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「梅雨の合間に」 府中市四季の里      西尾 紀美子さん撮影 

 1面 春夏秋冬/支部HP、QRコード 
 2面～3面  定期総会報告 
 4面  地区役員報告 
 5面～11面 同好会活動報告 
12面～13面 
   春季親睦日帰り旅行報告 
   秋季親睦台湾旅行申込案内 
14面 役員会便り/熊本地震義援金 

   のお礼と送付先の報告 
    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（関西・中部・ 
   関東地区） 
   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 

皆さんは今まで何に関して夢を見てきました

か？ 

仕事！趣味！子供たちの成長！孫達の成長！等

時間の経過とともに変わって来たでしょうか。 

夢は何時でも自分の回りにありました、ありま

す。それを見つける事が出来たか、出来るかど

うかです。昔流行った歌にもある「いつでも夢

を」です。夢は叶うものです。信じることで

す。例えば愛情を持って接することでいろんな

野菜や果樹はそれに応えてくれるものです。 

夢を実現するにはあるときには決断が必要で

しょう。 

皆さんも経験したことがある勇気ある決断で

す。 

自分の生きがいは何かを考えるとき夢をみるこ

と。 

楽しい生きがいを見出すことにつながるのではないで

しょうか。 

夢・幻と消えるとも言いますが、勇気を持っていつまで

も夢を見てそれに挑戦し続けましょう。 

皆さん、夢は生きがいの元です。健康の源です。 

“夢をいつまでも”です。 

夢は叶うもの。夢は実現されて来た。いつまでも夢を持

ち、新しい商品開発を！！ 頑張れ シャープ！！ 

 

秋 

春 

夏 

冬 

 “夢をいつまでも！！”                                                        事務局長   松見 弘 

 社友会広島支部へアクセス 

 出来るQRコードです。 

 

 ご利用ください。 
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社友会広島支部第２３回定期総会及び懇親会開催報告 

 実施日：2016年5月27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：90名（社友会78名 紅葉会12名）                      企画担当 中崎 春香 

 総会開催に先立ち、2015年度物故会員５名のご冥福を祈り黙祷。 

 川口本部長、阿部労組委員長、藤井総務部長のご来賓参席のもと、SEMCより当社製品展示、東広島市福祉部健康 

 増進課 木島麻衣様より、 健康セミナーを交え開催することが出来ました。 

第一部 社友会・紅葉会 合同定期総会  （司会：松見議長） 
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挨拶 東支部長 
 
 当社と鴻海の業務提携により、新たなシャープが生まれる。当社は鴻海に買収されたのではなく、あくまでも投

資をして頂いた。既に新聞発表もあったが、福山/三原工場に300億の増資が決まった。また、当本部では昨日第3工

場にて生産するロボホンの販売開始。社友会では10項目の取組みを行っていきますが、新しく“ふれあいサロンの

会”/“ボランティア活動”の推進を実施する。 
 

  審議・議事報告    (紅葉会個別審議）                                     報告者 
 

    1.平成27年度 事業・行事報告                                        渡邊副支部長 

    2.平成28年度 事業・行事計画（案）                                     渡邊副支部長 

    3.平成27年度 会計・決算報告                                        下田幹事 

    4.平成27年度 会計・監査報告                                          (代)黒田副支部長 

    5.会則改訂                                                   (代)渡邊副支部長 

    6.平成28年度 行事・運営予算（案)発表                                   下田幹事 

    7.平成27年度 同好会活動報告                                        (代)中川幹事 
 
 質疑応答にて、会則改訂(日直手当支給)に貴重な意見を頂いたが、いずれも全て承認された。 

                                                                                                                                           



(3) 

第二部 社友会・紅葉会合同懇親会（司会：松見事務局長）   

 心配していた会社の方

向性が、ある程度見えて

きたと感じている。現役

の皆様には昔のように夢

が語られるような会社に

早く戻して頂きたい。社

友会として出来ることは

会社製品購入で、少しで

も業績向上に貢献してい

くので皆様の協力をお願

いする 。                   

 当社の開発力、鴻海の販

売力を生かし、相乗効果を

発揮させる。経営資源の最

適化、責任ある事業推進体

制、人事制度の見直し等を

実行する。当本部は台湾

(FIH)と の 提 携 に よ る グ

ローバルな製品開発、展開

を行っている。また、ロボ

ホンの様なコミュニケー

ションを主体にしたモデル

開発を行って行く。 

黒田副支部長 開催挨拶  川口本部長 挨拶 

 

慶祝者代表 相馬さん 慶祝者代表 吉久さん 慶祝者の皆さん 田井幹事親睦旅行説明 

  

 

食事をしながら歓談される紅葉会の皆さん 新商品：蚊取機能付き空気清浄機(左)・ロボホン(右） 

渡邊副支部長より盛会の御礼を述べ、一本締めにて閉会しました。 

特別講演：目指そう健康長寿・認知症予防 

 東広島市福祉部健康増進課 木島麻衣様より、認知

症予防体操やクイズを交えながら講演頂いた。また、

希望者は脳年齢の測定も行って頂いた（実年齢より

10歳以上も若い測定結果に満足し、脳トレの必要性

を改めて感じられた人もいました）。 
認知症予防体操 脳年齢測定 

 会社の体制が変わり人事制

度も変わるのでお互いに尊重

しあい、話し合える労使関係

を中心に考えている。電機労

連として来る総選挙に向け女

性候補を立て全国比例で戦

う。 

阿部執行委員長 挨拶 来賓の藤井総務部長 商品説明 

SEMC 渡辺課長、中村さん 
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〔広島地区〕              山根 行雄 

■5月16日（月）ゆうゆう会第2回世話人会開催 

 JALシティ広島にて役員9名参加。第3回以降の世話人

会日程〔第3回6/13、第4回8/22、第5回10/31〕及び 

総会懇親会開催日〔11月6日（日）〕案内状発送日 

 :9/26、参加〆切日:10/20決定。新規会員2名確定、 

 総会イベント企画案の打診。  

■6月13日（月）ゆうゆう会 第3回世話人会開催 

 JALシティ広島にて役員7名参加。第4回世話人会日程

変更〔8/22（月）⇒8/23（火）〕。総会参加費用（男

性会員7,000円/女性会員6,000円。総会懇親会イベン

ト（確定）。ギター・ハーモニカ演奏、ビンゴゲーム

大会（打診）。マジック・フラダンス。動員策（アト

ラクション）として、ゴルフコンペ11/7（月）パー

フェクト会と合わせて実施。特別企画として現地

SEMC中国統括営業部へ総会出席・ご挨拶・新製品紹

介をお願いする。総会開催時間を従来より、変更、

12：30スタート・15：30終了。次回第4回世話人会

（8/23）登録会員見直しと「総会懇親会 開催案内状

（案）」検討・確定する。尚、社友会広島支部 定期

総会ゆうゆう会役員2名参加、地区活動支援金20,000

円、会計担当（栗栖さん）へ手渡し、本年度の総会懇

親会開催に有効活用を申し合わせる。 

■8月6日（日）ゆうゆう会ウオーキングクラブ 

 第3回バーベキュー大会を極楽寺山温泉アルカディア

ビレッジキャンプ場にて開催（15名程度参加予定） 
 

〔山陰地区〕              山澤 純一 

■5月25，26日 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松江市美保関町 福間館で

開催されました。（参加22名) 

 第1日目 ①ベタ踏み坂(江島大橋)経由で牡丹と高麗

人参の里、由志園入園 ②宿舎福間館の福間さんのガ

イドにて北前船時代の面影残る青石畳通りぶらり散策  

③全国えびす社の総本社美

保神社参拝 ④約1200年

前創建された古刹 佛谷寺

の参詣、夜は地元美保関、

福間館皆さんの民芸ショー

を楽しみ、宴会。2次会カ

ラオケと親睦旧交を深めま

した。 

 第2日目 観光遊覧船での島根半島周遊、美保関灯台

(世界の歴史的灯台100選)と、下から見上げる切り

立った断崖は壮観でした。 

■予告 8月23日(火)、24日(水) 第9回社友会山陰地

区会を開催 鳥取地区(幹事山澤) 後日ご案内いたし

ます。 
 

〔岡山地区〕             池田 征三郎 

■36回SH-G岡山ゴルフコンペを下記の通り実施 

 ① 日 時・・・平成28年6月6日 AM 8:20スタート 

  ② 会 場・・・新岡山ゴルフクラブ 

 ③ 参加者・・・4組16名 

 ④成績 1位 谷口 槇貴男 82   2位 長谷 快洋 85 

     3位 出口 義則  86   4位 井上 恵夫 92 

             5位 井元 俊夫 101   6位 額田 浩利 

      7位 池田 征三郎    ブービー 三原 正 

 次回は36回SH-Gゴ

ルフコンペを9月15

日（木）たけべゴル

フ倶楽部 9時10分

スタートで、計画予

定しています。 
 

〔山口地区〕              松田 正博 

■現在特に報告事項はありません。地区のOB会の開催

は来年度の7月開催予定です。 
 

〔四国地区〕              尾崎 巧 

■ゴルフコンペ実施状況 

 5月26日（木）於；新琴南ゴルフ倶楽部 3組11名 

  優勝  森田さん（賛） 準優勝 井上さん（O） 

  第3位 十河さん（賛） 

 6月21日（火）於；高松カントリークラブ 4組16名 

  優勝  山根さん（賛） 準優勝 恒光さん（社） 

  第3位 湯浅さん（社） 

 今後の開催予定、7月6日 ロイヤル高松CC、8月22日 

讃岐カントリークラブ 

■シャープの森 

 6月4日（土）第12回

香川シャープの森の

社会貢献活動を実施

しました（詳細は社

友会ホームページ） 

■第16会四国OB会を10月2日～3日で実施に向けて準備

中です。 
 

〔福山地区〕                         星野 高範 

福山地区の4～6月の活動状況を報告します。 

・4月6日 山歩きの会「青春18きっ

ぷで行くローカル線の旅」今回は

岩国錦川清流線と呉線を行く。 

・4月7日 春の花見の会 福山城址

の予定でしたが、あいにくの春の

嵐、早々に切り上げ福山駅前居酒

屋での懇親会となりました。 

・4月25，26日 恒例の春のゴルフ

の会（美作作州武蔵GCにて） 

福山事業所OBの方々関西、四国

からも駆けつけてくれました。 

・社友会福山地区会報No.12を4

月1日発行（27年度会計報

告、28年度活動支援金用途、

28年度活動予定の内容、健康

手帳など） 

・7～9月予定、7月26日納涼会 9月26，27日ゴルフの会 
 

〔関西・中部・関東地区〕         伊藤 宣夫 

■新しく地区委員となりました伊藤です。現在関西8

名、中部1名、関東3名の12名です。各会員が遠くに

いてなかなか会うのが難しいのが頭痛の種です。今回

特に報告事項はありません。 

 （地区会員便り、16ページも参照ください。） 

地区役員報告      企画担当幹事 金國 信太郎 
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写そう会       写そう会 撮影会情報                                     小野 勲  

 
   お知らせ   
 

「写そう会」ホームページで会員

限定となっている「会員の部屋」
を閲覧いただけるようにします。 

「会員の部屋」は定期及び有志撮影会をはじめ各会員が年間を通じて撮影した

写真や写真に関する多くの情報を紹介しています。社友会広島支部会員を対象

に「会 員 の 部 屋」の パ ス ワ ー ド を 開 示  し ま す の で、ご 希 望 の 方 は 谷 水  

(tanimizu@hiroshima.email.ne.jp)  までご連絡ください。 

初夏の風物詩、鞆の浦の花火大会は

花火シーズンに先駆けて毎年５月下

旬に行われます。日本の美しい原風

景を残す鞆の浦の上空に打ち上げら

れた花火は幻想的で、港町ならでは

の初夏の情緒を醸し出していまし

た。(吉岡 嘉之) 

仲間で山王寺の棚田（島根県雲南

市）の星景撮影に行ってきました。

水田に満天の星が映り込む様は幻想

的で、少し寒かったものの、里山の

上空に広がる美しい星空に感動しな

がらの撮影でした。(吉岡 嘉之) 

 

第4回新県美展に入選しました。 

今年3月に初めて撮影に行った阿蘇

神社の火祭り。1ヶ月後の熊本大地

震により、社殿・楼門が倒壊。最後

の雄姿を撮影できたことに感謝し、

1日も早い復興を願うものです。

（西尾 弘）  

鞆の浦弁天島の花火 山王寺の棚田星  阿蘇神社の火振り神事 

宮島の祭り：火渡り式・桃花祭 ≪4月度定期撮影会≫         （記事：西尾 弘 撮影：中西康憲） 
 

 4月15日、大聖院の火渡り式と厳島神社の桃花祭の撮影会を行いました。火渡り式は、大聖院の春の大祭で護摩の

残り火の上を素足で渡り無病息災を祈願します。桃花祭は、桃の花を御祭神に供える行事で、厳島神社の高舞台で

舞楽が奉奏されます。 

御調八幡宮のほたる≪6月度定期撮影会≫   （記事:中西康憲） 
 

三原市八幡町にある「御調八幡宮」に流れる八幡川で今年初めてホタル撮

影を開催し、9名の会員が参加。当日は天気も味方してくれ満天の星空の

下での撮影会となりましたが、境内の外灯が明るすぎて難しい撮影会でし

た。八幡宮参道に架かる朱色の橋とホタルのコラボや上流に架かる石橋と

ホタルのコラボ、更には星景とのコラボ等々、思い思いのポイントに向け

カメラをセットして、約2時間余りのホタル撮影を楽しみました。 

              （撮影:中西康憲・吉岡嘉之・谷水毅） 

結界が解かれ  大祇師の火渡り  振鉾 

御調八幡宮入口にて記念撮影 
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あるこう会・山歩会               あるこう会・山歩会合同特別企画「夏山観光＆登山」満喫！ 

                                          あるこう会 藤井 良幸 

                                        山歩会   新川 昭雄  

 5月30日(月)～6月1日(水)にかけて2泊3日で関東、甲信越の旅に

行った。主な観光地は草津温泉・小浅間山登山・白糸の滝・世界遺産

富岡製糸場・軽井沢・中山道・馬篭・国宝犬山城の観光を満喫した。 

 総員24名(男13名 女11名)はJR観光バスで6時定刻、めざす草津

温泉に向った。途中小雨に会いながらも大きな渋滞もなく順調に、関

東、甲信越に向けバスが走る。山陽・中国・名神・東名・中央自動車

道を経て諏訪大社に到着参拝。歴史ある二本の御柱を感慨深く観覧し

た。その後草津温泉「ホテル一井」に午後6時到着、12時間のバスの

長旅を熱い草津の湯で癒した。 

 2日目、登山組14名は午前5時56分、

ホテルよりジャンボタクシー2台に分乗

して「峰の茶屋」に向けて出発した。 

午前6時50分、東大火山観測所横から登

山スタート。春蝉の泣く中、穏やかな登り道を楽しみなが

ら見晴らしの良い分岐地点に到着、正規登山道ではないが

火山の吹き出した岩、砂礫（軽石）等があるかなりな急斜

面を苦労しながら登り、小浅間山の西峰に到着した。おに

ぎり朝食後、正規の小浅間山、東峰1,655Mに登頂した。正

規ルートを下山して9時20分、峰の茶屋に到着した。観光組

は朝風呂とバイキングを楽しんでホテルを9時10分、山歩会

組と合流場所の「峰の茶屋」に向った。10時5分、登山組と

合流、全員がそろって約1時間かけ「白糸の滝」に到着。見

学後碓氷峠を通り、旧軽井沢の街並みをバスの中より見な

がら世界遺産富岡製糸場に行き日本近代産業のシンボルを

見学した。馬篭宿「白木屋」投宿する。昔の面影を残した

期待どおりの情緒ある宿であつた。 

 3日目は中央・名神自動車道を走り国宝犬山城を見学して

成田さん別院前で昼食。八本松シャープに午後7時過ぎ到

着、歴史遺産と地球の鼓動を体感した旅を終えた。  

 

諏訪神社 

草津温泉 

白糸の滝 

碓氷峠めがね橋 

富岡製糸場 

馬篭宿 

犬山城 

成田山新勝寺 小浅間山 

 

 「ギターアンサンブル」のグループと「ハワイアンバ

ンド」の二つのグループで活動しております。 

 ギターアンサンブルのグループは今回より2名増え

て、現在6名の会員ですが、一名は仕事の関係でお休み

中ですので実質5名で活動しています。活動はギター二

重奏とウクレレによるリズムとコード演奏です。懐かし

い唱歌を中心に、やさしい曲をきれいに演奏します。練

習は月に二回、場所はレクチャールームで行っていま

す。すでに十曲以上のレパートリーを持っていますが、

外部出演用に十曲を準備してスタンバイ中です。施設訪

問や室内イベントの機会を待っていますので、紹介をお

ねがいします。又新しい会員を募っておりますのでよろ

しく参加と紹介をお願いします。 

 ハワイアンバンドの方は現在、外部の会員を三人加え

て、五人編成です。われわれ世代には懐かしい、昔から

よく耳慣れたハワイアンの曲を、ボーカルを交えて演奏

します。今年の夏には出演が決まっていて、現在猛練習

中です。練習は外部の場

所を借りて月二回の練習

ですがもう少し増やした

いと考えています。現在

は5名ですがウクレレと

ベースを出来る方募集中

ですので、参加、紹介し

てください。 

楽器演奏の会             「楽器演奏の会」                       江頭 敏晴 
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 3月末に「H28年度ダンス・パーティー交流会」を元

会員や知人等も多数ご参加いただき、全員にて大いに楽

しみ、盛会裏に終え、愈々、当会の新年度がスタートし

ました。 

 4月から、昨年度休会中の男性会員「足立さん」と女

性会員「神笠さん」のお二方が参加され、レッスン仲間

が増えました。参加者全員、和気藹々に会話を交わし、

パートナーチェンジをしながら、足立さんや神笠さんな

ど中心に、再度基本に立ち返り、川添先生の懇切なご指

導をうけます。モダン系のブルース・ワルツ・タンゴ、

ラテン系のジルバ・チャチャ・ルンバ6種目を毎回、復

習、それに加えて新種目の「クイックステップ」等に

チャレンジ。更に復習中の6種目につき、「新たなシ

チュエーション」のマスターに特訓中です。 

 年齢の関係もあり、ご指導イメージのように柔軟に身

体の動きがついてゆかず、もどかしさを感じながら、

レッスンを続けていますが、回数を重ねる内に少しづつ

頭でのダンスでなく、身体での反応するダンスが出来る

ようにと念願しながら、会員同士、声掛け合い、助け

合っています。失敗を恐れず、粘り強

くレッスンに取り組み、次回のダンス

交流会で新シチュエーションで踊れる

ように頑張って参りたいと存じます。 

 ダンスの初心者の方、ダンスの経験

者の方を問わず、私たちとご一緒にダ

ンスを楽しんでみませんか。毎週・水

曜日PM4時からレッスンの「ボール

ルーム八本松」へ是非一度、気軽にお

立ちより、ご見学や飛び入りレッスン

に参加くださいませ。 

ダンス同好会 会員全員でお待ちし

ております。  

ダンススポーツ           『新たな活動年度を迎えて』              山根行雄         

 私も前号投稿者と同様に先輩メンバーに誘われて昨年

（2015年8月）に参加させてもらいました。 

忘れるくらい若い頃（独身時代）に野球、ソフトを少し

たしなんでいた経験はあってもテニスは未経験でしたの

でいささか不安な思いでしたが体験する事にしました。 

 会員さんは、いずれの方も昔にお世話になった先輩さ

ん達ばかりでしたので比較的和気あいあいな滑り出し

だったのですが間もなく65歳の体力の衰えを実感する事

になり“皆凄いなー”っというのが最初の印象でした。 

あれから10カ月。前半1時間（後半は試合形式）のやや

ハードな練習にも少しは慣れてきて、ラリーも何とか続

ける事ができるようにもなり練習の成果が少しずつ出て

きてる？状態になってるようです。練習試合でサーブや

リターンをビシッと決め、ポイントを取った時の快感も

あり想像以上に“はまった”感じで毎週楽しんでます。 

 毎週水曜日10時から運動公園の

テニスコートで練習をしてますが 

最近では平均15名位（内、女性が

3~4割程度）くらいの参加が有

り、3コートを借りて楽しみながら

適度な負荷での運動不足を補って

ます。 

 最近は、初心者ならではの肘を

痛める“テニス肘”になってます

が練習は休みたくないので軽い振

りで参加させてもらってます。 

 日頃の運動不足を解消したいと

考えられてる方、運動不足解消と肘を痛めても練習した

い楽しさを一度経験してみませんか。 

よほど悪天候で無い限り、毎週水曜日に集まってますの

でご参加を待ってます。  

 あれから10カ月                          山村 繁  テニス 
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 『第71回6月大会』を6月10日(金)10時より賀茂ボー

ルで開催致しました。総合優勝は『川股幸雄氏』、女子

の部優勝は『和田清子さん』が其々獲得されました。 

 2016年度最初の大会となる本大会は、総勢25名が参

加し(男性会員15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、川股幸雄氏が641点の好スコアで総合優勝。 

(準優勝)田岡政行氏 629点、(第三位)村上孝一氏 615

点、(第四位)和田清子さん 606点、(第五位)牛田峰子さ

ん 599点と、ベテラン／女性陣の健闘が光った大会とな

りました。女子の部優勝は総合4位の和田清子さんが獲

得されました。ハイゲーム賞は(男子の部)『神崎保範氏 

226点』、(女子の部)『三間裕子さん 219点』ノーミス

賞は残念ながら『田岡政行氏』一人の達成となりまし

た。何時もは2～4名が達成するノーミスも、今大会の

レーンは難易度が高かったのか1本のみ、又スコアもス

クラッチ(ハンデ無し)で600点越えは田岡政行氏一人の

状況でした。 

 練習すればスコアは確実に伸びるので、次回大会には

日頃の練習の成果を期待したいと思います。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 川股 幸雄 641点 

2位 田岡 政行 629点 

3位 村上 孝一 615点 

4位 和田 清子 606点 

5位 牛田 峰子 599点 

6位 堀岡 光朗 597点 

7位 三間 裕子 585点   8位 牛田 晴雄 582点 

9位 坂田 広海 578点  10位 内田  義盛 576点 

 近くに住む甥っ子より「烏骨鶏を飼っているが、ネッ

トで購入した鳥小屋が小さく、目標の15羽程度を飼える

鳥小屋を作って欲しい」との相談が有り、詳細要望を聞

いた。ラフな図面を描き、ものづくりの皆さんの意見等

を参考に、鳥小屋を建てる場所の環境、風当り、夏の日

差し等を考慮し、少しでも鳥にとって居心地の良い鳥小

屋を作ったので紹介します。 

 先ず、広さを1.5坪（0.5坪当たり5羽）とし、3種類の

鳥を飼える様に内部を縦割り3分割にし、入口は3つの部

屋に個別に入れる様に、前側に3枚の高さ2mの片開きの

戸を設けました。断熱対策として、屋根は熱線遮断ポリ

カ波板を使用し、更に天井板を設け、波板と天井板間に

空間を作る事で更に断熱効果が増す構造としました。 

 基礎は小動物（特にヘビ）が侵入しない様に隙間を無

くし、転倒、及び突風にも耐える様に、基礎枠より広め

の穴を掘り、梅田さんよりお借りした電動ハンマで地固

めをし、レーザー墨出し器で水平を取りながら、砂利、

捨てコンクリートを敷き、ブロック2段積みとしまし

た。 

 アンカボルト14本の位置出しは、梅田さんアドバイス

通り、先に、枕木にアンカーボルトを仮固定し、4～5㎝

程度上方向に浮かせ、隙間からコンクリートを流し込

み、約1週間後、固まったアンカーボルトを枕木に本締

めしました。  

 次に、基礎枕木に12本の柱を立て、棟上げをしまし

た。下より50㎝は、神経質な鳥の目線の高さで外回りが

見えない様に全面合板で囲い、高さ50から150㎝の間

は、通風と鳥の様子を見るために、ネットを張りまし

た。更に 前面の戸を開けずに側面下側より餌を与えら

れるように、餌箱を工夫しました。 

 烏骨鶏の卵の収穫を期待しています。 

  

加工には各種の電動工具を使うため、くれぐれも不注意

等で怪我をしない様に、慌てず、危険予知を行い、安全

第一で、楽しみながらものをつくっていきたいと思いま

す。  

ものづくり        烏骨鶏用鳥小屋づくり                              古賀 誠次郎  

ボウリング         ｢28年6月大会報告｣                                        神﨑 保範 

 

基礎ブロック 鳥小屋全景 烏骨鶏と餌箱/小箱  
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 6月28日に蛸釣りの予定でしたが、中止になりまし

た。理由は①連日の雨で海の水が濁っていること。②毎

年よく釣れている松山観光港の沖が今年は全然釣れない

こと。③28日も雨が降りますので釣りの条件が悪いこ

と。④三原沖でもあまり釣れていなくて多く釣れた人で

10匹坊主の人もいるそうです。以上の理由で今回は中止

にしました。 

 そこで今回は最近の蛸状況と釣りかたについて記した

いと思います。蛸といえば三原と明石が有名ですが、最

近三原のタコは漁が少なくて、香川とか兵庫から仕入れ

ているそうです。また岡山のタコも多いそうです。なぜ

三原のタコが少なくなったのかは解りませんが、有名に

なったので捕る人が増えたのではと思います。限りある

生き物ですから今後も大切にとっていきたいです。  

釣り方ですが、三原の漁師さんはみなさんご存じの館船 

みたいなおおきい屋根のついた船で、昼は蛸飯をたいて

くれる遊漁船が一般的です。仕掛けは模型の蟹に豚の脂

身を紐でくくり船から遠くへ投げます。重い当たりがあ

れば思い切り引っ張り上げます。蛸は他の魚のように

引っ張りません、ただ重いだけです。雑巾がかかった感

じでただ重いだけです。船頭さんは一人で3本の仕掛け

を投げています。どの糸に蛸が抱き着いたかわかるそう

です。 

 楽しみは昼に炊いてくれる蛸飯です。漬物に合いま

す。ビールを飲みながらの昼タイムが楽しみです。帰り

に漁師さんが自分が釣ったのもいれて皆に分けてくれま

す。料金は3年前までは1万円でしたが今は1万1千円で

す。 

 しかし今のタコ釣りは違います。竿で、電動リール

で、60～80メートルの深さです。仕掛けも全然三原とは

違います。赤、白、黄色、等々キラキラ派手な色をして

います。この仕掛けを海底に落とし、蛸が仕掛けに抱き

着いたら思い切り上げます。針に蛸が引っ掛かりました

ら、後は電動リールで巻き上げます。簡単のようで難し

い釣りです。最近の釣りは進化していて、魚が勝つか人

間が勝つかです。仕掛けも道具も日々進化しています。

お金がかかります。しかし釣りは面白いです。一緒に釣

りにいきませんか。 

釣 り           蛸状況と釣りかた                        川田 正勝 

退職して何かをしたいと思っていた時、旧知のOBの

方より絵手紙同好会への入会を勧められました。 

見学だけのつもりが、メンバーの方々にやさしく迎えら

れ、すぐに絵筆を手にしてしまいました。 

迫谷先生の熱心な指導のもと、毎月色々な課題

を・・・たとえばかまぼこ板に油性ペンで描いたり、水

墨画・風景画に挑戦します。時には庭で摘んだ花一輪に

短い文章を添えて出来上がり！！ 

 出席する日は一所懸命葉書に向かい、今日は誰に投函

しようかと思い描きながらの2時間余りです。 

絵手紙を受け取った幼なじみは、四季の手紙が揃った

よ・・・と喜んでくれ、先だっては従姉のところへ行く

と、去年の節分に出した鬼とお多福を額縁に入れて飾っ

ていてくれたのには驚きました。 

私の拙い文や絵でも、こ

んなに大事にしてくれる

人がいて、すごく嬉しく

て励みになります。 

絵手紙は疎遠がちの人と

の距離が近くなったり旧

交を温めるツールとして

はこれ以上のものはない

と感じます。 

 出会い・情熱・努力と云う言葉がぴったりの絵手紙同

好会をこれからも長く続けていきたいと思っておりま

す。  

絵手紙       私と絵手紙                                               日野 久美子   

作 吉田 巡子 作 川田 正勝 作 川田 芙美子 

作 鈴木 孝 作 稲生 妙子 作 日野 久美子 制作風景  日野 久美子さん 
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今年度は4月（181回）白竜湖カントリークラブで

スタートしました。(昨年は志和カントリー倶楽部） 

寒いシーズンにどれだけ頑張ったか、足腰を鍛えた

かが成績に表れているように思います。まあ、健康

で楽しくPLAYできれば・・・それで良いではないで

すか！でも下記の写真の方々はそれだけでは満足し

ていないようですね。まだまだスコア改善に取り組

まれているようですよ。  
 
 

 第189回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ）  
優勝 山田 晃平さん（写真中央） 

寒気も弱まる桜の咲く頃から、ようやくエンジンがかかり、練習スタートです。今回はパートナーに引っ張られて

楽しく良いスコアで回れました。また、ボール（HONMA）に変え飛距離が、10ヤード位伸びたのも良い結果だと

おもっています。今年はこのボールで頑張ります。  
準優勝 林 良三さん（写真左） 

ダブルペリアでハンディキャップを沢山頂いた結果、幸運にもNETで

トップとさせていただき有難うございました。今年はハンディキャップ

取得に向けて積極的に参加させて頂きます。今後とも楽しいゴルフをど

うぞよろしくお願い致します。 

3位 谷口 眞貴男（写真右） 

約一年振りに3位入賞が出来た事、嬉しく思っております。今回はパッ

トが良かったと思います。青木功プロの言葉に「パットは技術ではなく

信念だと思う」と言うのが有りますが｛入って呉れないかな｝ではなく

「入れてやると言う気持ち」でパットしたのが良かったと思います。 
 

 第190回社友会ゴルフコンペ（東映カントリークラブ）  
優勝 吉田 寛（写真中央） 

朝、家を出るときはハンディも19.5と下がり90で上がれば10位以内には入ると思い、目標を90にしていました。と

ころが終わってみればスコアは80、つきもあったが出来すぎ！（前回はH25年第159回宮島志和CCで優勝）3パッ

トが2～3回ありましたが、勝因は無理をしなくて前から攻めたことと

思います。今後は体力も加齢もあり、優勝はできないと思いますのでニ

アピンを出来るだけ取れる様練習しようと思います。 

準優勝 末沢 公彦さん（写真左） 

優勝者の吉田さんに引っ張られ楽しくPLAYしました、この大会より70

歳でシニア―に仲間入りしましたので、少し距離が短くなりました。そ

のためでしょうか、軽い気持ちでスイングできましたし、方向感も良

かったです。やはり力まないことがスコア―アップの秘訣でしょうか。 

3位 丸本 静馬さん（写真右） 

当日は天候に恵まれまた同伴プレーヤーと楽しくプレイできました。全てのショットでは無理せず一打一打を大切

にラウンドした事が良い結果に結びついたと思います。まだまだ沢山課題有り、今以上に練習をして上位入賞を目

指して頑張って行きます。 
 

 第191回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ）  
優勝 村重 泰弘さん（写真中央） 

相変わらず2打目、3打目のミスショットは結構ありましたが珍しくドライバーは殆どフェアウエーをキープするこ

とが出来ました。梅雨時には珍しい風もない、絶好の晴天だったこともあって気持ち良くプレイを楽しむ事が出来

ました。 

準優勝 堀 雅晴さん（写真左） 

このたびは安定したフォームでラウンド出来スコアが纏まりました。皆

様はアモーレ（イタリー語で愛を意味する）です・・・・来世も再来世

もとまでは言いませんが今後ともガタの来る心身に、鞭打ち頑張りたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

3位 矢野 隆志さん（写真右） 

前半調子は良くなかったものの、古希を迎えてのフロントティーからの

ショットとラッキーな結果オーライにも助けられ最近のベストスコアと

ニアピンを獲得できました。もう少しレギュラーで頑張ってみてもいい

かなと思った成績でした。 

ゴルフ同好会報告                      末沢 公彦 ゴルフ 
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 5月11日(水)、口和郷土資料館見学を21名で実施。

せっかく庄原の奥の方へ行くので食彩館「ゆめさくら」

で何人かは、少し弾んで比婆牛ステーキで腹ごしらえを

した。 

資料館は、水曜日は休館日だが我々のために特別開館し

て、種々の実演の事前準備をして待っていてくれた。 

安部館長は元ソニー社員で、退社後、口和で資料館を開

いたとのこと。建屋は小学校の廃校跡で、外観はこれが

資料館？という感じであった。しかし、一歩屋内に入る

と、教室のクラス毎の区切り部屋に、膨大なレトロ製品

(主として音響・映像)や農具、民具が展示されていた。

館長は今回、音響・映像製品に絞って案内をしてくれ

た。オーディオは真空管アンプを主としていて、前面の

壁に「球楽達人の集い」の書が掲げられていた。定期的

に真空管アンプ愛好家が集まるとのこと。その中には

シャープ社友会のU氏もいるとか。真空管ラジオが数十

種あったが、シャープ製がかなりの比率を占めていた。

終戦直後から、昭和30年ごろまでの製品と思われた。 

このラジオも含めて、全ての音響・映像製品は動作する

状態での“動態保存”ということだった。地道な修理保

守は相当ご苦労があったはずだ。 

昭和30年代の流行歌のバック映像の白黒フィルムが

何巻も保存されていて、映写室で鑑賞したが、驚いたの

は、本物の映画館用イスが50席以上も設置されてい

て、映画館気分で、なつかしい映像を楽しんだ。 

音響製品では、イギリス製の蓄音機が、電気を全く

使わず音響ホーンだけで音を増幅する装置で、教室サイ

ズの部屋では、やかましいくらいの音が出たのには驚い

た。レコード針に接触する振動板の材質とホーン設計が

ポイントとのこと。 
 

音響映像製品は、その他に

テープレコーダー、アナログ

TV、種々の方式のビデオテー

プデッキ、映写機、プロ用TV

カメラなど種類を列記するだ

けでも大変な数である。入手

や修理保守保存のご苦労は想

像を絶するものある。  

レコードも世界中のSP、

EP、LP盤が何千枚もあると

のことだった。中でも特に

“お宝もの”は、明治時代に

録音にも電気を使わず振動す

る針で直接刻印したレコー

ド。そして、終戦直後、米国

防総省が、在外基地の兵士の

娯楽のために、非売品の特大

サイズのLP盤を作り、基地に

配布したもの。なぜ特大サイ

ズかの理由は、著作権を無視

して作ったので、市販のレ

コードプレイヤーで再生でき

ないための策とのこと。ウラ

話として非常に興味深い。   

当同好会は女性会員が多いので、資料館に興味を

持ってくれるか心配があったが、館長がなつかしい映像

や歌を視聴させてくれて、カラオケをやっている女性会

員などが喜んでくれてよかった。一日ではとても見切れ

る展示数ではないので、また個人的にも来たいと思っ

た。 

平成あそび隊             口和郷土資料館見学                     藤井 良幸 

本物の映画館用イスで 見学者全員で 

シャープラジオとそれを背景に説明を聞く 

安部館長挨拶 

シャープ真空管ラジオの説明 

テープレコーダーの説明 
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２０１６年春季親睦日帰り旅行 
“日本のエーゲ海 牛窓と鹿久居島まほろばの旅” 

参加者：社友会 広島/岡山(福山含む）38名・紅葉会 13名 合計 51名 

実施日：平成２８年４月７日（木） 報告者：田井 正治 

 今回は岡山地区委員の企画で実施致しました。昨年同様、雨天の当日となりましたが、定刻7時には全員集合

し、ラポール賀茂前駐車場を出発し、福山SAで福山参加者と合流し、岡山に向いました。雨天の為、一部行程を

変更。後楽園駐車場で岡山参加者と合流後、竹久夢二郷土美術館に入館。館内で異例の記念撮影後、副館長の案

内で竹久夢二の絵画を観賞しました。 

 “牛窓オリーブ園”に向かいました。生憎の天気で瀬戸内の多島美は望めませんでしたが、何とか小豆島は観る

ことができました。オリーブのお土産を買い、一路本日の昼食場所“いこいの村岡山”に向かいました。 

 牛窓オリーブ園 

竹久夢二郷土美術館 

 いこいの村からも素晴らしい瀬戸内の景色が望めるはずでしたが、雨で残念でした。 

“さしみ定食”の昼食後、雨の合間をぬって記念撮影。 

いこいの村岡山にて 

次頁へ⇒ 
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2016年春季親睦日帰り旅行（前頁より） 

 道の駅で買物し、岡山地区池田委員長の案内にて、メガソラー建設予定地経由で、本日最後の見学地、備前長

船刀剣美術館に到着。“戦国の備前刀展”を説明員の方に説明頂き感動の連続でした。再度後楽園に戻り、ここ

でも雨の合間をぬって河川敷の桜並木をバックに記念撮影。 

 

 

道の駅 黒井山グリーンパーク  備前長船刀剣美術館 

後楽園河川敷の桜（左）と記念撮影（右） 岡山/近畿/山陰の皆さん  

 岡山の参加者と別れ帰途に着きました。帰路では、来年の日帰り旅行は近畿地区の担当で、春季親睦日帰り旅

行のアンケートを行い結果は、①竹田城跡の散策 ②大阪道頓堀クルーズ ③丹波篠山散策でした。 

結論はでず、後日の検討課題としました。福山SAで福山からの参加者と別れ。東広島には、定刻通り全員無事帰

着しました。当日は生憎の天候でしたが、参加者皆様の協力で素晴らしい旅とすることができました。 

 本当にありがとうございました。次回も多くの方の参加をお願いします。 

★ お急ぎください 魅惑の台湾 申込み★ 

社友会広島支部ホームページ

「秋季親睦旅行申込」よりお申

込みください。 

『7月22日(金) 旅行説明会 

 15時より社友会室にて』 





(15) 

★★★ 最新のスマートフォン AQUOS ★★★ 

新しい撮影機能の紹介 

外出する機会が増えるアウトドアの季節がやって来ます。 

2016年夏モデルのスマートフォンAQUOSのフラッグシップモデルがいよいよ登場。カメラは、デジタルカメラ水

準の高画質な写りと使いやすさの継承、そして新たに加わった撮影機能を含めて大きな進化を遂げています。 

今回は、思い通りに撮れる「おすすめプラス」について紹介します。想い出の写真を撮ってみてはいかがでしょう

か。（下記 AQUOSのアウトカメラは2,260万画素） 

 

くっきり：風景や花などを色鮮やかに撮りたい場合に質感を活かすような被写体の撮影に向いています。 

ふんわり：花などのテーブルフォトなどにおすすめ、色が薄く明るめの被写体で背景はシンプルだと効果的です。 

逆光でも：日中や夕方の逆光の撮影で明るく明暗の差を抑えたい場合に向いています。 

思い通りに撮れる「おすすめプラス」 

ふんわり 逆光でも 近づいて くっきり 

近づいて：被写体に思いきり近付いてとることで背景をぼかしやすくなります。 

写真：シャープ公式サイト PHOTOSHOWより 

一度使えば戻れない。人に寄り添

う快適パフォーマンス 

高画質・スタミナ・健康サポート

AIを備えた快適AQUOS 

IGZOとAIが創る。人に寄り添う

快適パフォーマンス 

2016年6月10日発売 2016年6月10日発売 2016年6月10日発売 

AQUOS スマートフォン ニュース Vol.8 

SH-04H SHV34 
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  . 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2016年4月1日～6月末までの入会者    敬称略 

 

 田井 弘司
た い  こ う じ

  No.6524 （国営）中四国ソーラーシステム営業部 

 佐々木 直久
さ さ き  な お ひ さ

 No.6525 通信システム事業本部 生産統括部生産部 

 三原 正
み はら  た だし

   No.6526 記載なし 

 戸苅 裕
と が り  ゆた か

   No.2050 (本部より移籍） 
 

       広島支部会員数 512名、2016年6月末現在 

広島支部行事予定 2016年7～9月 
 

7月22日 定例役委員会/ふれあいサロンの会 

9月23日 定例役委員会/ふれあいサロンの会 

当支部の会員数は、関西8名・中部1名・関東3名の計12名です。会員数も少なく、各人が離れておりなかなか 

コミュニケーションがとれない状況にあります。 

今回は、私の住んでいる町桑名を紹介したいと思います。桑名は「その手は桑名の焼き蛤」。うまいことを言っ

てもその手は食わないとの洒落で全国的に知られています。 
 
桑名は昔から交通の要衝として栄えたところです。これは地理的な要因が大きいと考えられます。木曽三川（木

曽川、長良川、揖斐川）の河口と伊勢湾の奥に位置し物流の中継地に適していたと考えられます。徳川家康はこの

地の重要性を考慮し、初代桑名藩主として本多忠勝(大河ドラマ「真田丸」に登場する徳川四天王の一人)を配置し

ました。 
 

歴史をさかのぼりますと約2000年以上前、天照大御神をお祭りするのに最適な地を求め倭姫命が巡幸、伊勢の地

に定めることになりましたがこの途中、桑名の地にも立ち寄ったとの言い伝えがあります。 
 

幕末、幕府は京都守護職に会津藩主の松平容保（かたもり）、京都

所司代に桑名藩主の松平定敬（さだあき）を就任させる。この二人は

兄弟で、戊辰戦争では会津・桑名の連合軍が中心となり闘っていま

す。定敬は各地を転戦、最後は五稜郭まで行き説得を受け謹慎しまし

た。その後、容保は日光東照宮の宮司に、容保が亡くなった後、兄の

あとを引き継ぎ日光東照宮の宮司となりました。 
 

次に桑名を代表します史跡と祭りを紹介します。 
 

 七里の渡し跡  

 桑名は江戸時代 東海道の42番目の宿場町で熱田の宮から桑名まで

唯一の海道でした。海路が七里あったことから「七里の渡し」と呼ば

れています。ここにある

大鳥居は伊勢路に入る最初

の鳥居であることから「伊勢国一の鳥居」としています。この鳥居は

20年ごとに建て替えられています。伊勢神宮の式年遷宮時、宇治橋の

鳥居が建て替えられますがその鳥居を譲り受けて替えられます。 

 

 石取祭（いしどりまつり）  

 この祭りは江戸中期に始まったもので春日神社の祭りで町人の祭り

として発展しました。国の重要無形民俗文化財に指定されています。

この祭りの特徴は鉦(しょう)と太鼓で囃す囃子にあります。 

この囃子が「日本一やかましい祭り」と言われる所以です。 

本祭時、36～38台の祭車が並び壮観です。 
   

 関西・中部・関東地区委員長 伊藤宣夫 

伊勢国一の鳥居 

石取祭 

地 区 会 員 便 り 

編集後記：「あめつゆに映える紫陽花をながめつつ今日か明日かとアサガオ咲く日」、梅雨明けを心待ちしている

気持ちを、私なりに短歌にしてみました、31文字に纏めるのはなかなか難しいですね。同様にhibikiの編集も毎回

苦労しています。      Y.U. 

 




