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散 歩 道  （安芸太田町)            辻 重樹さん 

 

主 要 記 事 
 

1面 広島支部総会案内  

2～3面 春夏秋冬 

 2012年年賀会報告 

3面 春季旅行について 

4面 役員会便り 

 地区別活動報告 

5面~11面  HOW DO YOU DO 

    クラブ TOPICS 

11面  社友短信 

12面   地区会員便り（四国地区）  

  新入会員の紹介 

 社友会会員数      

 広島支部行事予定 

  訂正、編集後記 
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 シャープ社友会広島支部

 　支部長　山本孝喜
 電話・FAX共通 ： 082-420-1728
 〒739-0192 東広島市八本松飯田2-13-1
 E-Mail : shayukai-hro@bz01.plala.or.jp

発
　
行

 

 

・総会日時 ： 2012年5月25日（金） 

              午後2時00分～午後4時30分頃迄(午後1時30分受付開始) 
 

・総会会場 ： 多目的ホール 

           通信システム事業本部 センタービル2階 
 

・総会会費 ： 無料 （昼食会はなし） 
  

・年 会 費 ： 社友会 平成24年度分 3,000円 (当日会場受付にて徴収） 

       紅葉会    同上   1,000円 (     同 上       ) 
 

・総会方式 ：  

   本年も例年と同様に、社友会と 紅葉会の合同で定期総会を実施します。 

    

＊ご出席の可否は準備の都合上、4月27日(金)までに社友会室に届く様

ご連絡頂きたくお願いします。 

＊当日、自家用車でお越しの方は、社友会役員、又は、保安係員の指示

に従い、指定の場所に駐車をお願いします。 

＊当日は社友会の名札を必ず着用（持参）してご来場ください。 

社友会・紅葉会 合同定期総会のご案内 

 

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

＊ ＊ ＊ お 知 ら せ ＊ ＊ ＊ 



年賀会概要 
 

・シャープ創業100周年記念・本部社友会のTV中継で

参加者約500名、過去最多となりました。 
・特に、シャープ100年記念映像上映（創意の遺伝子） 

・本部社友会御手洗会長ご挨拶。 

・町田会長ご挨拶。 

・片山社長基本方針説明 
  シャープを取り巻く厳しい環境と現況、今後戦略

として、揺るぎない成長力・収益力・安定力・ブラ

ンド力を互いに補完しながら強固な事業構造を築く

「奔流に挑戦し、本流を創る」との挑戦スローガン

を掲げ、次の100年へ向け新たなシャープ基盤づくり

にチャレンジするとの決意表明がありました。 

・支部新春年賀会開催。 

 山本支部長年頭挨拶、大畠通信システム本部長、阿

部支部執行委員長より来賓ご挨拶。 

・清興（詩吟）新林会員より「松竹梅」の見事な朗詠

披露あり拍手喝采。 

・新入会員7名の紹介：代表で二井矢さんより、自己紹

介と新人受け入れ宜しくとの挨拶。 
 

 
・古稀を迎えられた慶長者6名の紹介：代表で御船さ

ん、古稀をむかえた心境や現在取り組んでいる趣味

等近況報告を戴きました。 
・同好会「写そう会」の吉岡リーダーより同好会の活

動状況などを紹介説明。  
・企画担当 田井幹事より、本年・春の1泊親睦旅行は

「湯布院・黒川温泉・阿蘇山麓・熊本城・水前寺公

園を巡る旅」の特別企画とし、次月ご案内予定と報

告。  
・最後に、新春福引ビンゴゲーム大会開催、沢山の景

品を準備し、大スクリーン投映して実施。 
 大入り福袋ゲットは幸運なビンゴ1番乗りは水谷会

員。其の後、次々に半数以上の方が賞品をゲットさ

れ、満足そうでした。 
・東副支部長の閉会の辞と一本締めで盛会裏に終了。 
 その後、全員で集合記念集合写真撮影。 
・会場に同好会活動状況のパネル展示や新製品「BIG 

PAD」利用したPR記事や実際の制作作品を展示。 
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 ２ ０ １ ２  年  年  賀  会  報  告 

 シャープ創業100周年記念にあたる今年も、新春年賀会を1月24日（火）午前11時より社友会本部新春年賀会の

模様をＴＶ放映システムで本部・東京・栃木・中部・広島・九州・東北各支部を結んで同時中継して開催。 

引き続いて広島支部年賀会を大畠本部長（通信システム事業本部）、阿部広島支部執行委員長（労組広島支部）

のご臨席を戴き、会員100名（社友会91名＋紅葉会9名）の参加で盛大に開催されました。 

＊広島支部ホームページの”行事レポート”欄に詳細と写真や動画(ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版)も掲載していますのでご確認ください） 

 

 共同農園で野菜づくりを楽しく!     副支部長 東 秀次 

                   

 平成21年8月より社友会会員の有志７名が集まり、小幡友幸さんの休耕田

畑3区画(600坪)を借り、個々に野菜づくりを始めてから今年で３年目を迎え

ます。更に、昨年からは1区画(200坪)増やして、小幡共同農園として共同作

業で野菜づくりを楽しんでいます。じゃが芋、南京、白ネギ、さつま芋、ゴ

ボウ等を栽培した。今年は、玉ねぎ、えんどう豆、じゃが芋、いちご、白

菜、キャベツ、大根、人参、ナスビ、ピーマン等の家庭で食べるほとんどの

野菜づくりに挑戦する計画です。7家族分を栽培するので、堆肥、種、資材

等は纏めて共同購入するので効率が良く無駄が有りません。又、草取り、水

やり、追肥等畑の管理はペアーの当番制で作業するので、チームワークも良

く野菜栽培のノウハウも教え合い、個々に栽培している野菜づくりに生かすことが出

来るので重宝です。野菜以外にも、稲作、椎茸、ハブ草茶、果実(キウイ、柿、梨、

桃)等も栽培しています。田畑を耕す耕作機械(トラクター、テーラー、田植え機、コ

ンバイン他)は小幡さん自ら作業を指導して頂けるので大助かりで有難いです。 

 秋には収穫祭、冬には”ミニとんど祭り”をして、バーベキューを楽しみに地域と

のコミュニケーションを図っています。 

 

秋 

春 
夏 

冬 

堆肥投入し土造くり 

椎茸のほだ木つくり 

      稲刈り中 

下仁田ねぎ  玉葱が豊作だ 夏野菜色々採れたよ！ 
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   2012年｢春季一泊親睦旅行」について 
 
  本年の春季の旅行は例年より少し早めですが、既にご案内の通り実施の予定です。 
 

 今回は『築城400年熊本城、水前寺公園、桜の馬場・城彩苑、日本一九重夢大吊り橋』と阿蘇・熊本方面です。 
 宿は2009年にミシュラングリーンガイド温泉地として異例の二つ星の認定を得た黒川温泉です。 
  ・日 時： 平成24年4月17日(火)  ～ 18日(水) 一泊二日 
  ・行き先： 熊本城、桜の馬場、城彩苑、水前寺公園、九重夢大吊橋 他 

  ・宿 泊： 黒川温泉郷 和風旅館 「 美里 」 
  ・参加募集：定員 45名     ・ 参加費用：一人 25,000円 
  ・行 程 ： 
    17日(1日目)：シャ－プ第三工場 → 志和IC → 佐波川SA → 苅田北九州空港IC → 湯布院IC → 
                                （昼食・湯布院・展望館）→ やまなみハイウェー → 九重・夢大吊橋 → 黒川温泉宿泊 
    18日(2日目)：黒川温泉 → 阿蘇・大観峰 → 水前寺公園 → 熊本城・ 昼食 ・桜の馬場 城彩苑 桜道 →  
          熊本IC → 古賀IC → 佐波川SA → 志和IC → シャープ第三工場 ( 解散) 

  －－－ 2ページからのつづき －－－－－ 
 

・今回一番力を注いだ事は参加者を3桁100名以上の確保を目指してフォロー致しました。 
・今年はシャープ創業100周年記念の年で記録映像の上映もあり皆様、現役時代の思い出が蘇えり、大変懐かし

いひと時を過ごすことが出来きました。 
・なお、今回シャープ（株）より創業100周年記念の紅白饅頭を参加者全員に配布戴きました。 
 参加者一同あらためて「シャープの100年の歴史」を懐かしい感慨をもって偲びながら、我々社友会員は

シャープOBとして心から「次の100年へ新たなチャレンジする社員の皆さんへ頑張れシャープ！！！」のエー

ルを送らせていただきます。 
・同好会活動や取組の展示を観覧して参考になる事柄等が多数あり大変参考になりました。 
・年賀会最後のビンゴ大会も盛り上がり無事終了出来、幸甚でした。 

和やかに昼食をとりながらの談笑 写そう会の作品展示 ビンゴで賑やかに！ 

本部の年賀会にはTV中継で参加 
古希を迎えられた方の紹介 
左から、六浦・片野・御船・ 

三宅・山本・東さん 

新入会員の皆さん、左から 
 夘木・進藤・堀本・二井矢・ 

山下・迫谷・松本さん 

乾杯で急に和やかになりました 

全同好会紹介パネル展示 

左は"BIG PAD"での紹介 

御挨拶される山本支部長と 

大畠本部長殿、阿部執行委員長殿 

創業百周年記念の 
紅白饅頭 



 役員会便り  
                          事務局長 松見 弘  
                 

※2012年支部新春年賀会を2012年1月24日に開催。 

  今年は過去最高の参加者があり、盛大に開催する

ことが出来ました。 
 

※春の一泊旅行（2012年4月17－18日予定） 
  今年は少し早めですが、すでにご案内の通り熊本

方面に一泊旅行を致します。(3頁に詳細） 
 

※2012年度定期総会を5月25日（金）に開催予定。 
  多数のご参加をお願い申し上げます。 

 
 

 
※支部発足20周年記念行事（支部定期総会時に予定） 
  2013年度(平成25年)は広島支部発足より20周年 

 に当たります。 

 各種行事を予定していますので、ご期待ください。 
 

※日直当番について：東広島市在住の会員の皆様に

は、広島支部社友会室の日直当番（月、水、金曜

日）を輪番制でお願いしています。まだ日直当番を

されていない方には日直当番受諾調査を随時させて

頂きますので、ご協力の程宜しくお願い致します。  !  

 地区役員報告 
 

         地域担当・企画担当幹事 山根行雄  
 

 地区会員数も年々増えて、前年度末で160名超とな

り、広島支部会員の1/3を超え、6年間で3倍以上に発

展しました。今後も地区会員間の親睦交流と健康増進

に向け、広島支部独自の地区活動費や地区委員との

WebTV会議開催等を通じて、各地域との情報ネット作

りの強化を鋭意推進します。又、OB会・ゴルフコン

ペ・釣り・山登り･花見・海水浴等の各種イベントの

積極的な取組も実施中。今後は、各地区会員から、支

部HPや支部会報「hibiki」への投稿促進と情報発信を

増やし会員相互の積極的な情報交換を推進し、地区会

員様の活力アップを図って参ります。 

〔広島支部〕 

■2月24日並びに3月23日、支部役員との地区委員Web
ＴＶ会議開催、情報交換 

 

〔広島地区〕 

■1月28日、幹事13名参加・京会席「濱登久」で慰労会

（新年会）開催し（支部HPのOB会ニュースに掲載）、

「平成24年度第8回ゆうゆう会 総会懇親会」を10月
20日に宮島の安芸グランドホテルでの開催を決定。

又、3月12日の世話人会で、オプションの”屋形船で

宮島大鳥居を巡る海上から参拝”も併せて決定。 

■4月6日、ゆうゆうウォーキングクラブメンバー11名
参加して「海老山公園」で「ウオーキングクラブ花見

会」開催予定。 
 

 

 

〔山陰地区〕 

■1月3日、元鳥取営業所ＯＢ会〔青葉会〕開催、居酒屋

「太平樂」地元OB15名が参加して大いに親睦旧交を

促進いたしました。（支部HPのOB会ニュースに掲載） 

  4月10日頃に花見会の開催を検討中。 
■「第5回社友会山陰地区会」を6月11-12日に開催決定 

し、社友会会員の下手・市原の両氏のお世話で浜田地

区にて準備中です。 
 

〔山口地区〕 

■2月14日、地区幹事3名が下松市の「くだまつ健康

パーク」に参集して相談し「第3回山口シャープＯＢ

会」を7月7日に下松市（健康センター）での開催決

定。松田地区委員はじめ世話役15名にて参加者60名
を目指して、全会員へ参加確認中です。 

 

〔岡山地区〕 

■池田地区委員等の世話で「第23回懇親ゴルフコンペ大

会」を3月23日に17名参加にて、総社市の岡山国際ゴ

ルフ倶楽部で開催。親睦促進を図って参ります。 
 

〔四国地区〕 

■尾崎地区委員他OB会員等の世話で高松地区周辺在住

のOB10数名で毎月「懇親ゴルフコンペ」実施し、旧

交と情報交換の促進を図っております。   
■今秋10月頃、高松地区で「第11回シャープ四国OB

会」（2年1回開催）を開催予定。 
 

〔関西関東地区〕 

■地区委員長が上杉強さんから中島一さんへ交代。 

 当地区は、関東に数名・中部1名や関西数名の方と 

広域に会員が在住の為、連絡等情報交換が大変だが、

関東の北村副委員と連携し対応する。! 
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 上：広島地区 第8回ゆうゆう会総会懇親会一コマ       
 

    右：山陰地区 鳥取営業所OB会のお元気な皆さん 

合計 164 12月末比  5名増

広島地区 75 山口地区 15 山陰地区 22 岡山地区 18 四国地区 22
内広島 49 内福山 26 関西関東 12

 中国四国等地区会員数　 3月末現在



 「こんな努力が・・・」が 

        上位入賞への道  パート３ 
 

                                                             出口 昌孝 
 

 今期(平成23年度)最終戦で「グランドチャンピオン

賞」獲得へのエントリー資格13名の戦いも加わり例年

通りの熱の入るコンペとなりました。 
 第148回コンペは例年通りのチャンピオンコースで乗

用カートでなく歩きが基本の、体力を含む総合実力が

試されます。 
＊優勝：今更ながらゴルフは微妙に難し

い競技だと思う。前回コンペではBBメー

カーでの悔しさから、その日のコースコ

ンディションを如何に読めるか？。今日

はセカンドでのクラブ選択を番手アップ

にポイントを置き、力まず軽くショット

したことで方向性が保てたこと。更に最終18番2オン狙

うもグリーンオーバーとなるがパターでの第3打ナイス

バーディで終了、且つベスグロで気持ち良く終わるこ

とが出来た。これで今後やる気十分「プレイは謙虚で

且つ大胆に・・・」発揮できます。 
＊準優勝：今日は入会初参加で、まして今年

の初プレイが初めてのコースと「初」が重な

りましたが、幸いなことに現役での顔見知り

との同伴組み合わせで気楽に出来たことが

「超ラッキー」でした。次回からはその気に

なり上位を目指します。 
＊第3位：念願の「グランドチャンピオン

賞」もとれ先ずはハッピー。好調の要因

は、古希を迎えドライバー飛距離よりも安

定性を求め思考錯誤の結果、自分なりに編

み出した「秘策」が安定したスコアーに繋

がったのかな？。今後はHCを気にせずレベ

ルアップを目指します。 

 

 

 今年は昨年に比べ天候もよく気温も14℃とゴルフコ

ンディション日和ながら、お昼からは風と冷気が加わ

りクラブ選択等テクニックの勝負となり、全体的には

パープレイ優勝に止まり、後はオーバープレイとなっ

たが一打を争う激戦に変わりはなかった。 
 今回より新会員「吉田良雄さん」と「二井矢光雄さ

ん」の加入もあり、4月より来期(平成24年度)に向けて

心機一転し出直しましょう。 
 ・第149回コンペは、4/12(木)宮島志和CC 
 ・第150回記念コンペは、5/30(水)安芸CC 
 ・第151回コンペは、6/21(木)安芸CC  
 等、7月には恒例の東映カントリークラブのシニア

カップへ参加も兼ねたコンペ等でお待ちします。体調

を調整しての参加を・・・・。 

ゴルフ 

 

 

 

順位 参加者 Par 順位 参加者 Par
1 桂 0 22 杉　山 ＋12
2  二井 矢 ＋3 23 山本（善） ＋12
3 高　見 ＋4 24 奥村（昌） ＋12
4 中　村 ＋4 25 山口（剛） ＋13
5 松　見 ＋5 26 藤原（敏） ＋13
6 藤原(克) ＋5 27 谷　口 ＋14
7 松本(邦） ＋5 28 勝　山 ＋14
8 清　田 ＋5 29 村　上 ＋15
9 沖　田 ＋5 30 矢　野 ＋17
10 村　重 ＋5 31 中　下 ＋17
11 亀　田 ＋6 32 森　本 ＋17
12 明　石 ＋6 33 津　郷 ＋21
13 佃 ＋6 34 佐々木 ＋21
14 山　内 ＋7 35 山本(博） ＋24
15 末　沢 ＋7 36 嵐 ＋25
16 出　口 ＋7
17 吉田(良) ＋7
18 前　田 ＋8
19 赤　木 ＋9 N.P
20 有　田 ＋10
21 渡　辺 ＋10

  ドロー /  有 田
      嵐 　/  山 内

    末  沢 /  沖  田
    赤 木  / 藤原(克)

OUT /  I N

(　2012年3月15日　賀茂C/C　)

第148回コンペ（18H)　　　（NETスコア）
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 地域センターで自主練習にチャレンジ！ 
 

                               新林 達人 
 

 この冬の練習は余りの寒さのために自主練習としまた。我々の練

習場には空調設備はありません。古い体育館を借用しているので仕

方がないと思っています。昨年は先生も、カイロを腰や肌に着けて

戴きましたので、風邪にはかろうじてかからずに済みました。先生

に聞くと、他の会場には冷暖房はあるとの事。夏はどうにか我慢で

きたがこの冬の寒さは厳しかった。そんな訳で、この冬は自主練習

としたわけですが、各自が練習会場を探してステップを忘れないよ

う頑張りました。 

 練習場の中では、地域センターが便利で、安心して利用できると

思いました。多くの方とも知り合になれるし、パーティや発表会の

情報も聞けます。安くパーティに参加出来る会場としては寺西地域

センターがあります。ダンスの練習が目的の方なら、小谷地域セン

ターが良いでしょう。月曜日の午後一時半から二時間程度、ラテン

やモダンを個々のレベルに合わせて習えます。 

会費は一ヶ月千円の費用のみで、他には何もいりません。途中、

コーヒータイムがあり先生を囲んで雑談をします。 忘年会があ

り、カラオケを歌いながら皆で踊ります。会場は冷暖房完備です。 

 ダンススポーツ 

薄着でも大丈夫な小谷教室 



 第54回大会は井出さんが優勝 
 

                          牛田 晴雄 
  

 第54回大会は3月10日(土)に10時より賀茂ボールで開

催した。今大会は平成23年度の最終競技大会であり参

加者皆さんの熱気を感じた。今年度は4月以降8回の定

例月例会と4回の大会を怪我なく無事に締めくくる事が

出来た。表彰式終了後に総会を”和食処・はな村”で昼

食会を兼ねて行い、今年度の成果確認と次年度の競技

ルールの再確認や年間活動計画の確認、及び幹事役員の

継続を確認して、平成23年度の活動を終了しました。

今大会の参加者は20名(社友会13名、紅葉会1名、招待

会員6名)で、大いに盛り上がり楽しい一日を過ごすこと

が出来た。大会結果は、9位までが3ゲーム合計で600点
以上で、日頃の練習成果を十分に発揮しレベルアップし

たことは賞讃に値する。成績は、優勝：井出茂さん683
点、準優勝：勝山敏治さん650点、第三位：牛田晴雄さ

ん647点と優秀な成績を収めました。 

 

 ハイゲーム賞は男子の部が井出茂さん235点、女子の

部は招待会員の牛田峰子さん199点。又、ノーミス賞は

井出茂さん・勝山敏治さん・川股幸雄さん・坂田広海さ

ん・藤田喜弘さんが達成され、後一歩という方が数名お

られましたが、該当者はこの５名でした。 

 今大会もレーンコンディションの把握に苦戦しつつも

参加者全員が懸命に投球し、一投一投の投球を互いに讃

え励まし合い、好成績を上げることが出来て有終の美を

飾ることが出来ました。 
 

 *上位の成績 (3ゲーム合計点HDCP含む) 敬称略  

ボウリング 

 

準優勝     優勝     第三位 

勝山さん    井出さん    牛田さん 

順位 名 前 成績 順位 名 前 成績

優　勝 井出　  茂 683 準優勝 勝山　敏治 650
3位 牛田　晴雄 647 4位 喜田　栄禧 640
5位 有田　守夫 636 6位 川股　幸雄 632

井出　茂 253
牛田　峰子 199ハイゲーム

男子

女子
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! 白木のおもちゃ作り 
  

                   松見 幸子 
 

 ものづくり同好会に参加させて頂いたのは、去年の

秋からです。きっかけは初孫が誕生する事が分り、イ

ンターネットでベビー用品を見ていた時、たまたま白

木のおもちゃが目に留まりました。色々検索している

内に是非自分で作ってみたいと思う様になったからで

す。実は夫（松見 弘）は以前からものづくり同

好会に入っていましたので、私も入れて頂ける

様にお願いしました。とは言っても木工経験は

全くなく、はたして本当に出来るかしらと、多

少の不安を感じつつ工房に行きました。すると

不安的中で工房の中には私がこれまでに見た事

もない、勿論触った事もない機械・道具がいっ

ぱいで、とても無理と思いました。それでも

リーダーの梅田さん、サブリーダーの奥村さ

ん、事務局の合屋さん達が親切・丁寧に指導や

手助けをしてくださり、記念作品第一号“木箱

入り積み木”が完成しました。第二作目は“車

とバス”です。ジグソーでカーブを切って、形

作っていったのですが、思い通りに切れて、き

れいなカーブが出た時はとても感動しました。

この作品はお友達にもプレゼントしたのです

が、とても好評で喜ばれました。 

 

 

 
 第三作目は“ワインラック”を作りたいので、今デ

ザインを考え中です。最初に諦めてしまわないで、一

歩を踏み出した事で新しい世界が広がり、楽しい日々

を過ごしています。 

ものづくり 

子供もニッコリの第2作目は車 
記念作品第一号を手にニッコリ 

木箱も自作でピッタリと納まります 
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 待望のメバルです 
 

                   川田 正勝 
 

・釣行日 ：3月12日  ・対象魚 ： メバル       

・釣り場 ：安芸灘   ・船   ：晴光丸   

・参加者 ：12名 
 

 瀬戸内海の釣りは太刀魚が終わり、いよいよ春の釣り

です春といえばメバルです。今回はメバルの大漁を期待

して朝6時に安芸津港を出ました。3月と言えども朝は

寒く手が痛い程ですが、港を出てから1時間でポイント

に着きました。愛媛の沖で、地図で見ると広島と愛媛の

境いです。今日はサビキ釣りで仕掛けは”里見メバル”

の8本針です。重りは25号で竿は15号の柔らかい竿がい

いようです。最初のポイントはあまりヒットしませんで

したが、次のポイントでは大当りです。 

 

 

 
 

竿を下ろして1メートル位ゆっくりと巻き上げると、い

きなりガッツンと当たりがきました。すると船長が大き

な声で”少し上げてそのまま待っていると2匹目3匹目

がくるぞー！”と指導してれました。巻上げる時はバレ

てしまいそうなので、ゆっくりと上げていきます。上手

な人は一度に4～5匹を釣っています。仕掛けは同じな

のに何故こんなに違うのか不思議です。 

 釣果は、多い人が60匹で少ない人は15匹で平均20匹
でした。これからもメバルは釣れますので、4月もメバ

ル狙いで行き、5月はオオアジを狙う予定です。 

 これから秋にかけて色いろな魚が釣れます。釣り同好

会へ参加を待ってます。 

釣 り 

 

 

寒い中、早朝からの苦労が報われ釣れましたよ！！ 30cm級含めてこれが全員の釣果です。 

 雪や霜柱をものともせず活動                                 水谷 正弘 

 

 12月16日に年内の最終活動を行ないましたが、途中から雪が降り出して早々に切り上げました。新年の１月に入

り年賀会が開催された週の27日(金)から活動を始めましたが、寒さが厳しく霜降りもありグラウンドは、軟弱にな

り、ボールも転がりが悪い状態でした。そんな中でも元気な壮年会員の声が飛び交いました。今年に入ってから3月
中旬まで雪や雨の為、3回しか活動できないお天気状態です。そんな中ですが40メートル程のロングホールで止り

を出すこともありました。春が早く来てグランドの状態が良くなり、しっかり活動出来る事を期待します。 
 これから暖かくなり体を動かす事を始めようとされる方は、雨降りで無い限り、練習用具(右の写真）は用意して

おりますので、毎週金曜日10時から2時間ほど第三工場グランドにお越しください。 

  見えませんが小雪が降っています 

!

グランドゴルフ 

!

寒さに負けず止まりを目指して！！ 



  

 冬の味覚 焼き「かき」を求めて 
           

                     松岡 良明 
  

 平成あそび隊は、2月19日(日)に呉市倉橋町の宝島くらは

しフェステバル「かき」まつりに行きました。天候は、前日

の雪でいささか心配でしたが、当日は快晴でとても冬とは感

じられない暖かい日和でラッキーな日でした。倉橋町の道路

は狭く、徐行しながら12時すぎに現地に到着しました。駐

車場は、既に満車の状態でしたが、何とか1台止めるスペー

スを確保できました、会場は、子供連れ・若いカップル・シ

ルバー世代で大混雑、多くの屋台の前は人の群れ、平素は静

かな島も、この日ばかりは人口も3倍位に膨れ上がっている

ように思いました。帰路、音戸町で平清盛・音頭の瀬戸ドラ

マ館を見学し、また、東広島のFM放送局「FM東広島」本社

を訪問しました。  

焼「かき」の香ばしい香りに誘われて  「音戸の瀬戸」ドラマ館の前で  FM東広島のロビーにて  
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 ウルトラウォーキングで 
      脚力アップ！ 

 

                    西尾 弘 
 

 3月3日の第281回例会は、あるこう会で初めて、長距

離の「ウルトラウォーキング」を実施した。通常の例会

では10km程度に対して、いきなり2倍の20kmを提案し

たときは、多くのメンバーからブーイングがあり、計画

段階でも関係者からウルトラコースに何名参加するか心

配の声があったが、東リーダーが一部の健脚メンバーに

声をかけて、八本松―西条間で予行ウォーキングを実施

した効果もあり、当日は参加者の半数以上がウルトラ

ウォーキングに挑戦、全員予定時間内にゴールインし、

見事20kmを完歩した。予想より楽であった、予想より

厳しかったと、それぞれの感激が有ったと思う。20km
歩いた実績は自信になったと思います。歩くことは体力

増強の第１歩、これからも現状維持に留まらず、体力と

気力の増強の努力を続けたい。今回のコースは、広島県

尾道市瀬戸田町から愛媛県今治市伯方町まで、県境を越

えた多々羅大橋と大三島大橋の二つの大橋を渡る20km
をウルトラコース

とし、この途中を

バス移動として、

ウォーキング距離

を 15km に 縮 め た

しっかりコース、

9kmに縮めたゆっ

たりコースの3コー

スを準備した。 

 

 

 
 

それぞれ

の体力、

気力に応

じたコー

スを選択

して、早

春のしま

なみ海道

ウォーキングを楽しんだ。 

 新しく社友会に入られた皆さん、精神的な重圧から開

放され、やれやれと一息ついているところと思います

が、肉体は加齢とともに衰えます。しかし、体力はト

レーニングと気力でまだまだ増強できます。 

 今スポーツをやっていない方は是非あるこう会に体験

入会し、歩く楽しさを体感し、一緒に体力増強に励もう

ではありませんか。   

 

伯方SCパークに全員ゴール 

会場入り口にて参加者の一行  

平成あそび隊  

!

生口島サンセットビーチで 多田羅大橋の広島県と 

      愛媛県の県境で！  

大三島橋自歩道入口を通過 

あるこう会 



囲碁・将棋 

  

 歴史を訪ねる宮島登山 
 

                   新川 昭雄 
 

 2月21日(火)、11名(男9名、女2名)の参加で、第23回
山歩会例会を宮島にて実施した。 

 7時半にシャープ第三工場を出発、9時に広島組と宮島

口で合流し、9時45分要害山(宮尾城跡)にて登山ルート

説明とストレッチをして登山スタート、包ヶ浦自然公園

に向かう。小休憩して少し急な山道を登り11時45分鷹

ノ巣砲台跡（189m）に到着。日露戦争の秘密基地を垣

間見た思いである。方位観測所で入浜（坂の上の雲ロケ

地）を眼下に楽しい昼食をとる。午後は包ヶ浦自然公園

に戻り、ここより山越えの登山道に入る。 

 
 

 

博奕尾、尾根(200m)に2時30分到着した。小休憩後に紅

葉谷公園より3時に下山し全員が無事にゴールした。 

 1555年10月1日未明、陶晴賢軍2万に対し毛利元就軍

3,500の将兵は暴風雨の中を包ヶ浦に上陸し、博奕尾尾

根を越え一気に陶軍の本陣がある塔の岡まで攻め下った

と云われる、日本三奇襲戦の一つとされる歴史あるコー

スを歩いた。まさに包ヶ浦より博奕尾を越え有之浦に下

山する当時を偲ぶ登山であつた。 

 

 今回は、明治期の砲台跡見学と一般の登山者では経験

できない意義ある山歩きであつた。 
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山歩会 

博奕尾の尾根に向けて登山 約100年前の日露戦争の鷹ノ巣砲台跡と方位観測所を探索  

 

       新たな活動に向けて 
 

                    杉山 健 
 

 3月5日(月)に、平成23年度の最終の「囲碁・将棋同

好会」の例会を行いました。今年度は、年度の初めか

ら、過去の対局成績に基づいてそれぞれの棋力（段・級

位）を決めて対局するハンディキャップ制を採用しまし

た。この一年間の総対局数は“60局”で前年から勝率を

上げた人、やや足踏みをしている人が有りましたが、総

じて棋力に応じた実力伯仲の結果が出ているように思わ

れます。次年度も当面現在の棋力での対局を継続し、時

機を見て棋力の再判定を行いたいと考えています。 
 今期の後半に、当同好会の常連メンバーの鈴木弘幸さ

ん、相馬実さん、山口春香さんが相次いで体調を壊さ

れ、一時月例会を欠席され大変心配致しました。特に鈴

木さんと相馬さんはMRI検査で「脳動脈瘤」が偶然見付

かり、それぞれ大きな手術を受けられました。両名と

も、勇気と気力と体力で長時間の手術に耐え、相馬さん

は既に月例会に参加されています。鈴木さんも3月初め

に退院されましたし、山口さんも元気を取り戻しました

ので4月度の月例会に参加頂けるか

と楽しみにしています。 当同好会

では、会のより良い発展を目指し

て、月例会の運営面や会の新たな行

事等々について会員の皆さんの意見

や要望を聴取するために、メールで

のアンケート調査を行いました。そ

の結果、現在の対局のやり方につい

ては皆さんから賛同を得ました。要

望として、月例会の時間を長くして

欲しい、月例会を月に二度やっては

どうかと云った「もっと対局数を増 

 

 

 

やしたい」との積極的な意見を多く頂きました。更に、

年に1～2回、一日かけて囲碁大会をやってはどうかと云

う要望が多く有り、これからの囲碁同好会の発展の柱に

成ると感じました。次年度には是非実現したいと考えて

います。最後に、当同好会は発足時点より「囲碁・将棋

同好会」と云う名称で運営して来ました。しかし、最近

に成って「将棋同好会」の月例会への参加者が無く、事

実上休眠状態に成っています。そこで上述のアンケート

で同好会名について尋ねたところ、「囲碁同好会」とす

る案に賛成者が多く、次年度よりこの名称に改名したい

と考えています。新年度より「囲碁同好会」として、上

述の意見や要望を取り取り入れ、各会員と共に柔軟な頭

脳の維持に努め、更なる棋力の向上に励んで行きたいと

思います。社友会の皆さん、何かに取り組んでみたいと

思っている方は、今からでも遅くありません。「囲碁同

好会」への入会をお待ちしています。 
 

 

熱戦が再開された！！ 

復帰組にも容赦なく激戦を展開 
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 新年度への取り組み 
 

                   車角 裕規 
 

 基本的には、従来のパターンを踏襲する。現在の活動

会員は10名余で、活動履歴も10年余とほぼ同じ。しか

し、パソコンに向かってパソコンと遊ぶ内容は十人十

色。得意技ももちろん異なるし、インストールしている

アプリケーションも、そしてその頻度もずいぶん異な

る。その結果とも思えないが、あれもこれもと詰め込ん

だハズの操作上のノウハウや、関連する知識や情報が何

故か時折に行方不明になる。たしか、引き出しの上から

３番目に入れていたはずなのに見当たらない。と、言う

様な傾向が強まる年代になってきたことを厳粛に受け止 

 

 

 
め、新年度より「救急版連絡掲示板」を「支部ホーム

ページ同好会内」に設置することとした。 
 掲示板の「困惑している会員の情報」を入手した会員

が、直ちに回答を準備し同掲示板に回答情報を掲載す

る。他の会員が追加回答する場合は、「補足情報」とし

て追記する。尚、当「救急版連絡掲示板」は同好会会員

専用に成ります。また、支部ホームページの「パソコン

同好会」は陳腐化現象が進行してきたので、近く刷新を

計画しています。  

パソコン 

 

 雪中で天然記念物を撮る                   中西 康憲 
 

 今年最初の撮影会は、県北の北広島町大朝に群生する“雪景色の天狗シデ”をターゲットに実施した。 

この“天狗シデ”はイヌシデの一変種であり、世界でただこの地だけに自生するもので、国の天然記念物に指定

されている。今年の冬は全国的に雪が多く、北広島町大朝もご多分に漏れず非常に雪が多く、除雪されていない

道路には40～50cmを超える雪が残っており、天狗シデ近くの駐車場まで車が入れず手前1.5kmの所で車がスタッ

ク。やむなく車を捨て雪道を徒歩で1時間程掛けて自生地を目指した。深い所は腰近くまで雪に埋もれる雪中行進

ではありましたが、何とか目的の“雪を冠った天狗シデ”の撮影に成功した。 

 

尚、今後の撮影会の計画は4月10日前後に島根県の三刀屋＆松江城の桜を撮りに行きま

す。また、5月の撮影会は5月5日に開催される米軍岩国基地日米親善デー2012の撮影を計

画しております。 更に6月の撮影会は現在検討中ですが、壬生の花田植や油谷の棚田・

近隣の花菖蒲等々の撮影会を検討しております。この機会に、写真に興味を持たれている

方には是非とも体験参加してみませんか。 

詳細の問い合わせは、写そう会幹事の吉岡・中西・辻までご連絡ください。 

写そう会 

見学者を迎える天然記念物の天狗シデ 

天狗シデの前での記念写真 

天狗シデの前での記念写真 

車のスタック現場で記念写真 

又、この冬は野呂山の氷瀑（凍結した滝）やダルマ朝日・夕日や冬の風物詩

等々、各自が誘い合って作品作りに東奔西走しており、その成果が期待される

ところであります。 

しまなみ-大島のダルマ夕日 吉野川のシラスウナギ漁 岡山-錦海湾のダルマ朝日 

 

 

 

 

 
 

凍結した玉すだれの滝 



 

 テーマは折り紙             川田 正勝 
 

 2月は草木の再生「生更ぎ（きさらぎ）」、陽気が更にやってくる

「気更来（きさらぎ）」から「如月」と言われています。春の兆しが

感じられる頃ですが、今年は明日から３月と言うのに昨夜から雪が降

り、寒さが身にしみる雪景色の朝を迎えました。それでも梅のつぼみ

は大分膨らんできたし、花屋さんの店頭には春の花が並ぶ様になって

来ました。今月のテーマは「折り紙」、童心にかえって折り紙を折っ

てと思っていましたが、なかなか折り方が思い出しません。みんなわ

いわい言いながら、”つる・飛行機・馬・かかし等”の折り紙がやっ

と折り上がり、ご覧のような絵手紙ができました。 

絵手紙 

 

増田さん作 和田さん作 吉田さん作 

森本さん作 丸山さん作 平さん作 三宮さん作 神野さん作 

迫谷先生作 増田さん作 
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 平成23年度全日本卓球選手権大会マスターズの部に出場 
 

                            福山地区 白川 仲男 

                                  
 

 平成元年に長年住み慣れた栃木より、IC福山工場へ転勤し、平成17年に定年退職後、早いもので6年目を迎えて

おります。定年前の約20年間、好きだったラケットを握れず、定年後、本格的に練習を開始しました。ところが、

始めたものの体力不足で肩で息する状態が続き、久し振りに受けた特定健診で極度の貧血が判明しました。幸い、

2年前に完治し、現在は週3日程度の練習をこなせるようになりました。 

 この度、マスターズの年齢別（65～69歳）に運良く、県代表三位以内に入る事が出来、念願の本大会（愛知県

豊田市開催）に出場できました。結果は過去の優勝者と同じ組となり、予選敗退に終わりました。強豪相手に1
セット(1-3)㈴取る事が出来、今後の自信に繋がりそうです。日頃は福

山ラケットクラブに所属し、全日本クラブ選手権大会50歳代のメン

バー一員として本大会にも出場させていただきました。これからも好

きな卓球が続けられるよう、日頃の健康管理と地道な練習を継続した

いと思っています。年に数回ですが、東広島に居住の支部会員として

活躍されている奥村恭三さん、そして、研究熱心で明らかに私より実

力が上位の堀田茂人さんとも卓球仲間であり交流しています。卓球競

技も昨今は後期高齢者への推奨スポーツとして注目されており、ラー

ジボールを楽しむ方も増えています。広島支部の同好会活動として、

発足できればと考えています。私の居住する福山東部の坪生町はス

ポーツの盛んな町であり、地元の卓球仲間とも交流しています。子供

達の卓球教室も継続しており、平成22年度は福山市の体育功労者にも

選んでいただきました。 

 毎日が休日なので、地域への社会活動としてボランティア活動も始

めました。機会があれば、紹介させていただき度く。 

社 友 短 信 

 

選手権大会の会場前で、 
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広島支部行事予定 2012年4～6月 
 

4月27日 定例役員会  

5月25日 第19回社友会広島支部定期総会 

6月22日  定例役員会 

 

 町おこし がんばっています!! 
 

             四国地区委員長 尾崎 巧 
 

 日本で一番小さな香川県は、雨が少なく日照時間が長

いという気候風土に恵まれ、江戸時代から製塩業が発展

してきました。特に潮の干満を利用した「入浜式」製塩

が盛んで、日本一広い入浜式塩田として全国トップクラ

スの生産量を誇っていました。製塩方式の改革により昭

和47年に完全閉鎖となりましたが、その跡地を利用し

た「うたづ海ホタル」(道の駅「恋人の聖地」うたづ臨

海公園)では塩田と釜屋を復元して、昔ながらの塩作り

を守り伝えています。又、この公園には平成18年に全

国100ヶ所の「恋人の聖地」に選ばれ、「美しい海景

色」や「夜のイルミネーション」、「瀬戸大橋のライト

アップ」等が楽しめる若者に大人気のロマンチックス

ポットがあります。 

 この施設の管理運営を行っている宇多津町振興財団

に、井元俊夫さん（社友会員No.4636）が勤務され、施

設担当として頑張っています。 

 

  
 

 

 当地に来られる時には、是非お立ち寄りください。 

事前に予約すれば塩作りの体験ができます。体験の所 

要時間は約1時間です。 
 

 うたづ海ホタル（うたづ臨海公園） 
    香川県綾歌郡宇多津町一番丁4 
 TEL:0877-49-0860、営業時間 9:00～21:00(月曜休み) 
 URL：http//www.uplaza-utazu.jp/umihotaru 
 
 四国地区の会員は４県に分散しており、四国地区とし

ての組織だった活動は未だ十分には出来ていませんが、

各個々人は趣味を生かして活躍している方も多々居りま

すので、会員相互に紹介すると共に同好会的に組織化し

発展出来るようになればと考えております。 

  地 区 会 員 便 り  . 

施設の管理運営で活躍されてる井元さん(社友会会員) 
 指導を受けての塩作り体験の風景 

新 入 会 員 の 紹 介  
 

2012年1月1日～3月末までの入会者  敬称略 
 

進藤 秀典
しんどう ひでのり

   No.5675 通信システム事業本部 総務部(福利厚生） 

三次 瑞樹
み よ し  み ず き

 No.5699  通信システム事業本部 生産革新統轄 

中野 悦二
な か の  え つ じ

 No.5700   液昌DS第４事業部  第２技術部 

山下 耕市
やました こういち

 No.5701  通信ｼｽﾃﾑ事業本部  第1生産部(第2工場） 

二井矢光雄
にいや   みつお

No.5702 シャープアメニティシステム(株） 中国営業部 

武田 恵二
た け だ  け い じ

 No.5703  通信システム事業本部 資材部 

折元 正一
おりもと しょういち

 No.5704  通信システム事業本部 資材部 

山平 桂子
やまひら けいこ

 No.5708  通信システム事業本部 第一生産部 

松尾 広美
ま つ お  ひ ろ み

 No.5739 SAS 新規開拓推進プロジェクトチーム 

幽谷 成樹
かすや  しげき

 No.5740 ライティングデバイス事業部 品質保証部 

寺谷 末生
てらたに すえお

 No.5744 法人)ビジネスパートナー（営）田辺ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

田岡 政行
たおか まさゆき

 No.5745 ＳＤＳ中四国支社 四国営業部 

森島 壽洋
もりしま としひろ

 No.5764 シャープタカヤ電子工業株式会社 

川崎 達次
か わ さ き  た つ じ

 No.5765 通信システム事業本部 資材部 

鷦鷯 陽一
さ さ き  よ う い ち

 No.5766 関西リサイクルシステムズ㈱ 第二工場 
 

  広島支部会員数 448名、2012年3月末現在 

編集後記 ： 日増しに温かく気持ち良い季節に成りました。 

 同好会活動報告の”HOW DO YOU DO”欄も副題の”同好

会活動報告”を”クラブTOPICS”に看板変して1年が経過しまし

た。内容も活動報告以外の幅広い内容とし、可能な限り多くの

写真を掲載し視覚でも楽しめる様に努めています。これもご投

稿戴いた方々のご協力が有ればと感謝しています。 

今後も更に種々の改善に取り組みますので、お気付きの点や

ご意見ご感想をお願いします。            K.M  

訂正：前61号で下記の誤りが有りました、訂正しお詫び致します。 

・10頁：ボーリングの写真説明 第3位 正：藤田さん、誤：喜田さん、 

・12頁：新入会員紹介の夘木さん読み仮名、正：うのき、誤：うもく  

 （広島支部ホームページ掲載のhibiki61号は訂正済です） 

シャープ社友会会員数　3月末日現在 4,996名

本 部 3,086名 東 北 119名 栃 木 399名

東 京 627名 中 部 179名 広 島 448名

九 州 138名  '2011年12月末比 88 名増    .   


