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「光輝 」 鹿児島県出水市       谷水 毅 さん 撮影 

 

  シャープ懇話会２０１６開催のご案内 
 

 広島支部“シャープ懇話会２０１６”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２８年２月２６日（金） 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：１０：０５～１２：００ 社友会:御手洗会長、SHARP:高橋社長 挨拶/水嶋会長 講演（DVD視聴） 

              記念写真撮影、東支部長 挨拶、川口本部長/阿部執行委員長 取組み方針発表 

     １２：００～１３：００ 食事・懇談 

     １３：００～１３：３０ 新入会員紹介、地区活動報告、２０１６年春季日帰り親睦旅行案内、他 

・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/懇話会2016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 社友会リニューアルセレモ 
   ニー報告/ふれあいサロンの 
   会ご案内  
 4面～ 5面 秋季親睦旅行実施報告 

    /春季親睦旅行案内  
 6面 社会貢献活動報告 
   /広島支部日直当番表 
7面～13面 同好会活動報告 
14面 地区役員報告 
15面 AQUOSスマートフォン

ニュース 
16面 地区会員便り（岡山地区） 

  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（2015年4－12月） 

 
2015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 13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2年目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10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。 

 平成27年10月24日社友会室リニューアルセレモニー

を開催する事が出来ました。会員の皆様が気軽な談笑の

場所として、映画、音楽、楽器演奏等を楽しく鑑賞でき

る憩いの「ふれあいサロン」室が完成しました。ご協力

頂いた会員の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 例年開催される社友会本部での新春年賀会・懇談会は

諸般の事情により中止となりました。代わりに2月26日

に“シャープ懇話会２０１６”を開催いたします。本部

で開催のシャープ懇話会２０１６の状況をDVDにて視

聴、昼食会ではSEMCより新商品の展示会を開催いたし

ます。多数の参加お待ちして居り

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（地区新規同好会発足推進）  

 2.HPで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（バイシャープ推進）  

 5.健康づくりの応援（健康出前講座）  

 6.地区による親睦旅行の企画立案  

 7.「ふれあいサロンの会」発足推進 

 8.社会貢献ボランティア活動への参画 

 9.社友会資料の電子化推進  

 10.「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  
 

※ 社友会/紅葉会合同秋季親睦一泊二日旅行を10月19

～20日に実施。（隠岐世界ジオパーク・知夫の里観

光）多数のご参加有難うございました。  

※ 社友会室のリニューアル（改装）工事が完了したこ

とお伝えしましたが、使用開始に当り“リニューア

ルセレモニー”を10月24日（土）に開催しました。

今後は“ふれあいサロンの会”を発足し活用するこ

とにしています。  

※ 社会貢献活動の一環として旧シャープ吉川の森枝打

ち作業に社友会広島支部よりも参加。今後とも社会

貢献活動への参加宜しくお願いします。   
※ 恒例の2016年新春懇談会は諸般の事情により中止さ 

    せていただきます。代わりに、“シャープ懇話会 

    ２０１６”として2016年2月26日（金）に事業本部 

  多目的ホールにて開催を予定しています。 

    詳細は別途案内させて頂きますので、多数のご参加 

    をお待ちしています。  
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 “社友会室リニュ-アルセレモニー開催報告” 

開催日時：2015年10月24日（土） 10:00～15:00                 開催場所：広島支部 社友会室                       

参加者  ：35名  

☆紅葉会よりコーヒー、お菓子など提供 

☆新製品の展示（空気清浄機、プラズマクラスターイオン発生機等）           報告者：上野 義則 

午前の部 

Ⅰ：冒頭、東支部長より会員の皆さんが、気軽に談笑で 

   きる場として、また、楽器演奏やレコード鑑賞等を

通して旧交を深めるのに

相応しいサロン的な場に

しようとの提案から、お

よそ1年、皆様のご協力に

よりリニューアル出来た

とのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ：リニューアルのレイアウトデザインを担当された山 

    口さん、工事施工を担当された梅田さんに支部長よ 

    り感謝状と記念品の贈呈がありました。 

  引き続き、お二人より苦労話等を交えた挨拶があり 

  ました。 

Ⅲ：①リニューアルム－ 

   ビ（Before After)  

      上映。 

   ②楽器演奏の会員に 

      よるハワイアンの 

      演奏「グッバイホ 

      ノルル」「小さな 

      竹の橋の下で」 

      等。 
  ③ 懐かしい蓄音機でのSP/LPレコード 鑑賞。 

  ④ DVD鑑賞。     ⑤ PCゲーム遊びの紹介。 

  ⑥ シャープ再生への模索の視聴（NHK大阪制作「関  

      西熱視線」より。) 

⑦シャープ新製品紹介  

 （ビデオ）：モバイル型ロ 

 ボット電話“ロボホン” 

午後の部 

 内容は、午前の部と同じ 

 です。皆さんの笑顔につ 

 つまれてセレモニーは終 

 了しました。 

  

 

  

 

今後は、サロ

ン室としてご

利用くださ

い。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 会員の皆様やご家族の皆様

が気軽に談笑の場所として、

映画、音楽、楽器演奏等を楽

しく鑑賞できる憩いの「ふれ

あいサロン」室の完成に伴

い、“ふれあいサロンの会”

を立ち上げる事になりました。 
 
   “『ふれあいサロン』室 こけら落し”“『ふれあいサロン』室 こけら落し”“『ふれあいサロン』室 こけら落し”   
 
 1月22日(金) 13:00～15:00  
  
 第1部 ：タイトル： “2016新しい社友会の始まり” 
 
 第2部 ：タイトル：「粗忽長屋」 

    立川談志 2007年12月18 

       日（東京よみうりホール） 

 

 第2回 

 3月25日(金)  13:00～15:00 

 春休み特集(お孫さんとご一緒に) 

  アナと雪の女王(吹替版) 

工事施工を担当された梅田さん 

懐かしい蓄音機 

味
の
あ
る
蓄
音
機
の
音
質

に
聞
き
入
る
皆
さ
ん 

感謝状を授与される山口さん 

リニューアル後の社友会室 

ハワイアン演奏 

“ふれあいサロンの会”ご案内 

紅葉会より軽食提供 
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 7時に目的地、境港に向け出発しました。山陽自動車道、尾道自動車道、松江自動車

道経由で順調に渋滞も無く、予定通り11時過ぎには、境港に到着。昼食する場所が無い

為、各自バスの中で多少早目の昼食となりました。 

 

  隠岐の島に向けては、昨年就航したばかりのレイン

ボージェット（水中翼船）で行きました。時速70キロ以

上で、隠岐の島町、西郷港経由で西ノ島町の別府港ま

で、約2時間の船の旅。ゆれることを想定しておりました

が、予想外に揺れも無く、快適な船の旅でした。 

   

 到着時ハプニング、海

が荒れている為、小型観

光船では、海からの国賀

観光は出来ずバスでの島

内観光になりました。 

 

まず、赤尾展望台。ここで国

賀海岸の絶景を観ることがで

きました。また牛、馬が多く

放牧されていた。 

 

 摩天崖では、巨大なナイフで

垂直に切り取ったような海抜

257mの大絶壁をながめ、絶景

に感動。最後に、通天橋まで行

きました。 

丘の上から、遊歩道を下り観音

岩を眺めながら、またまた感

動。その後、浦郷港から、内航船

で知夫里島来居港へ。送迎バス   

でホテル知夫の里へ。 
 
 いよいよ懇親会。東支部長の挨

拶、知夫村の副村長から知夫村の

現状説明、ホテル支配人の挨拶。 
 
 さあ懇親会です。今回は、いま

までと異なりテーブル席での懇親

会でしたが、以外と好感のようで

した。初参加の方々の挨拶を頂いた後、恒例のカラオケ大会の開

催。知夫村から多数の景品の提供を受けたこともあり、大変盛り

上がりました。 

 

 その後、初参加の鈴木さんの中締めでお開きにしました。   

                                            2日目次頁 ⇒ 

 実施日：平成27年10月19日（月）～ 20日（火）        

 参加者：広島46名（社友会31名(同伴5名) 紅葉会15名）                 報告者 田井 正治 

社友会広島支部・紅葉会社友会広島支部・紅葉会社友会広島支部・紅葉会   秋季親睦一泊旅行実施報告秋季親睦一泊旅行実施報告秋季親睦一泊旅行実施報告   

【所感】 

 今回は、隠岐の島ということで、海の波が一番の心配でした。しかし、波もおだやかで天気も最高でした。 

 海からの観光が出来なくなるハプニングもありましたが、風光明媚な風景に圧倒され続けた旅行でした。 

【1日目】西ノ島観光（赤尾展望台・魔天崖・通天橋） 

隠岐を代表する景勝地 

摩天崖で記念撮影 

知夫村副村長ご挨拶 

赤尾展望台より 

ねこむすめ列車前で記念撮影 

レインボージェット乗船中 



 バイキング形式の朝食後、知夫里島の観光

に出発。まず赤ハゲ山。山頂からは、360度

の展望が開けていましたが、好天続きで、多

少ガスっており遠景は望めませんでしたが、

隠岐諸島の島々は望むことができ素晴らしい

景色でした。 
 
 次に、国の名勝と天然に指定されている赤

壁に向かいました。タヌキ、馬、牛、多くの

動物、特にタヌキの可愛かった事、と、赤茶

色の断崖絶壁に感激。また、牛は道をのんび

り歩くために逆にバスが遠慮して通りすぎるほどでした。その後、漁協でサザエ27キロ！！の爆買をして知夫里島

を後にしました。今度は、大型フェリーです。ホテル知夫の里の厚意で別れのテープを準備して頂き、名残をおし

みながら出港。   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船内では、ホテル知夫の里の“隠   

岐めし認定弁当”を食べながら、 

眠りにつく人、のんびり旅行の話 

をする人等、人それぞれ過ごしな 

がら境港まで2時間25分の船旅で

した。 
 
 到着後、境港のおさかなセンターで最後の買い物 

をし、一路東広島に向け帰路につきました。帰路は

途中から、375号を利用し予定より多少早く、6時過

ぎ全員無事、ラポール賀茂駐車場に到着。 
 
 旅行中は、事故もなく、参加者の皆様のご協力を

厚くお礼申し上げます。  

 次回、春の親睦日帰り旅行は、平成28年4月7日（木）に日本のエーゲ海といわれ

る岡山県牛窓です。多数の皆さんと会えることを楽しみにしています。 

 

 2016年 春季親睦日帰り旅行  実施日：2016年4月7日(木) 

  
 

   ◆鹿久居島の古代遺跡の古代体験郷まほろばで古代住居見学 

   ◆備前おさふね刀剣の里 備前長船刀剣博物館見学 

    (2月上旬より募集を開始します。） 

(5) 

社友会広島支部・紅葉会社友会広島支部・紅葉会社友会広島支部・紅葉会   秋季親睦一泊旅行秋季親睦一泊旅行秋季親睦一泊旅行   

【2日目】知夫里島観光（赤ハゲ山・赤壁） 

タヌキ2,000匹以上生息 赤ハゲ山山頂 

知夫赤壁 

隠岐めし認定弁当 

境港さかなセンターで買いもの 

フェリーしらしまデッキにて 

フェリーしらしま乗船 

集合場所：シャープ第3工場  

集合時間：7：00 

参加費用：7,000円 

福山SA(福山参加者)・吉備SA(岡山参加者) 

日本のエーゲ海牛窓と鹿久居島まほろばの旅 
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 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、地域との交流を進めてい

ます。 

「旧シャープの森 吉川」は、2004年～2008年の5カ年

間、ヒノキ、スーパー松、ヤマザクラ等の苗を、2.5ヘ

クタールの山に7,500本植樹しました。今年で12年を迎

えましたが、環境にやさしい森林を創り育てていく為

に、順次徐間伐を定期的に実施しています。 

今回は社友会・社会貢献活動計画に基づき参画し、主

として枝打ち作業を社員及び社友会と吉川区民が一体と

なり取り組みました。12年前に社員の方が汗を流しなが

ら植樹した苗木も、立派な樹木に生育しており、当時現

場で植樹された社友会の方も感慨深く、懐かしがってお

られました。 

 当日は天候にも恵まれ、作業現場は足場が悪く足をと

られながらの作業でしたが、手ノコギリで枝を切る音が 

響き渡り、予定の枝打ち作業が無事に終わりました。 

今後も「旧シャープの森 吉川」を中心に、地域住民

の方との交流を深めながら、環境にやさしい森林創りに

参画しようと考えています。作業の終了後には吉川地域

センターホールにて、地元の婦人会の方のご好意で、ト

ン汁や炊き込みご飯も用意していただき、美味しく頂き

ました。 
 

日 時：平成27年11月28日(土)開会式・講演会 

        9:30～10:30 

参加者：51名（社友会23名・シャープ社員28名） 

【社会貢献活動報告】  

   平成27年度「旧シャープの森 吉川」枝打ち作業に参画             原田 弘  

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。 

社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2016年(H28年) 2月 ～ 2016年(H28年) 4月 〕 

参加者全員 

社友会参加者 

開会式 

枝打ち作業 

カモンケーブル 

テレビ インタビュー 
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［新年の決意］                    平 洋子 
 

 新年明けましておめでとうございます。皆様には良い

お年を迎えられたことと思います。本年もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 私こと本年70歳を迎えます。「生涯青春」の心意気

で、今年も頑張る決意をしております。「絵手紙教室」

開校時に入会し、11年になります。「下手がいい」「下

手 で い い」に つ ら れ、ま た「・・が・・」と「・・

で・・」と云う言葉が好きで、それに「絵手紙は心の栄

養」とも聞くことより、自分の心も豊かに、楽しく、元

気に又ボケ防止になればと思っております。 

・・・が一向に上達しないことが悔しく、悩み「もうこ

の辺りで止めようか」と後ろ向きに考えた事もありまし

たが、「いやいや辞めたら、家で筆を持つことはない

ぞ！」「通っているからこそ月1回でも筆を握ることが

出来るんだぞ」と思いを改め、現在に至っております。 

描いた手紙はほとんど投函します。その中の1人が「私

も絵手紙を習い始めました」「詩も習っています」と嬉

しい便りを呉れました。これからも健康に留意し、亀の

歩みではありますが、常に自身を磨き続けていこうと

思って居ります。  

絵手紙       干支にちなんで                                          丸山 紀夫 

 

 ［本年の目標］       講師  迫谷 富子 
 

 新しい年を迎えるにあたり、色々ありますが先ずは皆

様が元気であって欲しいことです。人は年々歳々年齢を

重ね、体力が衰えると共に不調となり参加が出来なく

なったりします。何事も楽しく続けるには絵手紙もそう

であるように、健康が不可欠であり、それを切に願って

います。 

具体的な練習目標の1つに本年は“言葉を鍛える”を挙

げたい。短い文言で的確に多くを伝えることはかなり難

しいことです。皆様と勉強しながら追求していきたいと

思っています。バリエーションも考え名刺サイズに描

き、ポケットティッシュにしのばせ、自己紹介やお礼な

どに活用するなど、暮らしの中に絵手紙を取り入れるよ

うな提案もしたいです。   

 ［幹事の思い］           丸山 紀夫 
 

 例年の恒例行事で筆の里工房で催される“ありがと

う展”を鑑賞しています。レベルの高い作品展であ

り、関係者も注目しており、それらの入選作品が年末

にかけ一堂に展示されます。年々歳々レベルが上がっ

ているのが解ります。 

自分の描く作品と比較しながら足りない部分や参考に

なる部分を認識させられる良い機会でもあり、是非今

後に生かせるようすぐにでも取り入れてみたいと考え

ます。要は本年もひたすら描き、自身のスタイルを追

求したいと考えております。 
   

 12月最後の練習後、社友会室での茶話会を行いました。 

今年一年間の反省や来年のこと、四方山話など語り合いまし

た。  

川田 芙美子 迫谷 富子 平 洋子 

吉田 巡子 
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 あるこう会は市内の神社、仏閣をめぐるスタンプラ

リー・ウルトラウォーキングに挑戦中で、今年は“東広

島・お寺めぐりスタンプラリー(西条コース)” を11月7

日に実施しました。西条駅を起点とし西条町のお寺10箇

所をめぐり再び西条駅に戻る約15kmのコース設定で、

前年の神社めぐりに倣い“記念のミニ通行手形”やスタ

ンプラリーで使用する“お寺めぐりのしおり＆地図”を

手作りしてウォーキングに備えました。 
 

 当日は総勢33名(男性27名、女性6名)の参加で、

AM9:00に新しくなったJR西条駅北口に集合し北口前に

ある教善寺へ。教善寺では住職夫人や副住職からお寺の

由来や建物についての説明を受けた後、本堂へお参り拝

観させていただき、幸先の良いスタートとなりました。

東広島に長年暮らしながら何処にどんなお寺があるのか

知らない人が殆どで、街並みをゆっくり歩くことで、大

きくりっぱなお寺がこんな所にあったのかと、日頃車で

近くを行き来しても気付かなかったお寺の存在に驚き、

古いお寺の歴史にふれながら市内を散策し無事西条駅に

戻りました。西条駅では完歩のご褒美にアイスクリーム

がふるまわれ解散となりました。 
 

 あるこう会では市内を散策するイベントを交えながら

多くの方が参加できる企画を計画しています。 

皆様も是非参加して一緒に歩きましょう。 
 

今回のウォーキングコース 
 

 JR西条駅北口→0.05km   ①教善寺→0.5km 

 ②安芸国分寺→0.4km   ③西楽寺→0.9km 

 ④福寿院円通寺→1.4km  ⑤慶徳寺→0.7km 

 ⑥教正寺→1.2km     ⑦観現寺→1.7km 

 三ツ城公園(昼食)→1.3km ⑧正福寺→2.2km 

 特・平泰寺→1.8km    ⑨昭玄寺→2.2km 

 ⑩真光寺→0.8km     JR西条駅 

あるこう会 
東広島・お寺めぐりスタンプラリー・ウルトラウォーキング（西条コース） 

                                      菊池 明夫 

 今年の釣り収めは大漁でした。12月21日のつり同好会

の釣り収めは太刀魚です。朝6時半に安芸津を出船、今

の時期は太刀魚が近くまで来ています。昨日のポイント

は豊島の沖だったので今日も近くだと船長も自身満々で

す。 

 出船して30分、安芸灘大橋を過ぎたころから船があち

らこちらに見え出しました。蒲刈大橋を過ぎた時に船が

止まりました。魚探に太刀魚の反応が出たのです。晴光

丸にはソナーがついていますので、半径600メートルま

での魚群を探します。魚探ですと船の

下しか見えませんがソナーですと広く

探します。結局この日はここでずーっ

と釣りました。 

 10時頃になると周りは船がいっぱ

いで、50船はいました。今回は全員

餌つりです。治具釣りより大きいのが

釣れますので、手間はかかりますが餌

釣りです。 

 今回はサヨリ、いわし、秋刀魚で、皆が次々と釣りま

す。今回のトップは増田さんでした。70匹釣れたそうで

す。クーラーに入らなくて他の人のクーラーにも入れて

いました。増田さんが釣った一番大きいのは指7本で、

私が今までの釣り経験でも見たことのない大きさです。

こんなに大きな太刀魚がこの近くにもいるのだと驚きま

した。写真でも撮りましが全員大漁でした。 

 来年も釣れますように。3月からはメバルです。5月は

オオアジです。 

来年の大漁を祈りまして、報告を終

わります。 

釣 り 太刀魚が大漁でした                                                     川田 正勝 

手形製作 しおりと手形 教善寺 教善寺本堂内 

慶徳寺にて（左側の六角堂は総檜つくりで 

住職の自慢、中には経典がぎっしり）  
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私のDIYの始まりは約25年前に、父親の足の具合が悪

くなった時に家中に手摺を付けた事からです。何も分か

らない状況からホームセンターで説明を受け、インパク

トドリルとアンカーを購入して壁や柱に穴を開ける事か

ら始めました。それ以降は電動サンダーとジグソーを買

い足し、オーディオラックやスピーカー台等を作って楽

しんでいました。しかし、仕事が忙しくなって来るに連

れて道具に埃が被る状態となってしまっていました。 

H26年に、ひょんな事から古賀先輩に孫娘のクリスマ

スプレゼント用キッチンセットの製作をお願いしたので

すが、その出来栄えの素晴しさに感激すると同時に私の

DIY熱が蘇って来たのです。そんな折、梅田リーダーと

も会う機会がありましたので「ものづくり同好会」工房

をH27年6月に見学させて頂き、その楽しそうな雰囲気

から即刻入会をお願いしました。入会から約半年です

が、思っていた通り“木工は楽しい！”です。 

まず、何を作るかを決める➡ネット等で情報収集➡ 

図面作成➡先輩方の助言を頂く➡図面に反映➡ 

材料決め➡材料調達➡製作開始 の手順で進めます。

そして、シャープの製品づくりと同じで図面通りの物に

仕上げるためには「加工治具」や「組立治具」も時には

必要になります。それらを先輩方の助言を頂きながら、

一緒に考えるのも楽しいのです。奥が深いですが思い通

りに完成した時の喜びはひとしおです。 

 これまでの作品は、 

 

おもちゃの車、プーさんの子供椅子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスツリー、花台です。 

これからも、楽しみながら色々な作品を作っていこうと

思っています。 

ものづくり  木工は楽しい！                       高津 博行 

 平成27年11月16日広島市内を一望できる、火山、丸

山の縦走を実施した。晴天の下、総勢16名（男11名女5

名）ダイキ祇園店に広島地区の会員と合流、公園に向

け出発した。火山公園ではルート説明と準備運動後、9

時40分に例会登山に出発した。鹿ケ谷で休憩、水越峠

を通過、火山に11時30分到着。楽しい昼食、雑談やダ

ンスを楽しみ、12時20分に丸山に向かう。権現垰や観

音山を経由して丸山に

14時到着する。 

 いよいよ下山開始。

畑峠前に14時40分に

集まり下山する。車道

の山本町内を歩いて山

田小学校に16時到着、

解散する。 

 前回同様に岩崎会員

の案内で市内と県北の

山々を紹介頂き、絶景ポイントでは細かく説明いただ

く。私は久しぶりの大縦走で二万二千歩、16Kmの登山

を実施出来た。健康の有りがたさを痛感した登山でも

あつた。 

市内一望 広島アルプス絶景縦走登山を満喫                      新川 昭雄  山歩会 

鹿ヶ谷砦 

岩場で 

火山～丸山岩場で絶景を堪能 

武田・火山登山道入口スタート 

緩やかな登山道 
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 2015年最後の節目の活動として合宿に絞って報告し

ます。テニス同好会のメンバーとしては劣等生の私が同

好会の活動について書くことは大変気が引けますが、こ

んなメンバーでも気軽に参加し、テニスを楽しんでいる

ことが分かってもらえれば幸いです。劣等生である理由

は、私が今年参加した同好会の行事は11月に1泊2日で島

根県江津市の温泉リゾート地で行われた合宿で、これが

今年初めての参加だったからです。この同好会には現役

の時からテニスの上級者だった元テニス部員や特別参加

で基本から丁寧に教えてくれる指導者が同行する事で、

初心者の人も安心してこの合宿に参加出来ました。 

 当日は車2台に8人が分乗して西条発で江津市の「風の

国」へ向かいました。 

 ≪練習1日目≫ 

午前11時過ぎに「温泉リゾート風の国」着、その後みん

なで昼食。午後1時～5時まで練習。参加者が60歳以上

の高齢者（後期高齢者含む）なので、骨折や捻挫、怪我

等が心配される為、普段より入念に準備運動を行う。 

その後は、二人一組でのネットを挟んで近い距離でのグ

ランドストロークの練習や向かい合ってのボレーボレー

で体をほぐす。その後は個人の要望も取り入れてサーブ

やボレーやスマッシュの練習。続いて大半の人が苦手と 

するバックハンドストロークや（スライス）等の練習。 

一通り練習が終わった終盤には、二人ずつの組みに分か

れてダブルスのショートゲーム。練習の最後は、疲れを

翌日に残さないように入念に整理運動をして1日目の終

了です。夕方5時過ぎに部屋に戻り入浴、その後は食堂

に集まって楽しく歓談しながらの夕食。 

 二次会は部屋で、流石テニス同好会は真面目・・・ 

今日1日の練習ビデオを見て反省会。そろそろ酔いが

回って瞼が閉じてきて心地良く就寝。眠りの中で、世界

的テニスプレイヤーに成長した「錦織 圭」に挑戦して

いる夢を見た人もいたかも知れません。 

 ≪練習2日目≫ 

午前9時から12時まで1日目の復習をかねて練習。最後

はダブルスのミニゲームを行って午前の部の終了。宿へ

戻って、入浴。昼食を摂り、みんな揃って有意義な合宿

を終えることが出来ました。 

 今回の合宿に参加して感じた事。テニスは激しい運動

と思われがちですが、そうではなく、60歳からでも70

歳からでも生涯スポーツとして充分楽しめます。私自身

が既に75歳を過ぎてもまだ十分楽しめると同時に、まだ

まだ、これからももっと上手くなって楽しみたいと思っ

ています。是非、社友会の皆さん、生涯スポーツとして

他の同好会と掛

け持ちで結構で

すから是非奮っ

て参加してくだ

さい。お待ちし

ています。 

ボウリング        ボウリング同好会 ｢27年12月大会、総会実施報告｣           神崎 保範  

 『第69回12月大会を12月11日(金)10時より賀茂ボー

ルで開催致しました。総合優勝は『井出 茂氏』、女子

の部優勝は『勝山 秀子さん』 

今年最後の大会となる本大会は、総勢23名が参加し（男

性会員16名、女性会員7名）開幕しました。何時もは全

員が揃うのが開始直前となるのが常となっておりました

が、今回は開始15分前には全員が揃い、恒例の準備体操

が済むと全員が練習投球の開始をまだかまだかと待って

いるのがハッキリと分かる程、大会に掛ける意気込みが

感じられました。 

 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、井出 茂氏が681点の好スコアで総合優

勝。(準優勝)堀岡 光郎氏 656点、(第三位)牛田 晴雄

氏 631点、(第四位)田岡 正行氏 625点、(第五位)川

股 幸雄氏 616点と全員が600点を超

えるハイレベルな戦いでした。 

ハイゲーム賞は（男子の部）『田岡 

正行氏 250点。』（女子の部）『三

間 裕子さん 194点』 ノーミス賞は

7本・6人が達成(井出氏が2ゲーム達

成)。達成者は『井出 茂氏、堀内 光

郎氏、川股 幸雄氏、小森山 光朗氏、

村上 孝一氏、三間 裕子さん』。 

 又、大会終了後場所を隣接するレストランに移し総会

と忘年会を実施。今年度の活動に対する感謝と28年の活

動計画の報告の後、懇親を深めました。(勿論アルコー

ル抜きです) 

 

〔上位10位までの成績(3ゲーム合計点HDCP含む)〕 

                                           敬称略     

 1位 井出 茂  681点   2位 堀岡 光郎  656点 

 3位 牛田 晴雄 631点   4位 田岡 正行  625点 

 5位 川股 幸雄 616点   6位 小森山 光朗 586点 

 7位 村上 孝一 573点   8位 藤田 善弘  567点 

 9位 勝山 秀子 563点   10位 喜田 栄禧  561点 

テニス同好会初の合宿に参加して                廣瀬 勇 テニス同好会 
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 さて昨年も、長谷川さんの見事なホールインワンなどいろいろなことがありましたが、皆さん楽しく競い合いな

がらゴルフ技術の向上を図れた一年ではなかったかと、幹事一同も喜んでおります。10月の185回では今年傘寿を

迎える杉山さんが10回目の優勝。又この回が送別コンペとなった山本さ

んの準優勝、3位の伊野部さん、お三方とも体力維持には特に力を入れら

れています。技術はもちろんですが、それ以上に体力が物を言うようで

す。11月の186回では広瀬さんが初めての優勝、今年も優勝を目指してく

ださい。岩垣さん丸本さんも練習に工夫をしているようです。12月の187

回では鈴木さんが優勝です。病気を克服されてスコアーもグロス89と、

だんだん回復されておりうれしく思います。この日はグリーンのカップ

位置が難しかったようでパターの上手な人が上位に来ています。今年も

幹事一同、皆様が楽しく親睦を図れるよう頑張ります。私たち幹事も皆

様に負けない様頑張ります。どうぞ宜しくお願いいたします。 
 

 第185回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

優勝 杉山 健さん（写真中央） 

今回思いがけなく優勝が出来た。平成10年の第13回ゴルフコンペでの初

優勝から今回で10回目の優勝が出来て大変嬉しい。来年は「傘寿」を迎

えるが「米寿」位までは元気にゴルフを続けたい。足腰の健康維持を兼ね

たチャコ（愛犬）との朝・夕の散歩を欠かさず続けている。 

準優勝 山本 善久さん（写真左） 

11月に大阪へ転居することになり最後のコンペ参加ということで入賞目ざして、練習を普段の2倍以上した甲斐

あって 準優勝することが出来た。社友会の籍は広島に置いてます。機会があれば広島のコンペにも参加したいと

思ってます。お世話になり有難うございました。 

3位 伊野部 哲也さん（写真右） 

今回は、左手首腱鞘炎の中コンペに参加いたしました。何時ものフルスイングができず、ショットの乱れの中刻み

ゴルフで何とか18ホールをしのぎ、3位という結果に大変ラッキーでした。今後早く手首を完治させコンペに参加

したいと思います。 
 

 第186回社友会ゴルフコンペ（東映カントリークラブ） 

優勝 廣瀬 勇さん（写真中央） 

今まで全く縁が無かった優勝、大変嬉しく思っています。世の中巧く出来

ていて苦節十数年会費の無駄払いの終了もそろそろ潮時かと思っている矢

先、また会費を払い続ける気にさせられてしまいました。これから先、二

度と来ない空振りの優勝を目指して貪欲に今後とも参加しようと思う。 

準優勝 岩垣 邦弘さん（写真左） 

この3年間はゴルフをしていませんでした。記念大会の豪華賞品に釣られて、久し振りの参加でボールの打ち方を

忘れてしまい、また体形も大幅に減少して成績は最悪です。先日雑誌で左一軸スイングの紹介を知り現在その練習

をしています。これは左脚の短い私が以前本能的にやっていた打ち方で脚の筋力が落ちた私でも少しは上手に打つ

事ができます。 

3位 丸本 静馬さん（写真右） 

久しぶりの入賞出来ましたのも同伴プレイヤーのお蔭と感謝しています。またハンディのお蔭もありました。ラウ

ンドになりましたら力が入り思うようなスイング等が出来ません。今後も日々の練習を欠かさず安定したラウンド

を目指して頑張って行きます。 
 

 第187回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

優勝 鈴木 弘幸さん（写真中央） 

優勝した事も嬉しいのですが、更に嬉しいのは90を切れた事です。練習

すればこの年でも上手？になれるのを実感しています。安芸CCとは相性

が良く、昨年も優勝したように記憶しています。あの難しいグリーンで、

なぜ良い成績が出るのか？次回も優勝を狙います。 

準優勝 山脇 隆さん（写真左） 

社友会のコンペに毎回の様に参加させていただいていますが、今回はいつになく、グリーン周りが良かったので、

スコアも上がり準優勝という思い掛けない栄誉に授かりました。私にとってハイレベルなプレイが出来た。パート

ナーにも感謝し、来年は更に練習を重ねて上を目指し頑張りたいと思います。 

3位 猪飼 雅澄さん（写真右） 

今年最終回で天候、同伴競技者に恵まれ幸運にも3位入賞でき本当に嬉しく思いました。朝方はとり(+3)、ダボ

(+2)を叩く最悪のスタートでしたが、後半よりショットと寄せに助けられた一日でした。これからも諦めずに頑張

りたいと思います。 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。              末沢 公彦 ゴルフ 
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ダンススポーツ  今年も元気で練習に励んできました               新林 達人        

平成あそび隊    三島食品とカルビー見学                                     羽村 敦子 

 今年も元気で練習に励んできました。健康が継続の

力となっている。山根さんは広島から毎週自動車で練

習に来られ、夏の暑さ、冬の雪の中、休むことなく元

気な姿を見ると、勇気が湧いてきます。 

 今年も夏ごろから、目標を作り練習に励んでいま

す。個々に、パートナーを決めてステップを踏むので

すが、先生のようには出来ません。師走に入り、何と

か真似事にかなうようになってきました。奥が深くて

皆さん苦労をしています。お互い話しながら修正してい

ます。 

 目標内容は、3月31日(木)に午後1時からボールルー

ム八本松を貸切、パーティを開きます。ここで3組が日

頃の練習成果を発表します。内容は、モダン系で、タン

ゴ、ワルツ、クイックです。今回は入場から終了までの

流れを、種目ごとに選んで決めました。費用は無料で

す。多くの方が来られるのをお待ちしています。 

 お茶でも飲みながら、音楽にあわせて、ジルバ、他踊

りませんか。 

 

 11月25日、20名参加で三島食品を見学。 

三島食品は商標登録されている「ゆかり」が有名です。

創業者はもっと気軽に栄養が摂れるようにと、小魚を乾

燥させたふりかけを考案して起業。コンビニがない時

代、赤い屋根のサラヤでお弁当を買われた人も多いので

は？これも三島食品の事業だそうです。 

 白衣に帽子、マスク、ズボンの裾にバンドを巻き、異

物やゴミを入れないように入り口で粘着テープを使いコ

ロコロと取り除く。工場内に入れば、シソや鰹節、ゴマ

のいい香りだ。安心して食べれるように国が指定した添

加物は一切使用されていない。二重、三重にも異物混入

チェックを終え、個装、箱詰めされ出荷されます。 

 午後からはカルビーを見学。カルビーの社名の由来

は、カルシウムのカルとビタミンB1のビーでカルビーだ

そうです。カルビーと言えばかっぱえびせん、お刺身で

も食べれる100％天然エビ4種類を使用。エビと小麦粉な

どの主原料を混ぜ、蒸して生地にし、伸ばして成型、乾

燥、サクサクに煎った後、油や塩などで味付けされる。

箱入りも梱包もすべて自動化されている。 

 かっぱえびせんのおいしさの秘密は10本のシマシマ、

塩味が筋にしっかり絡み、更にサクサックとした独特の

食感になる。出来立てを試食、味付けなしは、ほんのり

甘いエビの味、味付け後は塩味がおいしい。 

「やめられない、とまらない～♪」まさにその通りで、

ついつい手が伸びてしまいました。 
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東広島合同写真展を開催 
 

 東広島で活動する写真クラブの合同写真展を9月9日から20日まで東広島市立美術館

で開催しました。多くの社友会、紅葉会の皆さまにご来場戴きありがとうございまし

た。写真の講評を戴いた先生、ご観覧戴いた方々から、シャープ写そう会の作品は素

晴らしいとお褒めの言葉を戴き、会員一同大変喜んでいます。これからも良い写真が

撮れるよう切磋琢磨して写真技量向上に励みます。 
 

九州熊本一泊撮影&懇親会 
 

 11月22日～23日、九州(福岡～熊本)一泊撮影会を

実施。当初、佐世保九十九島の夕景を撮影する予定

でしたが、天候不順で秋月城跡の紅葉撮影に変更す

るも今年は冷夏と長雨の影響で紅葉の色付きはイマ

イチでした。本命の八代妙見祭の河川敷祭典は九州

三大祭りのひとつに挙げられるだけあって見応えが

あり、特に馬追い奉納は圧巻。難しい高速被写体に

挑戦し技術力向上を計る撮影会でもありましたが、

久し振りの懇親会で盛りあがり大いに親睦を図る事

が出来ました。                   (記：下重 進) 
 

おうなんINAKAイルミ2015 撮影会 
 

 以前より一度は撮りたかった天空の駅。現在、三江線の廃線

が取り沙汰されている事から、急遽11月28日、撮影会を開催。

ブルーの光の中に浮かび上がる天空の宇都井駅。駅下の田んぼ

には明りのドーム、LEDランプを使っての稲穂に見立てた造形

物など見応えのある二日間のイベントでした。 

 沿道には飲食物の出店、イルミマン（全身をイルミランプで

飾り付け）の寸劇等、地元の人達の力の入れ方と思いがひしひ

しと伝わり、三江線の存続と来年もINAKAイルミが開催される事を願うばかりです。 

                                                            (記：中西 康憲) 
 
 

三原市芸術文化センターポポロ撮影会 
 

 12月8日、社友会室での定例会終了後、三原市芸術文化センターの喫茶

室に場所を移し、少し早いクリスマスパーティー。一年間を振り返り、

早くも新春の撮影計画に話が弾みました。午後5時にイルミネーションが

点灯すると一斉に撮影開始。煌くイルミネーションの中でシャボン玉が

漂う幻想的な風景の撮影を楽しみました。 

 

 

 

2015写真コンテストに入賞 
 

 新広島県美展及び東広島市美展に会員3名が入選しました。谷水毅さんは、

新県美展と東広島市美展にダブル入選です。 

左から谷水毅さんの新県美展入選作品、中西康憲さん、廣兼惟央さん、 

谷水毅さんの東広島市美展入選作品。 

写そう会 今年も素敵な出会いを求めてフォトライフを楽しむ                              西尾 弘  

馬追い奉納 乾杯 

光輝くINAKAイルミ 

川面にも 

幻想的なイルミを背景に 

 

 

 

谷水さん 「祈 願」 廣兼さん「やっと咲いたネ」 中西さん 「火 焔」 谷水さん「里海に生きる」 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■10月25日 ホテルJALシティ広島にて「ゆうゆう会第

12回総会懇親会」を開催。46名参加、社友会・東支

部長をご来賓に迎えて、参加者全員 和気藹々の雰囲

気の中、大いに盛会となり、親睦旧交を深め合いまし

た。開催報告につきましては支部HP「OB会ニュー

ス」にて記事公開中。 

■11月16日 「ゆうゆう会ウオーキングクラブ」会員3

名と社友会「山歩会」会員13名 計16名参加。合同

で広島市安佐南区にて、第46回山歩会例会「火山～丸

山縦走登山」を広島ウオーキングクラブ会員の岩崎さ

んのガイドにて実施、山頂より広島市街地や広島湾一

帯の絶景展望を満喫しました。詳細は支部HP「山歩

会ニュース」に記事公開中。 

■12月6日 佐伯区の天然温泉「ほの湯」（食事処もみ

じ）にて「ゆうゆう会ウオーキングクラブ忘年会」を

開催。10名参加、寄せ鍋を囲み、祝盃を交わし和気

藹々に歓談、近況報告後、ゆうゆう会の現状と運営に

付、H28年度活動計画やウオーキングクラブの同好会

申請の件等と絡めて相談を行い、H28年度の当会のご

発展と会員さまのご健勝を祈念して一本締めにて閉

会、現地解散。詳細は後日、支部HPの「OB会ニュー

ス」へ開催記を記事公開予定です。   
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■山陰に新しく磯釣り同好会発足、平成27年11月6日

「山陰磯釣り同好会(会員8名)スタートに当たり、島

根半島大社の宇龍港沖防波堤にて釣行実施しました。

(参加者7名)現在新会員募集中です。希望者は門脇利

郎会長(会員No.4896)まで申し込みください。 

■11月18、19両日第6回山陰シャープOB会開催、出席

32名(於、鳥取シティホ

テル)第1日目はグラウ

ンドゴルフ大会、第2日

目、観光組(砂丘「砂の

美術館」見学)とゴルフ

組に分かれ、おおいに

親睦を深めました。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■平成27年12月13日(日)～14日

(月) 2015忘年岡山シャープ

OB会を盛会時に実施しまし

た。 

 詳細は16ページ、地区会員便

りをご覧ください。 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

 あけましておめでとうございます。 

 本年は申年で私の干支です。またの干支まで元気で頑

張ろうと思いを新たにしています。昨年は山口OB会

を開催しました。今年はお休みで来年の開催となりま

す。マンネリにならないよう今から準備していこうと

おもっています。今年は山口で有志と何かしようと話

し合いたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■ゴルフコンペ実施 12月21日屋島CCにて14名5組で

実施しました。小雨に加え深い霧に悩ませる生憎の天

候でしたが無事ホールアウトする事が出来ました。 

■忘年会 12月21日 市

内のときわ茶寮に於い

て忘年会を実施しまし

た。 

 

 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

■12月9日 福山地区の忘年会を行いました。14名の参

加者で近況報告など多々あり

愉快な会合を持つことが出来

ました。合わせて、地区会報

第11号を発行し、援助金の会

計報告、夏以降の活動状況、

来年の地区活動計画などを報

告致しております。 

■面白山歩きの会活動 11月4日 岡山鬼の城山山歩

き；好天に恵まれ気持ちの良

い一日でありました。11月11

日笠岡四尋山、11月19日笠岡

青佐山山歩きを敢行。 

 本年は寒くなりましたのでこ

れで来年まで活動休止です。 

■来年 4月までの活動予定は 

 4月初め「花見の会」、4月下旬「春のゴルフの会」、

3月から「山歩きの会」再開で、春の瀬戸内の山を歩

く等々です。 
 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

■日時 2015年11月11日(水曜日)午後12：00～16：30     

場所 近鉄奈良駅 東改札口前に集合  

 参加者 中島・新山・竹中・池田の4名が參加 

 正倉院展も終わり、落ち着きを取り戻した近鉄奈良駅

に集合、お互い元気に再会を喜ぶ。当駅ビルの階上の

レストランにて昼食をとりながら歓談、近況報告など

含め話がはずむ。 

 奈良公園の紅葉はまだ色づき3割程度のとのことで散

策を断念、近くのカ

フェで引き続き談

笑。 

 奈良の遺跡・埋蔵物 

 ・平城宮跡・紅葉の

名所、医療ロボット

等々多岐にわたる話

題に時を忘れる程で

した。 

地区役員報告      企画担当幹事 金國 信太郎 
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 前回に続きスマートフォンのカメラ機能をご紹介したいと思います。 

 旅行、山登り、ゴルフ、マラソン、ガーデニング、食べ歩きなど、お友達と一緒に、背景と一緒に写真を撮った

りする機会がたんさんあると思います。最近は長い棒の先にカメラを固定して写真を撮影している光景を見かける

事がありませんか？(テレビでも)。これを使うと写せる範囲が広くなるので、知らない人に「シャッター押しても

らえませんか？」とお願いしなくても、風景を含めた写真が自分で撮ることができるのです。 

でも、いくらコンパクトに収納できても、出先に持って行くと荷物が増えてしまいますよね。 

2015年以降の「スマートフォン AQUOS」(一部非対応機種があります)に搭載されたインカメラは、この自分撮

りの長い器具を使わなくても広角での撮影ができるのです！ 

新しい年が始まります。今年もアクティブにスマートフォンでもっと色んな写真を撮影してみませんか？ 

 ■｢広角インカメラ｣で撮影すると、こんなに違います！ 

今までより、背景がしっかり入った 

素敵な写真が撮影できます！ 

セルフタイマーも搭載しているので 

ポーズを決めてパシャッ！ 

従来のインカメラで撮影 ★広角インカメラで撮影★ 

■「自分撮り器具」の現状 

スマートフォンやカメラなどを取り付けて自分撮りを行うための長さ1mほどの棒状の器具

で、その便利さから日本だけでなく世界的に広まっていますが、一方では「人に危害を加

える可能性があること」などを理由に、世界の観光地で使用禁止の動きが広がっていま

す。日本では観光地だけでなく、JR西日本では列車との接触や架線に近づくことにより感

電などの危険性があるため、ホームでの使用が禁止になっています。 

★★★ ｢広角インカメラ｣対応 スマートフォン AQUOS ★★★ 

■受信時最大300Mbps通信と 

 ハイスピードIGZOでより 

 速く、美しく、長く使える 

■色彩も質感もプロ画質、 

 絶妙の一瞬を切り撮る 

 ハイスピードカメラ 

■スピーディーに使える 

 グリップマジック＆ 

 指紋センサー 

 話しかけてメモできる「エモパー」 

■ハイスピードIGZOの 

 なめらか表示でより美しく、 

 より長く使える 

■色彩と質感をリアルに。 

 絶妙の一瞬を切り撮る。 

 プロ画質ハイスピードカメラ 

■スピーディーに使える 

 グリップマジック＆ 

 指紋センサー、 

 忘れがちなメモを話してくれる「エモパー」 

美と知性を極めた 

300Mbps通信ハイスピード 

新開発IGZO搭載、 

美しさとスタミナを備えた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－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」 

自分撮りが手軽に楽しめる！ ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ AQUOS ﾆｭｰｽ Vol.6 

   

■｢広角インカメラ｣で撮影すると、こんなに違います！ 
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編集後記 ： 明けましておめでとうございます。申年

は、果実が成熟して固まって行く状態だそうです。同

じ様にhibikiも地道に発行を重ねてきた事が、少しで

も皆様のお役に立てればと願っております。  Y.U.  

  地 区 会 員 便 り  . 

２０１５  忘年岡山シャープOB懇親会  開催報告 

開催内容 

当日は天候も心配されましたが、天のご褒美で、晴れ

間も覗き、バスツア－じゃないけれど、大よそ参加者半

数の方が送迎バスに乗車、再会に会話が弾み車窓より遅

れていた紅葉を楽しみながら2時間弱でホテル到着。 

他のメンバーも自家用車等にて合流。 

 会場ホテルは、那岐山麓を見渡す自然の森のリゾート

で天然温泉にゆったりと湯に浸ったあと、集合写真撮影

後、懇親会がスタートしました。 
 

 先ずは、吉川さんの名調子で

司会進行。販社OB会代表 星野

さんの挨拶に始まり、県外参加

者代表 森田さんの近況等報告、

続いて事業部代表 中村さんの健

康法の紹介、SEMC岡山 高見支

店長より現況報告等があり、社

友会広島地区 山根さんより

“We Love SHARP”紹介のあ

と、地元OB代表 難波さんによ

る乾杯の音頭。 

宴の高まり中で、初参加の

木阪さんの思い出話しと現況

紹介、県外からの参加者 崎山

さん、益田さんはじめ9名の現

況報告と、SEKのOBで販売店

主 近土さんの挨拶、女性代表

(SEMC)槇尾さんの近況報告も

交えて進行。 

続いて、運だめしを兼ねて

の“ビンゴゲーム”拍手喝采

で！大変盛り上がりました。 

中締めを、岡山地区委員長の池田より「毎年、開催で

きる事への感謝と、現シャープへの僅かながらOBとし

て側面支援協力のお願い、来年も老いに屈しない健康づ

くりへのチャレンジ」の挨拶を行い、三本締にて盛況裡

のうちにお開きとなりました。 
 

2次会は、別室カラオケルーム貸切で男女20数名参加

しマイクの取り合い。深夜11時過ぎまで、盛り上がりま

した。 
 

 2日目は、11名参加でゴルフコンペ。晴れ間も覗き、

風もなく良好に開催。 
 

      (敬称略) 

 優勝 前津宗 政昭 

 準優勝 中村 雅信 

 3位 江口 文夫 

 4位 山垣 徹郎 

 5位 池田 征三郎 

 ブ-ビー 森田 達治 
 

かくしてOB会は無事

終了しました。 

 開催日時： 2015年12月13日(日)～14日（月)       天候  晴れ 

 開催場所： ホテル 作州武蔵、同カントリー 

 参加者 ： 33名《男性：27名、女性6名 (県外・新規参加者：5名)》           報告者：岡山地区委員長 池田征三郎 

2015 忘年岡山シャープOB懇親会 

ビンゴゲーム 

ゴルフコンペ参加の皆さん 

吉川さんの司会進行 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2015年10月1日～12月末までの入会者    敬称略 
 

山下 晃司
やました こうじ

 通(本)MKC   上岡 充直
うえおか みつなお

 通(本)G開発C評価部 

吉岡 好夫
よしおか よしお

 通(本)移ｻｰﾋﾞｽ推進C 林  良三
はやし りょうぞう

 ﾃﾞｻﾞｲﾝ(本) 

広口 陽久
ひろぐち はるひさ

 通(本)G開発C機構A 中村 修
なかむら おさむ

 ｼｬｰﾌﾟｴﾝｼﾞ ｻﾝﾋﾞｽﾀ 福山 

峠之内 哲男
たおのうち  てつお

 通(本)品保A解析  木村 雄紀
きむら まさのり

 国営 ｿｰﾗｰS営業部 

清原 淳司
きよはら あつし

 通(本)第1開発部  後田 仁
うしろだ ひとし

 通(本)品質保証部 

大畠 昌巳
おおばたけ まさみ

 情通営(本)   一場 和恵
い ち ば  か ず え

 通(本)生産G第2工場 

牛尾 修
うしお おさむ

 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ中四国  丹羽 龍一郎
にわ りゅういちろう

 SDS ｶｽﾀﾏｻﾎﾟｰﾄ高松 
 

    広島支部会員数 511名、2015年12末現在 

広島支部行事予定 2016年1～3月 
 

1月22日 定例役員会/ふれあいサロンの会 

2月26日 シャープ懇話会2016/定例役員会 

3月25日 定例役員会/ふれあいサロンの会 

 

難波さんによる乾杯 


