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「瀬戸の夜明け」 愛媛県             中西 康憲 さん撮影 

 1面 社友会・紅葉会合同定期総会 
   開催のご案内 
 2面 春夏秋冬 役員会便り 
   ふれあいサロンの会 
   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 

   シャープ懇話会2016開催報告 
 6面～13面 
   同好会活動報告 
   広島支部日直当番表 
14面 ボランティア活動 お得情報 
15面 AQUOSスマートフォンニュース 

16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 / 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28年5月27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28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（2015年度通期） 
 

2015年度通期（2015年4月～2016年3月）の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＞                                  単位：円 

 いつの間にか寒い冬も去り、大変過ごし易い季節に

なってきました。それと共に、シャープの今後の再建の

道筋が固まったと報じられています。勿論、今後とも再

建には多くの困難が有ると思われますが、それらを一つ

一つクリアーをして、又もとの素晴らしいシャープに戻

して行って頂けるのではないかと心から願っています。 

今後とも、特に現役の従業員の皆さんのご苦労は想像に

絶するものがあると思いますが、心身の健康に気を付け

られて、元気に頑張って頂きたいと思います。 

 人間に遺伝子が有るように、シャープと言う会社にも

優れた遺伝子が沢山あります。ちなみに人間の遺伝子暗

号は、50万分の1ミリメートルと言う微小な空間に、約

32億の科学の文字で書かれているそうです。その情報

によって私たち人間の生命は形造られ維持されており、

これは人知を超えたと言う意味で、サムシンググレート

と名付けられたそうです。シャープの遺伝子は、目に見え

なくても同様にそれ以上のものが有るのではないでしょう

か。このシャープのサムシンググレートを生かして、見事な

復活再生を果たして頂きたいと心から願っております。  

秋 春 夏 冬 
                              「 シャープの遺伝子 」              副支部長  黒田 隆 

 役員会便り          事務局長 松見 弘  
 

※ “未来に向けて シャープ懇話会２０１６”を従来

の年賀会に代え、2月26日に開催しました。多数のご

参加有難うございました。  
 

※ 2016年春季親睦日帰り旅行は岡山地区の企画担当で

4月7日に実施。 

  今後とも日帰り旅行は地区委員が企画担当して実施

して参ります。 
 

※ 2016年広島支部定例総会は5月27日（金）に事業本

部 多目的ホールにて開催します。総会後の懇親会

ではいろいろな催し物を計画しています。 

  都合をつけて多数の参加をお待ちしております。         

 

“ふれあいサロンの会” 

 

 

 
 

 3月25日（金）の午後1時より、ふれ

あいサロンの会が実施されました。 

今回は、植田さん(写真左)にご無理を

お願いして、LPレコード（しかもアン

プは植田さん自作の真空管アンプ）の

音楽鑑賞を行いました。 

ジャンルはジャズからポップと幅広く、柔らかいLPレ

コードと真空管アンプの音に、思わずため息が漏れる音

楽鑑賞となりました。(社友会事務所ふれあいサロン室にて) 

オプトニカのプレーヤーと真空管アンプ 当日のご参加、有り難うございました 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■2月7日 ゆうゆうウオーキングクラブ新年会 天然温

泉「ほの湯」/(食事処)「もみじ」で開催。今回は女

性4名、初参加も6名あり、全参加者19名。祝盃、近

況交歓、初参加者の自己紹介、シャープ㈱の短信状

況・広島ビル新旧社屋見学会・会員トピック・健康提

案に加え、「ゆうゆうウオーキングクラブ」の社友会

地区同好会申請の件で審議、正式申請決定。陳さん

(俵さん)ハーモニカの名演奏に合わせて全員で「赤と

んぼ・故郷」合唱し

て、和気藹々に大い

に歓談、盛会裡の

中、4/3花見会で再

会を約して現地解

散。（支部HPにて

記事公開中） 

■2月20日 SEMC案内の「シャープ

OB 広島ビル新旧社屋見学会」

有志OB 10名余りが参加。 

 旧社屋の見納めと新社屋の最先端

設備を駆使したオフイス・新営業

拠点スタイル導入と現地社員の高

いモラルを実感。 

■2月26日 社友会広島支部「未来に向けてシャープ懇

話会２０１６」へ、ゆうゆう会員13名余り参加、本部

DVDの放映視聴、並びに、支部懇親会で本年度取組や

新製品紹介を受けて、3月14日に「ゆうゆう会第1回

世話人会」を開催しH28年度世話人会や総会懇親会日

程等審議予定。 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■昨年11月の鳥取開催に続き、平成28年5月25日(水)に 

第7回山陰シャープOB 会が元寺さん、藤原さん、松

下さんのお世話にて開催されます。会場は、島根県松

江市美保関の福間旅館さんです。只今参加申し込み受

付中です。 

■第9回社友会山陰地区懇親会は平成28年8月に鳥取会場 

(ユネスコ認定世界ジオパーク山陰海岸、他) にて開

催を計画。後日詳細ご案内、ご予定ください。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■今年、初回の第35回SH-Gコンペを4組13名で実施。 

 ＊日時  平成28年3月28日 9：00～スタート 

 ＊場所  岡山御津カントリー 

   1位 谷口 眞喜男 78.4   2位 山垣 徹郎 79.0 

   3位 江口 文夫   79.0   4位 中村 雅信 80.0 

  5位 出口 義則   81.0 

■春季親睦日帰り旅行（岡山地区企画）について   

岡山地区からの参加者事前案内、3月20日時点で、7

名となっています。岡山後楽園、桜開花26日になり、

岡山後楽園河川敷の桜も満開から花吹雪時期と予想さ

れ、まずはひと安心！！今回の、参加者も定員オー

バーの状況、地元幹事県としても、期待に答えられる

ようにと、お迎えしたいと思います。 

■バイシャープキャンペーン 3月19・20日 

 岡山シャープ社屋家電フェア 

 来場 2名 成約者 2名 成約商品  ホットクック 2台 

蚊取り清浄機 1台 お茶プレッソ抹茶 1台 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

■2016年年初 特に地区行事はありません。4月7日恒例

の花見を岩国で実施予定です。10名程度の参加です。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

 ゴルフ定例会の開催報告 

■1月定例会は1/26実施予定でしたがゴルフ場のクロー

ズで中止になりました。（四国では珍しいことです） 

■2月定例会は2/24高松グランドCCにて実施。参加者6

組17名で健康と親睦を兼ねて楽しく行われました。

尚、2015年年

間チャンピオン

は井上泰範さん

が輝きました。 

 

 

■四国ＯＢ会について 

 2016年は2年毎に実施して

いる四国OB会開催の年であ

り現在準備中です。写真は

前回のOB会で配布した資料

の表紙です。懐かしいポス

ター等を網羅して作成しま

した。今回も楽しい集いに合わせ思い出に残る資料を

作るべく準備を進めております。 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

 福山地区の1月から3月の活動状況です。1～2月は寒さ

厳しい事もあり活動は休止しておりましたが、3月に

なりいろいろ活動を再開です。 

■3月7日 山歩きの会で早春恒

例の貝堀会を実施。ちょっと

暖かい日で面白い2時間、収

穫は昨年同様に気持ち程度の

収穫でした。 

■3月22日 山歩きの会で春の

山を歩く。岡山・玉野 金甲

山(403m)、好天に恵まれ、

山頂からは瀬戸内の島々、遥

か先には四国の山脈までの眺

望のできる気持ちの良い山行

となりました。ただ、久しぶ

りの山行で翌日は若干の足の

疲れが出てしまいました（トレーニング不足を反省） 

■4月からの地区活動の予定は、①4月1日 花見の会

（福山城址）②4月末、恒例の春のゴルフの会（作州

武蔵GC）を予定しています。 

＊皆さんそれぞれ多忙なのでしょう、毎度の事ながら参

加者が多くありません。是非福山地区方々の参加を期

待しています。夏は納涼会もあります。 
 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

今回は特に報告事項はありません。 

地区役員報告      企画担当幹事 金國 信太郎 
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 実施日：2016年2月26日（金）          開催場所：シャープ通信システム事業本部 多目的ホール        

 参加者：85名（社友会75名 紅葉会10名）                     企画担当 中崎 春香 

第一部第一部第一部   本部懇話会本部懇話会本部懇話会DVDDVDDVD視聴視聴視聴   
 

 

 
御手洗会長挨拶 

 今シャープ存続の危機で自力再生不可能な状況に成 

った。OBとしてはシャープはいい形で存続して欲しい、

必ず過去の栄光を持ちなおして欲しい。 
 
高橋社長挨拶 

 今後のシャープの進むべき道（シャープ単独では生き

残れない）。今後、台湾鴻海 /産業革新機構の支援を受け、

生き残るべく日々、事業展開を図っている旨の説明。 
 
水島会長挨拶 

 特に現在取り組んでいる新規事業について説明がなさ

れた。 

 

 

 

東支部長挨拶 

 昨年10月社友会室

をサロン室風にリ

ニュアルしました。

気軽に談笑の場所と

して又、映画、音楽、

楽器演奏等を楽しく

鑑賞できる憩の場と

して気軽に活用くだ

さい。 
 
 社会貢献活動の輪

を広げ災害支援・生活支援者へのボランティア活動を推

進する為、社会福祉協議会へ支部として法人登録を行い

ます。既に、テストケースとして建物の補修等を行い大変

喜んでいただきました。 
  
中野事業部長 

 携帯電話は業界

全体が伸び悩んで

いる。その中で売

上げは計画を割っ

てしまったが、利

益はプラスで進行

している。今後の

事業展開、新規開

発中のロボホンの

紹介があった。 

 
          第二部支部懇話会 次ページへ → 

未来に向けてシャープ懇話会2016開催報告 

第二部第二部第二部   支部懇話会支部懇話会支部懇話会   

本部懇話会DVD視聴 

 先般行われた本部懇話会の御手洗社友会会長の挨拶にひき続き、高橋社長の会社方針と水島会長の講演をDVDに

編集された映像を視聴する形で実施しました。 

未来に向けてシャープ懇話会２０１６ 

東支部長挨拶 

中野事業部長ご挨拶 

第一部 本部懇話会DVD視聴 
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未来に向けてシャープ懇話会未来に向けてシャープ懇話会未来に向けてシャープ懇話会201620162016（前ページより・支部懇話会）（前ページより・支部懇話会）（前ページより・支部懇話会）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿部執行委員長 

 労組は電気労連より 

はなれ、ベースアップ 

の要求は出来ない状況 

下であるが、一時金は 

4ヶ月を要求していく 

旨の説明があった。 

阿部執行委員長ご挨拶 

菊池幹事・同好会活動報告 

 新入会員4名の紹介後、代表して大畠さん、山下さん

より近況報告を頂いた。               

 

 

 

 

 

 

  

     
   

 
 SEMC 三原課長より、昼食の間に無水鍋の紹介 
 

菊池幹事 

 「ふれあいサロンの会」 

紹介。今後、第4金曜日 

の昼から各種催しを行っ 

ていきます。社友会HPに 

今後の予定及び参加申込 

みの案内を掲示しますの 

でこぞって参加ください。 

 

山根広島地区委員長 

 この7年間を振り返って 

ゆうゆう会開催、地区同 

好会、パーフェクト会、 

ウォーキングクラブ認定 

申請、自身の健康管理に 

ついて報告がありました。 

新入会員の大畠さん 新入会員の山下さん 

コ
コ
ロ
、
動
く
電
話
。

ロ 

ボ 

ホ 

ン 

三原課長 無水鍋紹介 無水鍋実演・試食 

 

昼食・懇談をされる皆さん 

山根広島地区委員長 

池田岡山地区委員長 

 春季親睦日帰り旅行 

（4月7日）の行程案内 

があり、岡山地区より 

5～6名の参加を予定 

している。 

詳細は、3月9日に一斉 

メールおよび郵送にて 

発信するので、こぞっ 

て参加お願いします。     
 

 

渡邊副支部長 

 懇話会は滞りなく 

進行し、来年はより 

多くの参加を希望し 

一本締めにて閉会し 

ました。 

 

 

池田岡山地区委員長 退席される皆さん 

 

開発中のロボホンの紹介 
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冬ごもりしていた虫達が活動を始める啓蟄（けいち

つ）を迎えた3月5日、竹原市の西端地域に古来の面影を

残す「旧山陽道」をウォークするとともに、現存する史

跡「横大道（よこだいどう）古墳群」を見学しました。

“かんぽの宿竹原”を総勢36名でスタートし、まず「伊

勢両宮社」に参拝後、国道2号線の南側を流れる田万里

川に沿って東進し、さらに国道432号線を北上、古墳の

麓にある「善明寺」で休憩と記念写真。次に古墳のある

山裾まで坂道を登りますと、林の中でもはっきりとそれ

とわかる「横穴式石室」が二つ並んでいます。内部は大

小の石が精工に敷き詰められており、大人10人ほどが立

てるくらいの広さです。 

古墳見学を終えて旧山陽道を西に20分ほどで「荘野町

公民館」に到着。予定より時間が超過した上、暑さに加

えて空腹にも襲われましたが弁当を広げたら直に元気に

なりました。公民館は地元のご厚意で使用させてもらい

ありがたさを感じます。昼食後ゆったりコースのメン

バーはかんぽの宿を目指し、しっかりコースは旧山陽道

を引き続き西進、気温が大きく上昇したため、冬支度

だった大勢の人が上着を脱ぎ、額の汗を拭きながら歩き

ました。体の“しんどさ”はあるものの、長く寒かった

冬の季節が一気に飛んでしまったようで、虫達だけでは

なく、我々人間も“啓蟄”を迎え、爽快感を味わえたの

ではないかと思います。ゆったりコースは5.8km、しっ

かりコースは9.6kmをウォーキング、春の野原を楽しみ

ゴールイン。土産を買ったり、温泉に浸かって汗と疲れ

を流したウォーキングでした。 

（参考）旧山陽道とは、「西国街道」とも呼ばれ、江

戸時代になってから整備された京都⇔下関を結ぶ街道

で、幾多の人とモノが行き来して、その歴史を刻んでき

た古道です。また、横大道古墳は、後期古墳時代に築か

れた前方後円墳で、横穴式の石室です。 

あるこう会          旧山陽道（西国街道）古墳めぐりウォーキング                 矢部 昭 

かんぽの宿竹原 古墳説明 

横大道古墳 古墳石室 古墳の山道 

道しるべ 一里塚跡 西国街道 
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 絵手紙は他の絵と違ってハガキに描くことが多く、短

時間で描けるのがいい。送って楽しく、貰って嬉しいも

のです。季節の挨拶状や戴き物の礼状に又、部屋の飾り

にも一寸洒落ています。月日を重ねるにつけ、新しい表

現方法も紹介され、例えば団扇や扇子・ザルに和紙を張

り柿渋を塗り絵を描いたり、封筒に季節の花や果物を描

く。先だっては新聞の色刷り広告をちぎり張り合わせ

て、作品にすることを試してみたり、その手法も広がっ

ております。先生の斬新な発想に益々興味が湧いてまい

ります。 

嫁の実家に季節の贈り物するとき、必ず絵手紙を添え

ています。先方はそれを楽しみにしているらしくそれと

なく便りが欲しい雰囲気が伝わって来ていました。そう

こうしているうちに自分で近くの絵手紙教室に通い始

め、今では水墨画風の個性のある作品を描いて寄越して

くれます。 

また、三重県に住む高校

時代の友人とは、いまだに

絵手紙での交信がありま

す。感心するようないい作

品であり、参考になりま

す。このようにお互いに刺

激し、刺激され、自然に感

性が磨かれるのではないか

と感じます。 

ともあれ上手に描こうと思

わないで、味のある絵を描

きたいと思いつつ、これが

私のこれからの課題です。  

絵手紙       味のある絵を描きたい                                三宮 紘代   

三宮 紘代 

和田 紀一 

神野 和彦 増田 清 

迫谷 富子 

平 洋子 

吉田 巡子  

大久保 進也 
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 新年度のスタートにあたり、日頃から撮り続けた写真の中

から「お気に入り」の写真を一枚選定し写真特集として纏め

てみました。 

年間を通じて定期＆有志撮影会を数多く開催していますの

でカメラ好きの皆さん、気軽に体験撮影会に参加して下さ

い。  

写そう会          楽しみながら撮影した「お気に入り」の写真を紹介                         西尾 弘   

* 体験撮影会の申し込み、お問い合わせは、谷水（tanimizu@hiroshima.email.ne.jp）迄 

    小野 勲 「単機行」 
 

今は引退した「瀬野八EF67-2」。以前は八

本松駅付近で走行中に車両の切離しをし

ていた名残のデッキがついている。紅葉に

霜が降る寒い朝だった （東広島市志和町） 

        下重 進 「華」  
 

宮島は多くの写真愛好家が集まり場所取りも一

苦労。打ち上げ＆水中花火が大音響と共に炸

裂して大鳥居がシルエットで浮き上がる様は圧

巻 （広島県廿日市市） 

      末澤 公彦 「旅立ち」  
 

ナベヅルファミリー達が愈々、北への旅立ち

の日。朝靄の中で柔らかな朝の光が水面と

助走するナベヅル達を優しく包む素敵なシー

ンに出会った （鹿児島県出水市） 

  谷水 毅 「至福のとき」 
 

5月上旬、浜野浦の棚田に張られた

水が夕陽に反射して幻想的な風景を

見せてくれる （佐賀県玄海町） 

   辻 重樹 「競演」  
 

［要害桜］と呼ばれている樹高約17ｍ

の桜の夜間照明と星を1時間かけて

撮影 （広島県庄原市） 

    中西 康憲 「上島の目覚め」   
 

前夜の強風が嘘のような穏やかな夜明けが味方し

てくれました。愛媛県上島町写真コンテストに入選

した思い出の１枚 （愛媛県上島町） 

  吉岡 嘉之 「夜空の花」  
 

退職して買った初めての一眼レフで撮

影。 難しい撮影に成功して写そう会

に参画するきっかけとなった記念の1

枚 （広島市） 

    西尾 弘 「勢ぞろい」   
 

めったに接する事のない舞子はんをモデル

に撮影会。最後に飛入り美人も加わり勢ぞ

ろい （京都） 

    西尾 紀美子 「街中アート」    
 

街中のビルに突然アートの出現。散歩中の幼稚

園児も珍しそう。このビルは新しく立替えられ今

はもう有りません （広島市） 

mailto:tanimizu@hiroshima.email.ne.jp
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私が“ものづくり同好会”に入会させてもらったの

は、昨年の7月です。長女から、当時2歳半になる娘の身

の回りの品や玩具には、「手触りがよく温もりや優しさ

を感じることのできる木工品を揃えてやりたい」と聞い

たのが、木工を始めてみようと思った動機です。以前か

ら会報で紹介されている同好会の皆さんの作品を見るに

つけ、憧れと共に、そのレベルに敷居の高さを感じてい

ましたが、旧知の方々とお会いできるのも楽しみで、仲

間に入れて頂きました。 

入会から今まで約半年余りで作成したのは、机・椅

子・花台など6点です。いざ作成という段になった時

に、頼りになったのはNET掲載の作品でした。いろんな

作品の中で、ど素人の最初の品物として選んだのは設計

図も提供されている幼児用の椅子でした。趣味の域を超

えた梅田工房の機械・工具の使い方を、同好会先輩諸氏

に懇切丁寧に教えてもらい、塗装前の椅子を2日間で仕

上げることが出来ました。その後ペアーになる机も完成

させることができ、孫がその上で塗り絵をする姿を見

て、完成の喜び以上のものを感じることが出来ました。

いろんな材料、加工方法の選択により、それぞれのレベ

ルに合った無数の作品を生み出せる木工には、奥深い楽

しみがあるように感じます。 

もの覚えが悪くなり、同じ加工で

も日にちが経つと、何度も先輩の皆

様に手取り足取り教えてもらうこと

になり、ご迷惑をお掛けしています

が、これからも初期目標である孫達

のおもちゃ作りに励んで行きたいと

思っています。寄る年波には勝てま

せん。以前古賀さんも書かれていま

したが、くれぐれも安全第一での作

業に心がけて、作品作りを楽しんで行きたいと思いま

す。 

 皆さんも是非参加してみませんか…。  

ものづくり         温もりや優しさを感じることのできる木工品           米澤 齊  

 2016年1月9日にシャープアマチュア無線クラブのメ

ンバーの方々がJA4AZCの第1固定局（安芸高田市吉田

町）にいらっしゃいました。吉田局の紹介と近況を以下

記述いたします。 

 私が中学生の昭和36年4月に安芸高田市吉田町にアマ

チュア無線局（コールサイン：JA4AZC）を開局しまし

た。現在は、固定局2つ、移動局1つの合計3つの局の免

許を受けて運用しています。第1固定局は吉田町の実家

で日本で許可されている限度の出力1KWにて、第2固定

局は東広島市西条町の自宅で出力100Wにて、又移動局

は出力50Wにて、周波数は1.9～430MHz（HF、VHF、

UHF）の各ハムバンドで交信しています。 

 第1固定局には出力1KWの送受信設備が半導体系と真

空管系の2系統有ります。現在、4‐1000Aという大型送

信管2本パラレル仕様のAM送信機を製作中です。出力は

無変調キャリア時が1KW、100％のAM変調ピーク時は

4KWになります。今年の夏までには完成したいと考えて

います。 

 アンテナは各周波数毎に国内向用と海外向け用アンテ

ナを設置しています。海外向け用はタワーの電動エレ

ベーターにアンテナを乗せて一番高く上がった状態の高

さ約25mでアンテナを回転して相手局の電波が最も良く

受信できる方向に向けます。交信したい局が聞こえた

ら、手元のアンテナ切り替えスイッチを操作して国内向

けアンテナと海外向けアンテナを比較。よりはっきり受

信できる方のアンテナを選択します。出力100Wでも海

外と交信は可能ですが、1KWにすると最も遠い地球の裏

側の局とでも楽に交信が出来るようになります。 

 これからも性能の良いアンテナを製作して、いろいろ

実験しながら電波伝搬を楽しんでみたいと思います。海

外と交信する時はマイクを使って喋る事が多いいのでボ

ケ防止にも役だっています。  

 

ハイパワー無線局見学会と真空管ＡＭ送信器製作                  菅崎 英雄（JA4AZC）  アマチュア無線 

見学したメンバー 吉田局1KW無線局 製作中のAM真空管送信機 

国内向けアンテナ 海外向けアンテナ 

 

鉢置台 

幼児用机・椅子 花台 
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3月22日賀茂カントリークラブで2015年度の最終コンペを開催しました。当初18日を予定していましたが、残念

ながら雨で、寒い時期でしたので順延いたしました。成績は下段記載の通りです。 

4月から2016年度が始まります。スタートは4月11日、桜の美しい白竜湖です。 

（2015年度の優勝者、準優勝者に権利のある年間グランドチャンピオン大会も合わせて開催します）今年で21年目

を迎えますが、会員全員が“健康でPLAYできることに感謝し、仲良く楽しめる同好会”を目指します。 

もちろん練習の成果、ゴルフ技術の発表の場でもあります。 

新入会員を大いに歓迎いたします。 

 第188回戦の結果 

優勝 神原良治さん 写真中央 

 当日は、天候に恵まれ絶好のゴルフ日和でした。いつもは大きく 

 左右にぶれたり、チョロったりするティショットが比較的まっす 

 ぐに飛んだおかげで良いスコアでまわることができました。 

 次回もショットを安定させて優勝を狙います。 

準優勝 沖田憲三さん 写真左側 

 今日は天気も良くドライバーが絶好調でスコアも90を切れ準優勝 

 することが出来ました。次回はパターの距離感を修正しグロスで 

 80切りを意識し優勝を目指して頑張ります。 

3位 長谷川正義さん 写真右側 

 2015年度は初めてのホールインワンは出ましたが、最終戦で漸く 

 3位に入賞しました。風がややあり距離感が掴めませんでしたが、 

 バンカーショツトが良く（IN39、OUT45）でした。 

 2016年度はグランドチャンピオン戦の権利が得られる優勝または 

 準優勝を目指して頑張りたいと思います。  

最終コンペ                                         末沢 公彦 ゴルフ 

 先ず私がテニス同好会に入った経過を書きます。 

退職後社友会ゴルフだけに参加させて頂いていました

が、ある日、テニスをやってみないかとお誘いを戴きま

した。今までテニスをやったことがない、正に未知への

挑戦になる事から少し躊躇しましたが、ラケットを借り

て体験することにしました。 

 テニスは広大近くの運動公園で午前10時から2時間行

います。参加費200円（年会費千円）で済むことにまず

びっくりです。安く運動ができます。周りには、うまい

人から私と同様、初めてテニスをして1年目位の方もお

られ和気あいあい。年齢層は80歳位の方もおられますの

で私（65歳）は青年団クラス。 

 柔軟体操で体を解し、（鬼？）コーチの指導の元、1

時間練習（寒くてもすぐ汗をかきます）して残り1時間

はダブルスの試合をします。下手でも結構楽しく出来る

ことにびっくりぽんです！。最初は運動不足の為、足首

が痛いとか筋肉痛等にはなりますがやっている間になれ

てきました。早速、ラケットと靴を準備し毎週水曜日に

参加させてもらい、運動をし、尚且つ楽しませてもらっ

ています。 

 参加して早1年が過ぎましたが今ではハマってしま

い、水曜日を楽しみにしています。試合で下手なりに

サーブが決まった時とか、ボレー（前衛からボールを入

れる）が決まった時等の快感が全身に漲り心地よいで

す。少しずつ上達することで前述の快感回数が増えてく

るところにハマる原因があると私は思い

ます。最近ようやく後輩が入りましたが

今では私よりうまくなっていて先輩とし

てのメンツがありません。（取り組み姿

勢の差？？） 

 皆さんも一度体験されて、良かっ

たら参加されたらどうでしょう。水

曜日が楽しみになり運動不足が解消

できますよ。 

 未知への挑戦                          鷦鷯 陽一 テニス 
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平成あそび隊               安浦カキ祭り                                大畠 ゆり子 

 いよいよ3月、メバルです。3月11日（金）に行ってき

ました、今年初のメバル釣りです。朝6時にいつもの晴

光丸で安芸津港を出発です。今日のポイントは松山沖に

ある青島です。メバルのポイントはなかなか難しいそう

で、昨日釣れたからと言って今日釣れるとはいかないそ

うです。その日の天気、気温、潮の大きさ、等々によっ

て釣果がおおきく変わるそうです。したがい本命のポイ

ントに行くまでに何箇所かを釣りながらでした。 

 7時半頃に中島沖に着きました。釣りの開始です。 

今日は全員仕掛けはサビキです。餌でも釣れますが用意

が大変ですしサビキでも充分釣れます。ただサビキもい

ろいろと種類があります。一般的には里見か鳴門です。

錘は25号、いったん仕掛けを底まで落としてからゆっく

りと巻き上げます。今日は中潮で流れがあり糸がなかな

かまっすぐ下に降りず前後に流れます。当たりです、竿

が大きくしなります。これが釣りの醍醐味です。しかし

サイズはいまいちです。早速船長が大きな声で怒りま

す。「追い食いをしてください」一度に最低3匹は釣る

ことです。メバルは針にかかるとお腹の中に貯めている

餌を吐き出すそうで、それに他のメバルが集まるので

す。したがいよっぽど大きいサイズでないかぎり、追い

食いが多く釣るこつだそうです。今日は数は釣れますが

サイズがいまいちで10センチサイズが多いです。せめて

20センチはほしいです。3箇所ほどポイントを変わりま

したが、なかなか大きいのが釣れません。 

 昼から本命の青島へ行きました。いままでよりは少し

大きいですが25センチクラスはなかなか釣れません。 

しかし数は釣れますので皆さん楽しんでいます。午後3

時半に納竿です。写真で写っているように皆さんまあま

あの釣果です。多い人（橋野さん）は60匹釣りました

し、少ない人でも30匹は釣れました。 

 次回は大物狙いで半夜釣りを計画します。  

釣 り       今年初のメバル釣りです                                                          川田 正勝 

 2月28日 23名。1日限定 安浦カキ祭りに行きました。

チャーターしたバスで、グリーンピアせとうちに10時40

分頃到着しましたが、すでに大勢の人で溢れていたの

で、みんな少人数ずつに分かれて空いた所に座り、手の

空いた人が焼きガキ用の所に並び、1盛500円のカキを購

入して網の上で焼き始めました。平坦な方ではなく丸み

のある方を下にして焼いた方がいいとの事で焼き始めた

のはいいのですが、カキが時々弾けて汁が飛んで来るの

で、みんなで「キャー、汁がとんでくる！」と避けなが

らも美味しく頂きました。 

安浦漁協青年部の方による「カキ飯」「カキの天婦羅」

「カキの昆布焼き」「カキのネギ焼き」「カキの雑煮」

「カキ入りうどん」等の料理を安価で提供して頂いて各

自好きなカキ味を堪能しました。         

（少々並びましたが‥） 

「化学調味料、食品添加物を使用せずカキの原味や栄養

価を損なわないよう調理し食材を生産する人間として、

食文化の一端を担う人間として、今後もこのようなイベ

ントや働きかけをしてゆきたい」との言葉に、素材その

ものの味を大切にされているのだなと感心しました。 

 前日の雨で天候がどうかなと思いましたが、ことのほ

か暖かくて楽しい１日を過ごすことが出来ました。  
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 『第70回3月大会を3月11日（金）10時より賀茂ボー

ルで開催致しました。今回は同好会発足後70回目の記念

すべき大会として開催致しました。 

 総合優勝は『坂田広海氏』、女子の部優勝は『中根美

鈴さん』が其々獲得。 

今年度最後の大会となる本大会は、総勢26名が参加し

（男性会員16名、女性会員10名）熱い戦いを繰り広げま

した。 

 競技は3ゲーム（ハンディキャップ含む）合計得点で

競い、坂田広海氏が652点の好スコアで総合優勝。 

準優勝 田岡政行氏 623点、第三位 神﨑保範氏 622点

第四位 村上孝一氏 620点、第五位 井出茂氏 606点と

前回に続きベテランの健闘が光った大会となりました。

又、女子の部優勝は総合8位の中根美鈴さん、597点で 

した。 

ハイゲーム賞は 

（男子の部）『村上孝一氏 228点』 

（女子の部）『中根美鈴さん 208点』 

ノーミス賞は『村上孝一氏、坂田広海氏、喜田栄禧氏、

出口昌孝氏』の4人が達成。 

 表彰式終了後に「第70回大会記念イベント」として抽

選会を実施、総合優勝の坂田広海氏と女子の部優勝の中

根美鈴さんによる厳正なる抽選を行い、発表の度に一喜

一憂する姿が見られる楽しい大会となりました。 
 

 今年は11月に同好会発

足満20年を迎える節目の

年でもあり、より楽しく

元気に活動していきたい

と思います。新規会員も

募集中ですので興味のあ

る方はご連絡下さい。 
 
 

〔上位10位までの成績（3ゲーム合計点HDCP含む）〕

敬称略  

 1位 坂田 広海 652点   2位 田岡 政行 623点 

  3位 神﨑 保範 622点   4位 村上 孝一 620点 

  5位 井出 茂  606点   6位 藤田 喜弘 599点 

 7位 出口 昌孝 598点   8位 中根 美鈴 597点 

  9位 牛田 晴雄 583点    10位 牛田 峰子 577点  

ボウリング        ボウリング同好会 ｢28年3月大会実施報告｣                   神崎保範   

ダンススポーツ                社交ダンス・パーティー 小宴の開催にむけて                山根 行雄       

 昨年末、会員にて元メンバーや知人等へ参加呼掛けを

行い、H28年3月31日(木)に『ボール・ルーム八本松』

(PM13:00~15:00)にて「社交ダンス・パーティー」の開

催を申し合わせました。 

 川添先生のご指導を仰ぎ、本年3月度迄、毎週水曜

日、全12回のレッスン取組み中です。前半60分、6種目

「ブルース・ジルバ・ワルツ・タンゴ・チャチャ・ルン

バ」の基本につき、演技ポイントの1～2箇所に絞って演

技指導を頂き、男女ペア交代しながら、全員レッスン。 

引続き、後半30分、ダンス・パーティーで披露予定の演

技3種目「ワルツ」「タンゴ」「クイックステップ」を3

組のペア（ワルツ：新林・中根組、タンゴ：山根・中本

組、クイックステップ：川添・清水組）にて特訓中で

す。年齢や体調要因もあり体がついて行かず、ご指導パ

ターン通りに中々出来ず、悪戦苦闘しています。 

「頭部・体幹・腕の位置・脚部の上下・前後屈伸」や

「体重移動・中間バランスが肝要」と、川添先生のお言

葉。毎回、ダンスを美しく楽しむ為には「より基本に忠

実に踊ることが最も大切です」と懇切な粘り強いご指導

を受けて、少しでもダンスらしい演技が出来るようにと

念願しております。 

 （お蔭さまで「社交ダンス・パーティー」は、東支部

長、他24名のご来場を頂き盛会裡に終えることが出来 

ました。詳細は次回報告させて頂きます。） 
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伊予諸島最高峰から多島美を満喫                                   新川 昭雄  山歩会 

観音堂よりの多島美  

 2月まだ寒い日に本年最初の例会を実施した。伊予最

高峰である瀬戸田町生口島の観音山（472.3m）登山で

あった。参加総勢11名は中国道、高屋インターより福

山西インター経由して、瀬戸内しまなみ海道で生口島に

到着。瀬戸田サンセツトビーチで休憩後、標高240mの

観音山ロータリー駐車場に到着、準備運動後登山を開始

する。石の転がる道を進み、木の間越しには港がみえ

る。快適な登山を楽しみ高度を上げると突然東屋が見え

てきた。東屋の下に観音堂がある。そこからの眺めは素

晴らしい絶景で、正面に伯方島が見える海が広がりいつ

までも見あきない景色であった。その後山頂に向かい見

晴らしは悪いが山頂標識を確認して記念撮影。中野ダム

まで縦走を試みるも悪路の為途中で断念する。引き返し

て観音堂のある東屋で昼食をとりその後下山開始、12

時30分に無事駐車場に到着した。帰りは瀬戸田町商店

街にて買い物を楽しみ帰途についた。  

観音山頂上 観音山頂上にて休憩 山頂目指して 

社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2016年(H28年) 5月 ～ 2016年(H28年) 7月 〕 

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。 
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お得情報!! 

 

2016年4月より、シャープ社友会広島支部として、東広島市社会福祉協議会に入会。 

ボランティア活動“あったか支援隊（タスカル）”として発足。気軽に声をかけてもらえる、頼まれやすい支援組織

でボランティア活動を通じて地域社会に貢献。 

 

☆活動内容 

 ・社友会広島支部を法人として、東広島ボランティア連絡協議会に登録。社会貢献活動の一貫として取り組む。 

 ・東広島社会福祉協議会のあったか応援センターのつながりで、支援宅へ出向き状況調査と修理作業等を実施。 

 ・緊急災害支援、生活介護者の家電製品・おもちゃ類・生活用品修理と簡単な日曜大工作業など。 

 ・地域行事のお手伝い(まちづくり交流会等)子供の見守り、清掃活動、手品、健康体操、楽器演奏など奉仕作業。 

 ・アナログ映像、音楽のデジタル化、パソコン支援のお手伝い。 

ボランティア活動「あったか支援隊 (タスカル）」発足!! 入会して地域社会に貢献しましょう。 

 皆様の入会をお待ちしています。 

注目 

★詳細はホームページをご覧ください。 
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★★★ 最新のスマートフォン AQUOS ★★★ 

美と知性を極めた 

300Mbps通信ハイスピード AQUOS 
新開発IGZO搭載、美しさとス

タミナを備えたAQUOS 

AQUOS スマートフォン ニュース Vol.7 スマートフォンで上手に撮影するコツを紹介 

スマートフォン画面 

■「特集記事」がおすすめ 

さくらの撮り方。テーブルフォトのコツ。スナップ写真の撮り方。夜景やイルミネーションの撮り方などスマート

フォンを使った撮影のポイントを毎月紹介しています。是非参考にしてみてください 。 

■その他に「PHOTOギャラリー」では 

「スマートフォンのカメラでは上手に写真が撮れない！」なんてことありませんか？ 

カメラのサイト「PHOTOSHOW」では、スマートフォンのカメラで上手に撮影するコツを実際にスマートフォンで

撮影した作例を使ってご紹介しています。 

春の陽気に誘われて、花見や山登り、散歩など外出する機会が増える季節かと思います。 

そんなとき、身近にあるスマートフォンを使って、想い出の写真を撮ってみてはいかがでしょうか。 

 

http://3sh.jp/cp/photoshow/ 

PC画面 

実際にスマートフォンで撮影した写真がいっぱい！ 新しい発見があるかもしれません。 

■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」 

プレミアムなコンパクト。 

なめらか操作の心地よさとスタミ

ナを手の中に 

■映像もスクロールも 

  驚きのなめらかさ。 

  高画質ハイスピード  
   IGZO 
■プロも認める高画質カ 

  メラ。 

  自分撮りはワイドで 

   美しく 

■忘れがちなことを音声 

  メモでタイミングよくお知らせ。 

 人に寄り添う「エモパー」 

スマートフォン画面 
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編集後記 ： 街なかにパステル調の服装が多くみられ、心が“うきうき”する季節となりました。 

会員の皆様より多数の原稿をお寄せ頂き、掲載に嬉しい悲鳴を上げています。編集により一層の工夫を凝らし、

「見る」「読む」が楽しみな冊子にしてゆきたいと思っております。                 Y.U.         

  地 区 会 員 便 り  . 

広島支部行事予定 2016年4～6月 
 

4月22日 定例役委員会 / ふれあいサロンの会 

5月27日 広島支部定期総会/定例役委員会 

6月24日 定例役委員会  / ふれあいサロンの会 

 

 

 

 
寺谷末生さん（会員番号5744）は、2012年4月定年後、故郷 内子町の活性化を図りたいと町

長と面談を行い「ふるさとボランティア活動」として「内子町夢先案内人」を提唱して活動を

始めました。 
 

活動内容は、シャープ生活40年で培った繋がりで出来た約800名を対象として案内文や口コ

ミで当初は友人と２名でスタートしましたが、現在は4～5名で活動が出来る様になりました。   

                         

内子町は木蝋(もくろう＊)や 

和紙の生産により経済発展した古い町並みや自然景観が残り、スロー

ライフが実践できます。海の幸・山の幸に恵まれ歴史と文化や自然に

囲まれた小さな美しい原風景の残る町です。 
 
寺谷さんへの連絡は、携帯電話（090-9442-1226）ですのでご連絡頂ければご案内させて頂きます。 

観光も1日コースから各種パターンを作成しておりますのでご検討ください。 

愛媛県には、道後温泉は言うに及ばず最近は坊ちゃん劇場のミュージカルも評判と成っております。 

 ＊木蝋(もくろう)ハゼ実から得られる日本特産の天然植物系ロウ。 

内子座 内子の古い町並み 

五十崎の大凧 

四国地区委員長 尾崎 巧 

旧四国営業部OG 散策時の写真 

寺谷末生さん 

 地域起こしのご案内 

旧四国営業部OG 散策の礼状 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2016年1月1日～3月末までの入会者    敬称略 
 

岡崎 明
おかざき あきら

     No.6505 栃木 技術企画室 

富島 基
とみしま  もとい

   No.6514 通信システム事業本部 総務部 

藤井 義信
ふ じ い  よ し の ぶ

   No.6517 シャープファイナンス株式会社 
 
 

   広島支部会員数 513名、2016年3月末現在 


