社友会室リフレッシュ改装を終えて・・・（抜粋）     総合デザイン担当：山口 正光 
  

 会員の方の気軽な談笑の場として、また映像、レコード音楽、楽器演奏などの鑑賞、視聴を通して交流やコミュ

ニケーションが気軽に図るに相応しいサロン的イメージに社友会室をリフレッシュしようという提案趣旨が皆さん

の賛同を得て実施の運びとなりました。 

 ■ リニューアルポリシー・・コミュニケーションを気軽に図るに相応しいサロン的イメージ 

 ■ 拘ったポイント(デザイン/ 材料)・・ノイズの少ない落ち着いた穏やかな雰囲気の空間づくり 

 ■ 改装での苦労話・・予算内での見積もり( ニトリ、ユーホー、ナフコ等)、実際の現場の改装作業 

具体的作業の担当推進者の選任は、会員の中から得意分野の方を選出、対応。 

趣旨に沿ったイメージ図の作成、図面の作成、材料の選定、予算確定化決定、材料の購入、新規部品の作成、部屋

の什器備品の整理整頓など具体的作業日程の確定、最終推進合意決定。その後は作業日程に従い誠意推進しまし

た。色々と苦労もございましたが、予算内で如何に最大限の効果を出せるか、に尽きるかと思います。 

皆様の御協力、本当にありがとうございました。 

カーテンレールの取付け カーテンの取付け 配線処理 お手伝い頂いた皆様 
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■ 社友会室リニューアル工事完了 
 

 現状の社友会室の硬いオフィスイメージを払拭し、会員同士が気軽にコミュニケーションし、談笑出来る

風通しの良い空間（スペース）を目指し、社友会室の半分をサロン的イメージにリニューアルする工事が完

了致しました。リニューアルした社友会室は活用の場としてご利用頂けます。 

皆様のお越しをお待ち致しております。 

社友会広島支部・社友会室リニューアル紹介(2) 

・・・社友会室リニューアルに協力して・・・（抜粋）       設計・施工担当：梅田 正明 
 

私の担当は、木製のランマ（空調の流れのために、間仕切り上部に設けた梯子状の部分）の製作と取付け、そ

の下へのアコーディオンカーテンの取付け、壁面3面部のカーテン取付け、白板の移設等だった。一番悩んだの

は、ランマの天井への取付け方法だった。 

石膏ボードの天井だから、天井裏の骨材へ持たせなければ強度を確保できない。下見・寸法測定の時、天井裏

を調査・考察し、工事時には誰かに天井裏に潜って骨材の上に補助材を置いてもらい、それをめがけて長いネジ

で止める方法を採用した。カーテンレールについては、石膏ボードの天井に直接ネジ止めして大丈夫だと考えて

いたが、工事にあたって強度不足だったので、急遽石膏ボード用アンカーを使用して強度を確保した。ランマを

製作するについては、出来るだけ節の少ない材料を先行購入し、木材の乾燥時間を確保した。かくして、山口さ

んのデザイン通りの形に仕上げることができた。 

取付け工事にあたり、多くの皆様のご協力ありがとうございました。 

リニューアル後の南(会議エリア)側 リニューアル後の北(事務エリア)側 

エアコンを考慮した間仕切りの欄間 

絵手紙・写そう会メンバーの作品 

5ch AVシステム＋アナログオーディオ 

PCゲーム 
何時でも来て 
お遊びください 
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 社交ダンス部 中根です。入部2年5か月になります。 

最近のダンス部は来年(3月度、発表会 実施検討中)の

デモに向けてファイトを燃やしています。今までのダン

スはただ踊っていると言う感じだったかと思いますが、

今は社交ダンスとしての基本中の基本である細やかな足

の動き、向き、手、腰のひねりなど(他、色々)に力を入

れて教えて頂いています。結構足なども筋肉痛になりま

すが遣り甲斐があります。しかし、現実ちゅうもんはそ

う簡単ではありません。先生が言われた事を頭で考えて

指導された事をやっていた筈なんです？ なのに、 

「中根さん今の所は、・・・ですよ」と。 

「ハァ～出来ていませんでしたか？」 

「やったつもりなんですが？」とこんな具合ですから、

恐らく他人が見たら2年前と何処が違うのか判断出来な

いかもしれません？先輩方は昔から沢山ダンスをされて

きていらっしゃるので、あまり動かなくても綺麗な動作

は流石だと思います。 

 現在は5、6人の部員しかいませんが、リーダーの新林

さんや、遠くから練習に参加されている山根さんには、

熱心にパートナーを努めていただき、頭が下がる思いで

す。皆さん、ダンスには全員、熱意と情熱を持って練習

されています。これからも沢山の汗をかいて、おしゃべ

りして、反省して、体を動かして、大事な仲間と共に過

ごしたいと思っています。先生にはいつもよりハードに

何度も何度も同じ事を繰り返し分かるように教えて頂

き、本当に有難く思っています。  

ダンススポーツ           社交ダンスにチャレンジして                     中根 美鈴              

 パソコン同好会が発足して既に9年を過ぎました。 

新会員を募集しますが、なかなか入会者は増えません。 

参考に昨年のメンバーの写真を載せました。 

残念ながら2名の方が退会されてます。 

 昨年からリーダーを引き受けました。今年は少し力を

入れようとメンバーへテーマを割り振りましたが、なか

なかその通りに行きません。それでも3，4名の方はその

テーマに真剣に取り組んで頂き、

毎月の例会でメンバーへ紹介して

頂いています。 

 Windowsも7、8.1 から10へと

進化？ 最近はWindows10のOS

を入れるかどうかが話題になって

ます。 

OSが新しくなるたびにPCの操作

に慣れるまで手間取ります。 

今のところ直ぐに入れるのは危険

だ！とか、いやPCが複数あるの

で1台に入れてみる、という意見があります。 

内心はWindows10を入れてみようと考えてますが…。 

少しでもパソコンに興味がある方、是非入会してくださ

い。待ってます。 

  

パソコン        パソコン同好会                               渡邊 大輔 

 

みんなリズムよく軽快なステップで、アン・ドゥー・トロワー 
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囲碁同好会は4月6日に本年度、第１回目の月例会を開

催しました。年度末に年間の対局成績を集計し、勝率が

70％以上有れば「昇格」、30％以下であれば「降格」と

する囲碁同好会の規定による裁定結

果、今回は全員が段・級位を据え置

くことに成りました。 

4月から9月までの月例会のトピック

スとして、鈴木弘幸さんが19勝2敗

（勝率：90.5％）の好成績を収めたこ

とでした。特に直近の8月は5戦全

勝、9月は4戦全勝と2ヶ月間負け知ら

ずの戦績です。このままの勢いが続

いた場合、リーダーの特権で年度末

を待たずに“昇級”を考えたいと

思っています。 

 一方残念な状況として、昨年度に

比べて出席率がやや低調に推移して

いることです。囲碁同好会は例会を

毎月の第一月曜日に開催して来ましたが、この開催日の

見直しを含め出席率の向上策を検討したいと考えていま

す。 

  平成27年度4月～9月の【月例会別の対局成績】 

 平成27年04月～09月 例会報告                       杉山 健   囲碁 

 シャープを定年になって10年以上が過ぎる。 

古稀を迎え、体のあちこちに年齢を感じている今日この

頃です。 

「下手がいい」「下手でいい」と言われ、迫谷講師の勧

めで何となく欲も希望もなく、絵手紙同好会に入会しま

した。 

現在は月1回の教室に、なるべく出席するよう心掛けて

います。 

毎年、熊野の“筆の里工房”で行われる「ありがとう」

の作品展に同好会メンバーと一緒に見学に 

行きます。 

観るたびにいつも新たな気持ちになります。 

言葉の使い方・表現力・色彩の使い方などいろ

いろと勉強になります。足を運び、数多くの作

品をみることで、良いところを吸収できるよう

心掛けたいと思っています。 

 リーダーの丸山さんの前向きな行動のお蔭

で、少しはそれなりの作品を制作することが出

来、旅行に行ったときなど、これは絵手紙の題

材にしようとか、普段から考える様になりまし

た。 

 今のところ、何年たっても遅々として進歩が

ありませんが、自分らしく、又メンバーと和気

藹藹、楽しく、笑顔でいればいいなと思いなが

ら励んでいます。 

 改めて思うこと、それは感性がないとなかな

か思うように描けないと云うことです。 

これからも、もう少し欲をだして、描くだけでなく心を

豊かに持ってメンバーとの会話を大切にし、下手は下手

なりに歩んで行きたいと思います。 

 更に今、特に思うこと。 

それは継続することです。 

継続は力なりと申しますから・・・。 

絵手紙       絵手紙同好会に入会して思うこと                            稲生 妙子 

 
 

作：神野 和彦 作：丸山 紀夫 

作：三宮 紘代 作：迫谷 冨子 

作：稲生 妙子 

奨励賞受賞の丸山さん/大久保さん/神野さん 

 

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6日 2勝2敗 3勝1敗 3勝1敗 1勝 1勝2敗 欠 4敗 欠

5月11日 欠 2勝 欠 欠 欠 2勝2敗 2敗 欠

6月1日 1勝2敗 3敗 4勝 欠 欠 1勝1敗 欠 欠

7月6日 欠 3勝2敗 3勝1敗 欠 欠 3勝3敗 2勝1敗 1勝5敗

8月3日 1勝2敗 1勝1敗 5勝 1勝 欠 3敗 1勝3敗 欠

9月7日 2勝2敗 1勝4敗 4勝 欠 欠 1勝3敗 3勝1敗 3勝4敗

勝　率 42.9% 47.6% 90.5% 100.0% 33.3% 36.8% 35.2% 30.8%

60.0%66.0%59.3%53.1%
26年度の

勝　率

2勝合　計 6勝8敗 10勝11敗 19勝2敗

37.3%43.8%

1勝2敗 7勝12敗 6勝11敗 4勝9敗

38.9%46.2%
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ゴルフ 

 びっくりです！第183回の本郷カントリーで、長谷川

さんのホールインワンが出ました。私はラッキーにも同

組でしっかり見せていただきました。ショットはプロの

ように高く上がり、少しスライスしながら、カップ左手

前約1メートルに落下、ピンの方に転がりました。“消

えた、入った？、ピンの後ろかも？”と言いながら、

カップの中にボールを確認しました。日頃のご努力のた

まものです。優勝はハンディのおかげ、運に恵まれ

た・・・等、皆さんコメントされていますが、優勝者は

とてもゴルフに熱心です。皆さんも頑張りましょう。 
 

第182回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ） 

優勝 有田 守夫さん 

「優勝できたのは、ハンディのおかげで

す！」と、何方かのコメントでありました

が、真にそのとおりで、私もハンディのお

かげだと思っています。突然右足裏側全体

に坐骨神経痛（激痛）が起こり、1年2か月

あまりを不自由していますが、その間でハンディを稼げ

たということです。大分快復しましたので、更に頑張り

ます。 

準優勝 栗栖 通春さん 

小生のラウンド目標は、“ハ－フで『ダボ4

個・ボギ－5個』の49”ですが、当日はス

タ－トホ－ルが「6オン・3パット」で最悪

のスタ－トで前半は52。午後は『ボギ－オ

ン・2パット』を徹底してダボは1個のみ

(ティショットOB、プレ4から1オン・2パット)にて44で

上がれたのがよかったです。入賞できたのは、おおきな

ハンディ(28.4)と、一緒に廻って下さった先輩方がラフ

に入ってロスト可能性大のボールを探して下さったおか

げです。 

3位 村重 泰弘さん 

同伴プレイヤーにも恵まれ久しぶりに入賞

出来ました。いつも肩に力が入るので、今

日は軽く正確に当てることのみに注意。 

リラックスしてプレーしたのが良かったよ

うです。 
 

第183回社友会ゴルフコンペ（本郷カントリークラブ） 

優勝 前津宗 政昭さん 

初めての優勝、大変嬉しく思っています。

優勝できたのはハンディキャップのお蔭で

す。また地元での開催で利用回数が多かっ

たことも有利でした。いつもOBが多く、ス

コアを崩す事が多かったのですが今回は無し。パターも

正確に決まりニアピン賞もいただきました。次回も入賞

目指して頑張ります。 

準優勝 村上 孝一さん 

久しぶりに、いいスコアが出ました。ゴル

フはメンタルな競技であることを痛感しま

した。メンバー全員が日ごろの練習効果を

発揮するのに真剣に取り組んでいる姿。

又、いいプレイをすると絶賛し盛り上げて

くれる仲間で楽しくプレイが出来たことがいい成績につ

ながった一番の要因です。それといつもの、メンバーの

打球を探す疲労もなかったことが良かったのかも。あり

がとう同伴競技者殿。 

3位 西尾 弘さん 

暑い日のゴルフで体力を温存するつもり

で、あまり力まず軽くスイングするように

心がけたのが、良い結果に結び付きまし

た。次回も入賞するよう頑張ります。 
 

ホールインワン達成の長谷川 正義さん 

大変暑い中のプレイでしたが、今回私、40

数年のGOLF人生で初めてホールインワン

を達成しました。まさかホールインワンを

狙つている訳でもないし、人生まさかが起

こるものですね。今回の社友会ゴルフコン

ペで、達成出来たことに感謝すると同時に、今後も増々

発展するように皆で頑張りましょう。 
 

第184回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

優勝 渡邊 大輔さん 

天候が悪く開催が危ぶまれましたがプレイ

時には天気も回復して大変よかったです。

今日はドライバーもアイアンもショットが

良かったです。4番ホールでは木に当たって

OBと思ったボールがラフというラッキーも

ありました。大叩きしたホールがなくハンディに助けら

れて優勝できました。 

準優勝 山口 春香さん 

ゴルフは昨年から再開したものの調子は

中々元に戻らず最近、少しずつ感じが掴め

てきたようです。当日は気候も良く、最後

まで快適なプレイを楽しめました。特に今

回は、パターはカップの30cm先まで打つと

心がけた結果がパター数を安定させ、スコアーアップに

なった様に思います。と言っても、未だ3ケタのスコ

アー、扨てこれからだぞー！という心境です。 

3位 田畑 寛典さん 

いつもスイングが早くなったりするので、

常に“間合い”を意識しながらプレイをし

ました。パートナーのお三方のお蔭もあ

り、リズムよく・テンポよくラウンド出

来、ベターなスコアーになりました。引き

続き課題に取り組んでいきたいと思います。 

           ゴルフ同好会報告 （ホールインワン達成）                          末沢 公彦 
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 今回は恒例のイイダコ釣りです。9月21日、最高の釣

り日和です。あさ5時に安芸津を出港です。いつものこ

とですが、ポイントの香川県多度津沖は遠いです。2時

間もかかります。時速50キロで計算して100キロです。 

いつも思いますが広島の近くでイイダコの釣れるポイン

トが無いのかと…。いろいろ調べ、福山沖でも釣れるそ

うですが1日釣っても5匹だそうです。それを思うと多度

津沖はイイダコの一番のポイントです。 

 7時に到着。今日は祭日なので釣り船が多く、50船は

います。多度津港沖から瀬戸大橋付近まで釣り船です。

早々に釣り開始。イイダコ釣りのいいとこは釣りの準備

がいらないことです。疑似の仕掛けを落と

すだけです。仕掛けを海底まで落として誘

いをかけますと仕掛けがおもくなります。

イイダコが抱き付いたのです。ゆっくりと

リールを巻きますと、早速釣れました。船

中から釣れた釣れたの声です。しかし午前

中はなかなか釣れませんでした。多い人で

も30匹、少ない人は10匹くらいです。 

ポイントが悪いのかホント釣れません。午後からポイン

トを変わりました。瀬戸大橋から港の近くへ移動です。 

 すると午前中の釣れなかったのがうそみたいに釣れだ

しました。ポイントによってこんなに変わるのかと思い

ました。いわゆる入れ食いです。船長に無理をお願いし

て時間を延長してもらいました。午後1時で納竿のとこ

ろを3時まで延長してもらいました。午後3時半に納竿で

す。今回初めて参加した古賀君が爆釣でした。私の隣で

釣りましたが次から次へと釣りました。いわゆるセンス

がいいのです。イイダコが仕掛けに抱き付いたのが解る

そうです。たいしたものです。今回のトップ、200匹は

釣れたと思います。私は150匹でした。 

 今年もイイダコが釣れてよかったで

す。最近はだんだん釣りがしんどくなっ

てきましたが来年もぜひ釣りたいです。

10月はハゲ、そして11月から1月は太刀魚

です。 

 釣りは楽しいです是非参加してみませ

んか、お待ちしています。 

釣 り           イイダコ釣り                              川田 正勝 

 9月8日、20名参加でまずオタフクソース広島工場 

WoodEggお好み焼館を見学。 

玄関入口にオタフクコレクション展示。ニッコリおかめ

のお面を江戸時代～昭和53年まで25種(大11、小14)を展

示。オタフクでは2,162点ものアイテムを生産するとの

こと。清潔安全対策(安全靴、ユニフォーム、クリーン

ルーム)の説明を受ける。70℃の高温でのソースボトル

注入は驚き → 真空パック → ピタッとキャップ取付＝

自動機生産(商品は自然常温化)。完成品は無人運搬機で

倉庫へ。 

 昭和50年より食感原料として輸入品のデーツ(なつめ

やし)を導入の説明。デーツを試食。みんなニッコリ！

美味しい。工程見学後、生産されたソースをかけたお好

み焼きを試食。  

 ゆめタウンで昼食後、マツダミュージアム見学。 

まず本社ショールームへ。ウキウキ。キラキラ輝く真っ

赤な新車展示、数台。CX-3/5、ロードスター。私の愛車

も真っ赤なマツダデミオ。構内バス移動10分でミュージ

アム到着。1920年より現在までの色々な車種や、未来環

境、安全の最新技術を展示。燃費30％向上のエコ技術。 

ミュージアムに隣接の最終生産工程見学。流れ作業でエ

ンジン搭載 → 内装組立 → インパネ取付けの流れ作

業。若者の働きぶりを見て活力を頂き、興味深く感心し

ました。 

 見学後、本社ロビーのタリーズコーヒー店で見学者

100円引きのコーヒーを賞味。ケーキも食べ、満足しま

した。 

乗用車ドライバーさん安全運転有難うございました。 

平成あそび隊             オタクフソースとマツダミュージアム見学           右手 里子 
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 廿日市市吉和町の姫ホタル撮影    （記：吉岡 嘉之） 

 6月から7月にかけての写そう会恒例行事の代表格と言えばホタル

の撮影です。今までゲンジボタルの撮影会では全会員が参画したこと

がありますが、今年はゲンジボタルより撮影が難しいヒメボタルに会

員全員が挑みました。天候不順に悩まされながら、遠く「吉和の森」

まで足を運ぶこと計4回。 

会員全員がヒメボタル撮影を経験し、4度目にしてようやく幻想的な

飛翔光景をカメラに収めることが出来ました。 

 

 

 

 

 府中市の手筒花火撮影         (記：中西 康憲) 

 7月26日(日)府中市の府中学園グランドにおいて「備後国府祭り」のフィナー

レとして開催された手筒花火の撮影に始めて挑戦しました。手筒花火は愛知県

豊橋市が発祥の地として知られており、県内では唯一、府中市「備後国府祭

り」で披露されています。火のついた手筒花火を手筒衆(氏子)が仁王立ちの状

態で持ち10数秒吹き上げた後に手筒の底が大きな音と共に抜ける「はね」がこ

の花火のクライマックスです。 

当日は20分程の間に15本の手筒花火が披露されましたが、あっという間に終

わってしまった事から消化不良気味の撮影会でした。来年も開催されるなら今

年の反省を踏まえたカメラワークで会員有志と再挑戦したいと思っています。 

 

 

 

 

 

 荒谷山の天の川撮影          (記： 辻 重樹) 

 8月13日前後にペルセウス座流星群が観測出来る事から、月の影響を受けない

14日夜、安佐北区白木町の荒谷山に登り天の川とペルセウス座流星の撮影会を

行いました。 

荒谷山はパラグライダーのテイクオフ場があり、周りが開けていて非常に見晴

らしの良い所です。この時期の天の川は肉眼でもハッキリ捉える事が出来て南

北に大きく流れる満天の星空は最高です。写真の山の向こうの町灯りは東広島

市です。 

2時間ほど粘ってやっとペルセウス座流星が写った天の川の写真を撮ることが出

来ました。 
 

 11/22～23  妙見宮「八代妙見祭」一泊撮影会を計画。一般参加者歓迎！！ 

 九州熊本で写そう会々員と一緒に河原で荒れ

狂う飾り馬と飛沫を高速シャッターで止めてみ

ませんか。一般参加者大歓迎です。 

九州三大祭りの一つである「八代妙見祭」は、

頭が蛇で体が亀の形をした重さ200kgの「亀蛇

(きだ)」が勇壮に舞うのをはじめ、豪華な祭礼

神幸行列がみられ県内外から集まる多くのカメ

ラマンで賑わいます。 

祭の一番の見どころは、11月23日(祝)妙見宮近くの河川敷で、どらやチャルメラの

音が鳴り響き「亀蛇」が舞い、奉納された飾り馬が水しぶきを上げながら河原を駆

け巡ります。 

お問い合わせは、西尾、谷水又は写そう会々員へ。(参加申込は10月末迄) 

写そう会      フクロウ軍団に変身？？「ホタル/花火/天空」夜の被写体撮影に徹底挑戦！！  西尾 弘  

姫ホタル：吉岡 嘉之 

手筒花火：西尾 弘 

天の川とペルセウス座流星 

：辻 重樹 

 

 

 

 

手筒 
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あるこう会・山歩会                北海道大雪山旭岳登山と小樽・富良野・美瑛・札幌観光満喫 

                                         あるこう会 田井 正治 

                                        山歩会   中根 美鈴 

 7月7日(火)～9日(木)にかけて2泊3日で、広島空港から新千歳空港へ北海道

内移動は貸切バスに乗車、参加者29名(男12名 女17名)内、観光組は19名、

登山組10名で実施しました。 

 出発の7日の広島空港は生憎小雨でしたが、定刻8:15 ANA出発楽しい約2時

間のフライトで定刻10:23新千歳空港に到着。 

貸切バスに乗り換えて一日目の観光は全員で小樽へ向かい、にしん御殿、小

樽運河を観光、更に余市ニッカウヰスキー蒸留所見学してウイスキー試飲を

楽みました。宿泊は旭川藤田観光ワシントンホテル19:00前に着いた。 

 

 二日目登山組10名は、5:00ホテルを

出発、ジャンボタクシーで旭岳ロープ

ウエイ乗場に着き、始発6:15に乗車約

10分で標高1,600ｍの姿見駅に着いた。 

気温は5度と寒く快晴で目前に旭岳の絶

景がくっきり見えた。 

6:44登山スタート6合目付近から強風が

吹き、身体や帽子を飛ばされないよう

に必死に一歩づつ登山した。約2時間30

分で旭岳山頂2,291mに登頂した。 

 二日目観光組19名は、8:15ホテル出

発、貸切バスで富良野へ向う途中車窓

から快晴で十勝連峰の全景を眺めて、

北西の丘、プリンスホテル、ワイン工

場を観光。富良野駅から美瑛駅迄ノ

ロッコ号に乗って29分

の旅を楽しみました。

最後に新栄の丘で絶景

を堪能しみました。 
 

 三日目は8:00全員貸切バスでホテルを出発、今日も快晴絶景を眺めて一路札幌へ向かった。 

札幌場外市場でショッピングした後に、札幌オリンピックの生地大倉山ジャンプ台を見学、午後は自由に札幌観光

名所を散策、札幌時計台、旧北海道庁、大通り公園、札幌テレビ塔の観光を楽しみました。 

 新千歳空港18:40 ANA出発

予定通り20:35広島空港に帰

着した。 

 

 三日間快晴に恵まれた、登

山・観光の素晴らしい思い出

と成りました。 
 

余市 

小樽運河 

旭岳登山 

旭岳山頂 

新栄の丘公園 美瑛駅 

大倉山ジャンプ台 旧北海道庁 
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 今年の4月より、ものづくり同好会に参加させていた

だいております。以前よりものづくり同好会の活動は

知っていましたが、不器用な私には参加することなど考

えてもいませんでした。 

活動参加のきっかけは、退職後の暇から時間をもてあそ

び、ごろごろすることが多くなり、昔 実家に有った寝

椅子を思い出し、こんなのがあれば楽ではないかと考

え、いろいろな家具屋さんで探してみましたが、なかな

か見つからず、あきらめかけた時、形を思い出し、そん

なに難しい構造ではないため、自分でも作れるのではな

いか？と考えるようになりました。 

そこで梅田リーダーに相談してみると、翌日インター

ネットでこんな形ではないかとメールを貰い、形のイ

メージができました。さっそく材料を買うため、寸法を

決めるのですが、図面などなく自分の身長から長さを決

め、支点の位置をどの辺にするかなど、適当に寸法を紙

に書き、まずは一つ作ってみようという気持ちで始めま

した。 

作り始めると機械や道具の種類の多さと、その機械の使

い方、作業の方法など細かに教えていただき、素人の私

にも使いこなすことができ、機械の効果の素晴らしさで

すっかり面白くなりました。今までは板と板を組み合わ

せる道具にも、ノコギリとカナヅチしか思い浮かばな

かったのですが、今ではいろいろな方法があることが分

り、ものづくり同好会に通うのが楽しくなりました。 

寝椅子づくりで苦労したのは、身体の支えの部分の尾道

帆布が大変厚かった事です。二つ折りで周囲を縫い付け

ることが難しく、布が厚いためミシンが上手く進まない

のです。無理に引っ張ってモーターに負担をかけたこと

で、ミシンの調子が悪くなり、買い替えることになって

しまい、とても高いものにつきました。 

 できあがりは、見栄えは悪いのですが、利用してみる

と大変楽であり、今では日々の

TVを見る時や本を読むときに利

用しており、満足しておりま

す。 

その後、簡単にできそうな鉢ス

タンドと花台、そして先輩方の

作っている車のおもちゃをまね

て、もうすぐ1歳になる甥の子供

にプレゼントしようと製作しま

した。次は何にしようか・・と

家の中を見て回っております。 

ものづくり        寝椅子が欲しくて                         冨木 泰 

 27年度9月大会は9月11日(金)10時より賀茂ボールで

開催しました。今年は台風の到来も多く不安定だった天

気もひと段落し、大会当日は秋らしい天気の中にも厳し

い日差しの中、総勢22名の参加者（男性会員14名、女性

会員8名）で開幕した。 

 まず前回優勝の田岡政行氏・三間裕子さんより優勝ト

ロフィーの返還、神崎リーダーの開会挨拶・田岡サブ

リ－ダーの準備体操で大会の幕を開けました。 

 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。今年度大会よりハンディキャッ

プを改正(男子 最大20点/ゲーム,女子30点/ゲーム)し

た事より接戦となり、結果は 

 (優勝)神崎 保範氏615点 (準優勝)村上 孝一氏606点 

 (三位)田岡 政行氏604点 (四位)藤田 喜弘氏603点 

 (五位)川股 幸雄氏603点と第四位まではわずか 

 12点と拮抗した結果となりました。 

ハイゲーム賞は(男子の部)『神崎保範氏 246

点』 (女子の部)『三間裕子さん 191点』 

ノーミス賞は4本・3人が達成(村上氏が2本達

成)。達成者は『村上孝一氏・神崎保範氏・藤田

喜弘氏』。今大会のレーンは、難しい設定となっ

ており各選手は攻略に手を焼いたのか前回大会に

比べ得点はやや低調でしたが、ベテラン選手の技が光っ

た大会でもありました。 

次回も更にレベルアップ出来るよう頑張りましょう。 
 

〔上位10位までの成績(3ゲーム合計点HDCP含む)〕 

                      敬称略  

 1位 神崎 保範 615点  2位 村上 孝一 606点 

  3位 田岡 政行 604点  4位 藤田 喜弘 603点 

  5位 川股 幸雄 592点  6位 井出   茂  573点 

  7位 中根 美鈴 568点  8位 牛田 峰子 566点 

  9位 出口 昌孝 550点  10位 新垣 敏雄 541点 

ボウリング        『第68回 9月大会総合優勝は神崎保範氏、女子の部 中根美鈴さんが優勝』      神﨑 保範 

 

ベランダで本を読む為の寝椅子 車のおもちゃ 花台  

鉢置台  
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「ハムフェア２０１5」で社友会本部アマチュア無線同好会ランチ交流会と見学    吉房 幸治 アマチュア無線 

 日本アマチュア無線連盟（略称 JARL）最大のイベン

ト「アマチュア無線フェスティバルハムフェア2015」

が、8月22日（土）～23日（日）の2日間東京都江東区

有明の東京ビッグサイト西2ホールで開かれました。 

今年のハムフェアは、「JARL創立90周年記念ハムフェ

ア」をキャッチフレーズに、現在に至るまでのアマチュ

ア無線の歴史や数々の出来事を織り込みながら、未来へ

の新たな楽しみの挑戦などで楽しさを発見していただく

ことを呼びかけられました。 

 開催当日は全国から、過去最高の36,000名の方々が来

場し、コーナーの出展238団体(JARL：15、ビジネス：

24、クラブ：194、JAIA：5）のさまざまな展示や催事

の見学、久々のアイボール、そしてハムフェア特価品

など、掘り出し物探索を十分に満喫されたようです。 
 今年もハムフェアで特に海外の連盟や企業等の出展が

多くみられました。HP：ハムフェア2015（アマチュア

無線フェスティバル）JARL主催：社団法人日本アマ

チュア無線連盟交流会。参加メンバー社友会本部アマ

チュア無線同好会メンバー8名A3CES 前田、JA3IBU 逵 

JA3KVT 銭谷、JA3PFY 古和田、JF3EPU 中川、 

JE1NJC 平山、７K2PZG 出野、7N2TCF 寺尾、○広島

アマチュア無線同好会メンバー１名、JA4DPL 吉房、

SCNet メンバー2名、JG1XST 魚、JA6KNU/1 板垣、 

昼食をとりながら交流会を

実施しお互いの情報交換等

で親睦を図りました。 

 今年でハムフェアでの交

流会は17回目でした。 

今年の7月の暑さは格別でしたね。そんな暑さの中で

も、炎天下でも元気なものですよ、ボールを追っかける

のですから。 

第一回の定例会(2013年4月)ではラケットを持つのは初

めて(筆者もその一人)、そんな練習でも空振りはする

は、足は動かないわで、練習風景は正に笑い、失笑もあ

りました。 

そんな初心者も3年目に入り、ゲームも少しはゲームら

しくなり、ラリーも少しは続くし、ナイスショット、こ

ことばかりの強打のスマッシュも決まれば爽快。感嘆の

笑いも生じるようになってきました。 

そうなると、楽しさは更に増します。新しい仲間や、招

待会員も増えて、笑声のなか楽しく体を動かしていま

す。 

筆者の8歳の孫(小学3年生の男)も学校が休みの時は参加

させてもらったりしています。『じっちゃん、下手じゃ

ね～。僕の方がサーブはうまいよ。』、『秋休みも行っ

てもいいの？』と今から予約も入っています。高齢者ば

かりのテニスではないのですよ。孫の母親やそのママ友

も時々ですが参加しています。平均年齢はぐっと若返り

ますよ。会場も和やかにもなります。 

えっ、そうか。楽しそう。と思ったあなた。思たっとき

に来てくださいね。毎週水曜日、場所は運動公園、第7

コート、第8コートです。 

そうそう、この秋には1泊2日の合宿(第2回目)もありま

す。場所は 温泉リゾート風の国(島根県江津市)、10月

26日、27日の予定です。 

合宿から参加しようか。と思われたあなた是非どうぞ。 

お待ちしています。 

テニス      テニス同好会                             弓井 克己  
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 「楽器演奏の会」は春のhibiki73号で新規発足の同好

会として紹介いただきました。実質的な活動は昨年暮れ

から活動を開始し、今年四月から正式に同好会として認

定されて活動しております。 

今の活動状況は、ギターでメロディーとアルペジオに

よるバッキングを交代で演奏し、ウクレレでコードとリ

ズムを付けています、曲のジャンルは唱歌、歌謡曲、

フォーク等を会員の好みで自由に選択しています。最近

はギターアンサンブル用の楽譜を用いて二重奏、機械演

奏も加えて三重奏など演奏しています、実際の曲名は

ホームページの活動報告の中で紹介しておりますので、

ご覧ください。尚、会場は社友会奥のレクチャールー

ム、例会は月に二回金曜日の午後、現在会費無しです。 

併設のハワイアンではスチールギターとギター、ベー

ス、ウクレレ、ボーカルで、昔聞きなれた曲を外部のメ

ンバーも交えて外部の場所を借りて月に二回、水曜の午

後練習、演奏しています。 

 5月の総会後の懇親会の席でも会の紹介と会員募集の

お誘いをしましたが音楽に興味のある方、又は楽器の演

奏が出来る方の募集をしております、見学も歓迎ですの

で気軽に立ち寄ってみて下さい。 

現在、社友会のメンバーは四人で、ギター、ウクレレ

の演奏で楽しんでおります、ホームページも開いており

ますので、活動状況やメンバーなど閲覧して頂きたいと

思います。 

ハワイアンの演奏の方では現在外部のメンバーも加えて

いますが、ウクレレ、ベースの出来る方、募集しており

ますので是非参加して下さい。 

楽器演奏の会             「楽器演奏の会」                       江頭 敏晴 

シャープ第三工場発‐‐西条IC‐‐福山SA(福山参加者乗車美合流)‐‐備前IC‐‐道の駅“一本松”(岡山参加者乗車美合流)‐‐長備前日生大橋・鹿久居島‐‐岡山いこいの村(昼食)‐‐ 

14:00 

8:00 9:00 12:00 

牛窓オリーブ園‐‐長船刀剣博物館‐‐道の駅“一本松”(岡山参加者お別れ)‐備前IC‐‐福山SA(福山参加者お別れ)‐‐西条IC‐‐シャープ第三工場着 

14:30 15:00 16:00 17:30 

7:00 

岡山地区の企画です。2016年の2月位から募集を始めます。参加を予定される方は日程を確保して置いてください。 



(15) 

みなさんもスマホやケータイを使って、ご家族やお孫さん、愛犬などのペット、花や風景などなど、写真を 

撮る機会がたくさんあると思いますが、何だか構図が今ひとつ良くないなぁ･･･なんて思ったことありませんか？

今回ご紹介する、スマホの機能｢フレーミングアドバイザー｣なら、そんな悩みを解決してくれます。 

■｢フレーミングアドバイザー｣って何？ 

撮りたいシーンにあわせて、画面にガイドやメッセージで適切なアドバイスを表示してくれます。 

例えば、人や風景を撮影するときには、その被写体を自動的に認識してバランスの取れた写真が撮れるようにサ

ポートしてくれたり、料理を撮影するときには、しっかりと料理に寄っておいしそうな写真が撮れるようにアドバ

イスしてくれる機能です。 

撮影イメージ① 

目の位置を横のラインに合わせて撮影 

撮影イメージ② 

撮りたいものをラインに合わせて撮影 

 
■｢フレーミングアドバイザー｣では、こんな風に撮影します！ 
 
フレーミングアドバイザーを使うとどのような写真が               

撮れるのか、代表的なアドバイスをご紹介しましょう。 
 
撮影イメージ①は人物撮影の例です。“目”の位置を 

画面に表示された横ラインに合わせて撮影すれば、バ 

ランスの良い写真が撮れます。 
 
撮影イメージ②は風景の例です。左右が対称な景色、 

対象が複数ある場合などなど、様々な構図をサポート 

します。 
 
いかがですか。｢フレーミングアドバイザー」を使って 

自慢したくなるような写真を撮ってみませんか。 

ぜひ、最新のAQUOSスマートフォンをお試しください。 

 

●最近のトピックス● 

・NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手3社で通話がかけ放題となる割安プランが提供されていますが、先般、 

総務省が大手3社に通信料の引き下げを検討するよう指示を出したというニュースが流れていました。私達の普段の

生活に欠かせない携帯電話。お手軽に使えるようになるといいですね。 

★★★ 「フレーミングアドバイザー」対応 AQUOS スマートフォン ★★★ 

 

余裕のスタミナ。 

美と知性を備えたAQUOSの最高峰 

5.7インチ大画面の映像美で刺激

する。フラッグシップAQUOS 

まるで手の中は画面だけ、 

妥協のない映像美と一体感。 

プレミアムAQUOS 

■AQUOSのプライド。 
  3日間以上のスタミナと 
  「美」を究めたIGZO液晶 
■綺麗さの次へ。 
  ハイスピードカメラが魅せる 
  世界最高のスーパースロー映像 
■未来に触れる知性。 
  話しかける「エモパー」 

■AQUOSのこだわり。 
 あんしんのスタミナと 
 美しさを両立するIGZO液晶 
■ハイスピードカメラが魅せる 
 一瞬。世界最高のスーパー 
 スロー映像 
■あなたを理解し話しかける。 
 成長し続ける「エモパー」 

■AQUOS の証し。 
  高画質技術の粋を集めた映像  

 美、5.7 インチ大画面 
■プロが認めた高画質と 
  ハイスピードカメラが魅せる 
  世界最高のスーパースロー映像 
■独自の技術であなたを理解し、 
  話しかける「エモパー」 



(16) 

広島支部行事予定 2015年10月～12月 
 

10月19-20日 秋季親睦一泊旅行 

10月23日 定例役員会/事業本部幹部・定例懇親会 

10月24日 社友会室リニューアルセレモニー 

 11月27日 定例役員会 

 12月25日 定例役員会(清掃・互礼会) 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2015年7月1日～9月末までの入会者    敬称略 
 

野津本 幸宏
の つ も と  ゆ き ひ ろ

   No.6350 通信システム事業本部 市場品質管理部 

西川 達男
に し か わ  た つ お

   No.6363 通信システム事業本部 生産部生産推進Gr 
 

   広島支部会員数 502名、2015年9末現在 

編集後記 ： hibiki 74号のAQUOSスマートフォンニュースを

読んで、携帯電話を買い替える決心をしました。6年間使い

慣れたSH-01Bからの機種変でガラホと呼ばれているSH-

06G。新機能を使いこなそうと日々格闘です。    M.N. 

  地 区 会 員 便 り  . 

開催内容 

 

 3グループに別れ（JR宮内串戸駅より送迎バス乗車組 

6名/直行組4名/食材買出し組4名）AM10:30頃に現地集

合（1名は午後2時頃より参加） 

 

 手分してバーベキュー

の準備に取り掛り、食材

の下拵え、炭火着火準

備、地元会員の方より提

供いただいた採れたて野

菜や買出しにて調達した

焼鳥・焼肉・ビール等飲

物で準備完了。 

 

 先ず、新規参加者4名

（男 性:2名、女 性:2名）

の紹介後、幹事の発生に

よりバーベキュー大会ス

タート。 

  

 今春の造幣局の花見会

に続き、元気で再開を果

たしお互いに祝盃、バー

ベキューを囲んで、和気

あいあいに歓談、美味し

い料理や肴に舌鼓を打ち

ながら、近況報告や孫の

世話話し、互いの体調

や・釣り・登山・旅行（海外、国内）話等々、おおいに

四方山話で盛りあがりました。 
 

 途中から檀家会議を終えた、当野外施設近くにお住ま

いの会員さんも参加され、自家栽培されている“スイ

カ”を提供してもらい皆で、美味しくいただきバーベ

キュー大会はお開きとなりました。 

 

             

 後片付け後、隣接のア

ルカディア温泉に入浴

し、疲れ十分に癒して、

10月下旬に開催される

「ゆうゆう会第12回総会

懇親会」での再会を約束

して現地解散しました。 

広島地区委員長 山根 行雄 

ゆうゆう会ウォーキングクラブゆうゆう会ウォーキングクラブゆうゆう会ウォーキングクラブ   
第2回バーベキュー大会 開催報告 

   開催日時： 2015年8月1日（土）10:30～16:00        天候  晴れ（酷暑）  

   開催場所： 極楽寺山温泉  アルカディア・ビレッジ    野外施設（バーベキュー場） 

   参加者 ： 15名（男性：13名、女性：2名）       会費：2500円（温泉入浴料500円含む） 


