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「収穫」     西尾 弘（写そう会）さん撮影 

 

1面 表紙写真/ふれあいフェスティ 
   バル開催のご案内/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 ふれあいフェスティバル開催と 
   お願い 

4面～11面  
    同好会活動報告 
12面  特別投稿 ゆうゆう会投稿    
13面  ‘17年春季親睦日帰り旅行案内 
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（福山地区） 

  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 

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

主 要 記 事 

         ふれあいフェスティバル開催のご案内 
 

  社友会・広島支部、紅葉会合同でふれあいフェスティバルを開催致します。 

 詳細は当hibiki 3ページ目をご覧ください。 
 

・日 時：平成28年11月27日（日） 10:00から14:00 

・場 所：シャープ第3工場横のさくら公園（かつえ坂第二公園）および社友会室  
・内 容：野菜類販売/日用品のバザー/手打そば試食/サロン室でのレコード鑑賞、楽器演奏会等 

 

［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。 

  入門時に保安係で氏名・車両番号を記入のうえ、駐車票を受取り車内に掲示し車両は駐車場内のグランド 

  フェンス寄りに駐車ください。 
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ふれあいフェスティバル開催に伴うご支援のお願い 

 平成28年度 ふれあいフェスティバル開催に伴う ご支援のお願い   
 

 日頃は、社友会活動につき、暖かいご支援をたまわり、感謝申し上げます。 

さて、今年度は、恒例の「サマーフェスティバル」が種々の問題で中止されました。 

これに代わり、社友会・広島支部、紅葉会合同でふれあいフェスティバルを計画しました。 

内容は野菜類販売/日用品のバザー/手打そば試食/サロン室でのレコード鑑賞、楽器演奏会等を予定しています。 

つきまして「野菜販売/バザー用品販売」にあたり、皆様が日頃丹精されました自家栽培のお野菜につき・・・何でも

種類は問いません（米・ジャガイモ・サツマイモ・里芋・柿・ミカン・等）。又、今回はバザーも計画しています。 

皆様の家庭で購入したが使用せずに眠っている物を何卒、特別提供を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。  
                                                          

                        （ 記 ） 

●駐車場：第3工場 

入門時に保安係で氏名・車両番号を記入のうえ、駐車票を受取り車内に掲示し車両は駐車場内のグランドフェンス 

寄りに駐車ください。 

※交通事故防止の為、第3工場正門及び構内交通ルールを守って駐車してください。 

●野菜・バザー品ご提供受け入れ 

 ・ご持参日：11月25日（金）      

  ・ご持参場所：社友会室  

 ・受け取り人：社友会室・日直当番 並びに 社友会役員 

 ※ 野菜類は当日も9時頃までは会場にて受入します。 
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  写そう会 活動報告                                小野 勲               写そう会  

「第26回 東広島合同写真展」に出品 

 東広島市に活動拠点を持つ写真クラブ8団体が一堂に

会し毎年9月に作品を発表していますが、今年は当会か

ら12名が24点の作品を出品しました。開催期間中(9月6

日～18日)は社友会、紅葉会の皆様をはじめ数多くの

方々にご来場いただきありがとうございました。 

写真を講評いただいた先生や来場者の方々からもお褒め

の言葉をいただき会員一同大変喜んでいます。今後とも

切磋琢磨してグループ間の交流や写真技術の向上に努め

てまいります。  （記事：谷水 毅、撮影：辻 重樹）  

講評会の様子  来場者のご案内 熱心にご覧頂いています  

 

 夏季定期撮影会 

鞆の浦 沼名前（ぬなくま）神社のお手火神事撮影会 

 7月9日に行われた“お手火神事”の撮影会を行いまし

た。日没後に神社からの神火を約150kgの松明“お手

火”3本に移し、氏子衆がそれを担いで、拝殿を目指し

て石段を登る灼熱の祭典です。担ぎ手は火除けのドンゴ 

ロスを被り、水を被って熱さに耐えながら奮闘。 

 

 

それをカメラに収めようと観衆も一体となった熱気溢れ

る勇壮な祭りでした。この後、松明は街を日付が変わっ

ても練り歩くそうです。鞍馬・那智と並ぶ日本三大火祭

りの一つとのことです。祭りの前には伝統ある港町の街

並みを散策し、暑い中でしたが暫し昔を偲びました。 

                          （記事・撮影：小野 勲）  

お手火と観衆 担ぎ手にバケツの水を 伝統の街並み 

 

夏季有志撮影会 

手筒花火撮影会（府中市） 

昨年に続き今年も7月24日に開催された「備後 国府まつり」のイベント、

“手筒花火”の撮影会を行いました。 

花火師は愛知県豊川市から招いており、中国地方ではここだけだそうです。

男気溢れる花火師の手元から吹き上げる見事な炎の噴水に感動しつつ、 

皆さん思い思いの構図での作品作りに取り組みました。 

 （記事・撮影：中西 康憲） 

不動の姿勢で演じる手筒花火 「勢ぞろい」 「凛として」 
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 我々の年代になると、夏のゴルフは体力です。 

日頃練習した成果を、いかに暑い中、気持ちを集中して発揮

できるかですね。 

上位入賞者は、パターとかアプローチとかいろいろな工夫と

実力を、気持ちを楽にして力まず。18ホールを攻略されたの

でしょうね。お見事！です。  
 

 第192 回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ）   
優勝 桂 宏生 さん（写真中央） 

 此処2,3年はパターが思うように入らず、悪く本当に情けないゴルフでした。打ち方を変えたり、パターを変え

たり色々試みました。やっとこれでイップスも治ったように思います。今後は病気が再発しないよう、また距離が

落ちないよう努力したいと思います。加えて楽しいゴルフになるよう努めたいと思います。  

準優勝 谷口 眞貴男 さん（写真左） 

 今回は午前のハーフでパートナーの方が30台でラウンドされたのに刺激さ

れて午後は負けない様に頑張ろうとラウンドしたのが良かったと思います。

パット数も午前は16パット、午後は13パット、計29パットで30パットを切り

ました。今後もパット数の削減に頑張りたいと思います。  
3位 弓井 克己 さん（写真右） 

 久しぶりの上位入賞で、大変うれしく思っています。今回は古希を迎えた

最初のコンペであり、フロントティーからのプレイでした。飛距離の出ない

私にはこれが大きな味方だったように思います。“飛ばさなければ”の力みが少なくり、その分ショットの正確さ

が上ったように思います。力まず、気負わず、でゴルフが楽しめればと思います。 
 

 第193 回社友会ゴルフコンペ（東映カントリークラブ）  
優勝 弓井 克己 さん（写真中央） 

 前回の3位に引き続き、優勝できました。苦節10年、初優勝です。大変喜んでいます。今回良かったのはアプ

ローチです。30～50ヤードからOKパットの距離まで寄ったのです、5ホールも。全てパーセーブできました。アプ

ローチはゆっくりとしたリズムで振り切る。力まない、ゴツンと打ち込まない。ゆっくり振り抜くとコロコロとピ

ンそばに----。反省点はアイアンショット。18ホール中パーオンは1ホールだけでした。そのホールは幸いにもバー

ディーでしたが、アイアンに少し磨きをかければHCがカットされても何とかなるかもと思っているところです。  

準優勝 廣瀬 勇 さん（写真左） 

 アマチュアゴルファー特有の「がむしゃらで無謀なゴルフ」からこの歳に

なってやっと脱出しマネージメントを心掛けた成果が表れて来たように思い

ます。今回大量のハンディキャップの助けを借りながらも2位になれたことを

嬉しく思っています。 

3位 末沢 公彦 さん（写真右） 

 「ここ半年、スイングで悩んでいました。何故か、トップでヘッドの

フェース面がシャット(閉じる)になるのです。そのため振り下ろすとボールが左に曲がり、恐ろしくて強く振れま

せんでした。今日は最初からフェースをオープン(開いて)にして構え、少し左を向いて打ったのです。打球はスラ

イスしますが、気持ちよく振れるのです。前半のハーフは39でした。でも昼から疲れからか軸がブレ、思う様にな

りません。3位に終わり残念です。夏のゴルフは技術より体力ですね。 
 

 第194 回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ）   
優勝 堀 雅晴 さん（写真中央） 

 当日は待ち時間が長く、優勝コメントに時間が余りとれなかったですので、ここで言いたかったことを書きま

す。カープは25年振りの優勝、私は15年振りの優勝です。今の気分は“サイコーです”優勝が出来た秘訣は、次に

入賞した時まで秘密にしておきます。 

準優勝 田畑 寛典 さん（写真左） 

 準優勝できました。最高でーす！一・二か所神ってるホールもありました

が、全体的には落ち着いたプレーが出来、アプローチ含め大きなミスがな

かったことが良い結果につながったと思います。 

3位 清田 英司 さん（写真右） 

 8月中旬の体調不良で以後のコンペ参加を全て中止し、体力アップに努め今

回のコンペに参加しました。約1カ月のブランクがあり不安な気持ちで参加し

ましたが、いざスタートしてみると10～12番まで3連続パーで調子に乗り、

以降も13,15番のダボ以外すべてパーで、イン40と予想外のスコアが出ました。開き直りの気持ちでプレイし、 

力が抜けて好結果に繋がったようです。後半は欲が出て力が入り、日頃のスコアになってしまったことが今後への

反省点です。  

ゴルフ同好会報告                      末沢 公彦 ゴルフ 

 

 

 

 



(6) 

 暑さ真っ只中、汗びっしょりになりながら元気にダン

スを満喫した今年の夏です。季節は9月、少し涼しくな

り気持ち良く練習出来るかなと言う所です。これから更

に寒くなって行きますが、私達の情熱は寒さなんかなん

のそのです？年から言えば、もう新しいステップなど覚

える必要もないかと思いますが、、(笑) 川添ダンス教

室は常に新しい事を教えてくれます。（頭も体もついて

いけません！）しかし！「出来ないなんて言わせない」

と言うオーラが先生にあるのでみなさん必死で覚えま

す。これが結構覚えるんだなぁ～（個人的感想かもしれ

ないけど？）ダンスの教室はとても広いし、地震対策も

施してあり安心！夏は冷房、冬は暖房と練習を行うにも

とても心地よい練習場となっています。特に良い所は授

業料の安さです。会場だけでも借りられるのでフォーク

ダンスを行っている方とかもおられます。 

 先日、テレビで言っていましたが社交ダンスは痴呆症

に良いと聞きました。 

 一年が過ぎるのはアッと言う間です、衰えるのも確

実、でも社交ダンス部は元気を保っていると思います。 

 皆様も一緒に若返りましょう！入部歓迎です。 

ダンススポーツ          川添ダンス教室は常に新しい事にチャレンジして           中根 美鈴              

  第50回の例会登山は、東広島市豊栄町に位置する天

神嶽(757.7㍍)で霊峰として地元の人に愛されている。 

7月11日（月）に総勢12名は、梅雨時の雨の合間に登山

を敢行した。吉原登山口を10時すぎに出発、前日の雨で

滑りやすい急斜面を、汗をふきながら登り詰めると大地

蔵尊像が現れる。しばし休憩後、少し下り鞍部から南に

300㍍登ると東天神嶽だ。大きな岩が三つ、どの岩から

も眺望は素晴らしい。すぐ南に板鍋山、西に鷹ノ巣山

が見える。 

 大地蔵菩薩像の分岐に戻り、北側の中天神嶽に向か

う。そこから中天神嶽まで100㍍。頂上は大きい岩の

上で、11時30分昼食。360度の眺めは素晴らしく楽し

いランチタイムとなつた。 

岩には「忠孝」の文字が刻んである。 

 

 さらに西に約500㍍進むと標高の一番高い西天神嶽で

ある。12時30分に到着。記念撮影後に下山開始した。 

 八本松町は雨であつたが、

雨にも降られず、天気の神様

に感謝して例会登山を終た。  

      第50回例会登山 天神嶽                                                 新川 昭雄  山歩会      

東天神嶽  中天神嶽  西天神嶽   大地蔵菩薩像 
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定年を過ぎ、10年以上が経ち成長も出来ず今年で古

稀を迎えました。 何か趣味を持ちたいと思った頃に、

迫谷講師に絵手紙を勧められて入会し、はや2年余り。

初めの頃は手が震えて上手に絵を描くことが出来ません

でしたが、先生から「下手でいいのです。上手に描こう

と思わないで、自分の思ったことを素直に表現出来れば

相手に伝わりますよ。」と指導されてから、肩の力が抜

け少しは絵を描くことができるようになりました。 

先日、息子の嫁のお母様に、季節のご挨拶にコスモス

の花を描いた絵手紙を送ったところ、お母様から「心が

穏やかになり、又気が弾む絵手紙をありがとう。」と嬉

しい返信を頂きました。友人からも「少しは絵手紙上手

になったわね。ボケ防止にいいよね」とチョット辛口の

思いやりある評価をいただきました。 

初めての展示会で、作品

「ありがとう」を出品させ

ていただきました。日頃感

じていた家族への思いをあ

りのまま素直に描きまし

た。作品に対して、家族か

らは、「良く描けている

よ。」「お母さんの思いが

伝わってきたよ。」との嬉しいコメ

ントがありました。 

 入会して絵手紙の技術は、牛歩の

ごとき歩みで、筆を持つと少しは線

が自然に描けるようになりました

が、もっと鍛えねばなりません。文

字の書き方や文章にも工夫が要りま

す。しかし、下手なりに自分らしい

絵手紙を描くことが私の「心の支

え」になりつつあります。 
 

 最後に、いつも

楽しく、和気藹藹

に接して下さる迫

谷講師、リーダー

の丸山さんや同好

会の皆さま、お世

話をかけますが、

今後ともよろしく

お願いいたしま

す。  

絵手紙       絵手紙に「ありがとう」                                 川田 芙美子  

 ボウリング同好会では『第72回9月大会』を9月9日

（金）10時より賀茂ボールで開催致しました。 

総合優勝は『神崎保範氏』、女子の部優勝は『和田清子

さん』がそれぞれ獲得されました。 

 今回大会は、総勢25名（男性会員16名、女性会員9

名）が参加し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、神崎保範氏が739点で総合優勝。（準優勝）和田清

子さん 715点、（第三位）牛田晴雄氏 695点、（第四

位）喜田榮禧氏 694点、（第五位）田岡政行氏 664

点、（第六位）村上孝一氏 633点と6位までが600点

オーバーのハイスコアの大会となりました。女子の部優

勝は総合2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 267点』、

（女子の部）『和田清子さん 238点』 ノーミス賞

では和田清子さんが3ゲーム全てで達成されました。

これは過去の大会を含め初めての快挙です。その他の

達成者は、田岡政行氏（2G）、神崎保範氏（2G）、

喜田榮禧氏（1G）の計4名で合計8G達成と過去最高と

なりました。又、ハンディキャップを含まない実際の

得点（スクラッチ）では、前回大会は3ゲーム合計で 

600点越えは田岡政行氏一人でしたが、今回は6名が達

成されるなど、皆さんの日々の練習の成果が実を結んだ

大会となりました。次回大会でも皆さんの活躍を期待し

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 神崎 保範 739点  2位 和田 清子 715点 

  3位 牛田 晴雄 695点  4位 喜田 榮禧 694点 

  5位 田岡 政行 664点  6位 村上 孝一 633点 

  7位 内田 義盛 592点  8位 堀岡 光朗 586点 

  9位 梅田 啓二 582点  10位 川股 幸雄 581点  

ボウリング        ｢28年9月大会実施報告｣                                 神﨑 保範 

 

迫谷富子 大久保進也 丸山紀夫 日野久美子 

和田紀一 
三宮紘代 

増田 清 

神野和彦 
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ものづくり 

 竹林寺に行かれた人は多いでしょうが、今回は通常

ではあまり見ることが出来ないもので、本堂の屋根の

30年振りの葺き替え工事を見学した。 

本堂は国の重要文化財の指定を受け、葺き替えには全

国の宮大工10社の入札で、兵庫県の村上工芸社が受注

しての工事だそうだ。 

竹林寺住職の案内で工事用足

場を登り、葺き替え中の屋根

の間近に行き、一周して隅々

まで見る事ができ、独特の美

しい曲線に仕上げられた伝統

的な工事に感銘を受けた。 

 屋根はサワラの木を長さ 

30cm、幅10cm、厚さ5mmにそいだ板を竹クギで打ち

つけていくもので、屋根全体で8万～9万枚のそぎ板が

使用されるそうだ。 

 作業は屋根の葺き替えのほか本堂回りの修理で年内

いっぱい続く予定。見学は普段は絶対に見られない屋

根のものづくりを見ることができ、感激しきり。 

帰りには各々絵馬を奉納して

下山した。 

 昼食は梅田工房に帰り、

バーベキューで舌つづみを 

うちながら、歓談して行事を 

終了した。 

             夏期特別行事                                             奥村 恭三  

 この木工所は、イラストレーターでもある若い女性社

長の有限会社で、主にフローリングを一貫作業で製造し

ており、桧（ひのき）材、米栂（べいつが）材を取り揃

えておリ、一般でも購入できる木工所である。 

 フローリングの製造過程の、自動4面かんな盤、自動

3面かんな盤、自動溝突盤、超仕上げかんな盤、その他

の機械を見学した。 

社長は、桧のかんな屑を袋に詰め、その紐を引っ張ると

匂いが出る匂い袋の技術で特許を取得しており、また、

桧を使用した5万円もするお酒ギフト箱を作ったり、木

工に関するイベントの責任者をする等、ユニーク社長で

ある。尚、当木工所では、我々と同じような一般の方々

を対象にした木工を中心としたものづくり教室の開校を

検討しているとのこと。 

 見学後近くの米蔵を改装したレストランにてイギリス

風の料理で昼食をとり、安芸高田市の八千代の丘美術館

に移動して、日本画、洋画、彫刻を鑑賞した。 

この美術館は全15棟の展示棟があり、1棟に1作家の作品

が展示されている。 

全棟冷房されており、暑い

日であったが涼しい部屋で

じっくり作品鑑賞をした。  

かんな屑の匂い袋 

バーベキューで歓談 

八千代の丘美術館にて 

葺き替え中の屋根 

工事現場をバックに 

美しい曲線の屋根 

屋根葺き替え現場にて 

一場木工所内で 

自動3面かんな盤 

 ものづくり同好会は、例年8月は休会とし、代わりに特別行事を行うこととしている。 

今年は右記 (1)竹林寺の屋根の葺き替え工事  (2)一場木工所（三次市志和地町）及び美術館見学 

の2件の見学で専門のものづくりを見聞する企画をした。 

 

(1) 竹林寺（河内町）のこけら葺き屋根の葺き替え工事の見学（8月2日） 

 

(2) 一場木工所（三次市志和地町）及び美術館の見学（8月19日） 
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 今回はハゲ釣りです。 

朝6時半に安芸津港を出ました。最近はだんだん日の出

が遅くなり6時を過ぎないと明るくなりません。9月10月

は釣り人としては何を釣るか悩みます。メバル、オオア

ジが終わり太刀魚には早いのです。船長とも相談して今

月はハゲにしました。また中アジが釣れると連絡があ

り、ハゲ、チダイ、中アジ、狙いでした。 

 中島のポイントに1時間弱で着きました。ハゲの餌は

海エビです。スーパーで買いました。他にいろいろと餌

は有りますが、船長の勧めで海エビにしました。 

 さっそく釣り開始です。しかしなかなか釣れません。

時折釣れたと声が出ますが、ぼちぼちです。私もハゲが

1匹とチダイが1匹です。今日は波が思っていたより高

く、白波も立っています。ハゲの当たりは小さいのでな

かなかタイミングが合いません。船長も船を思うポイト

に付けられないと判断をして、ポイントの移動です。 

 大島の近く沖家室まで移動しました。ここも潮が速く

てなかなか釣れません。潮が小さくなるまでの時間で中

アジを釣ることにしました。移動時間30分、平群島で

す。中アジはサビキで釣ります。20～25センチのアジが

よく釣れます。多いときは1回で4～5匹と釣れました。1

時間ほどで再びハゲ釣りに移動しました。 

しかし今度は小イワシが多くてハゲの前にイワシが釣れ

てしまいます。 

結局、今回はハゲが4匹、チダイが1匹、中アジが15匹く

らいで完敗でした。 

 4時に安芸津に帰りました。次回は太刀魚狙いです。

釣りのなかでは太刀魚が一番醍醐味があります。次が楽

しみです。  

釣 り           ハゲは難しい釣りでした                        川田 正勝 

 9月21日(水)18名参加。台風16号が接近していて天気

が心配だったが、幸いにしてコースがそれて、晴天では

ないが雨も降らず快適な天気だった。 

社会福祉協議会のマイクロバスで、午前は廿日市市の中

国醸造の工場と蔵元直営店の見学をした。木村店長が工

場と直営店を案内してくれた。昔は、ダルマ焼酎に代表

される焼酎や、ヒット商品になった“はこ酒一代”の清

酒パックなどが有名であったが、最近は多品種の清酒、

焼酎、リキュールの銘柄を販売しているようである。清

酒は、賀茂美人、加茂菊、自慢桜。焼酎は、達磨、天宝

山などを販売している。工場は昔の酒蔵のイメージでは

なく、プラントのような巨大なタンク類がたくさんあっ

た。数え切れないほどの銘柄の清酒、焼酎や、製造途中

でできる高度数(65％)のリキュールなどを試飲した。高

度数のリキュールは舌が痛いほどで、とても飲める状況

ではなかった。カープのリーグ優勝を祝って、カープ樽

やカープ梅酒なども展示販売されていて興味深かった。 

 昨年開店のゆめタウン廿日市店でステーキや特製ラー

メンなど思い思いの食

事をしたあと、広島平

和記念資料館を訪問。

修学旅行生や社会見学

の県内の児童生徒や外

国人で館内はゴッタが

えしていた。 

 今までの展示物に加

えて、5月に来広した

オバマ大統領のおりづ

る2羽と自筆メッセー

ジが目を引いていた。 

 資料館は昔来たこと

はあったが、リニュー

アルなどで改装されて

被爆の重大さを新たに

した。  

平成あそび隊             中国醸造 ＆ 広島平和記念公園                                            竹ノ内 悦子 

中国醸造 原爆慰霊碑 祝カープV樽(右：投稿者) 

現在の蒸留塔 

オバマのおりづる 
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夏の暑さが残る9月3日（土）に第372例会、東広島ド

ライブ巨樹めぐりを実施しました。 

先ず巨樹の資料確認から始めましたがその多くが地元

の社寺と深いかかわりがあることに気づかされました。

出来るだけ多くの巨樹を回るべく社協のバス2台で近く

まで行き熱中症も防止することとしました。参加37名で

9時スタートし御薗宇の宗近病院のクロガネモチを観ま

した。管理者の説明からこの木は黒瀬から移植されたも

ので運搬のため頂上や枝を切って運ばれたようです。古

くて枯れた窪みにはセメントで補修がみられました。続

いて入野順教寺のモッコク、河内竹林寺のケヤキ、清武

畝山神社のオオツクバネガシ、乃美本宮八幡神社のス

ギ。久芳岡山神社のオオスギを観てやや遅くなりました

が、道の駅福富湖畔の里で昼食。梅田氏製作の水車の見

学もし、ひと時を過ごし午後のスタート。竹仁森政神社

のウラジオガシ、志和中原神社のケヤキ、志和浄蓮寺の

モミノキ、最後に志和並滝寺のコウヤマキを観て、一人

の遅れも無く予定より早く第三工

場に帰ることが出来ました。清武

の畝山神社の巨樹群には数の多さ

に驚かされましたし、久芳の岡山

神社のオオスギはすぐ横の久芳小

学校の生徒が課外授業で巨樹の高

さを算定した旨のプレートがあ

り、日々の勉強の応用が世の中で

役立つことの有難さを認識したの

ではないでしょうか。シャープが

八本松の地に根を下ろし約半世

紀、地元に沢山の社寺が有りなが

ら個人ではなかなか参るチャンス

はありませんが、同好会で多くの

ところへ参られた点は意義深いも

のが有ったと自負して

おります。 

         東広島ドライブ巨樹めぐり！                                          河上 國男  あるこう会Ⅰ 

畝山神社（豊栄町清武） 

オオツクネガシ  

浄蓮寺（志和町東志和） 

モミノキ  

畝山神社（豊栄町清武）   中原神社（志和町東志和）  並滝寺（志和町並滝）   宗近病院(西条町御宇薗)  

       一泊二日ウォーキング旅行・那智勝浦温泉＆熊野古道・白浜観光コース  上野 義則  あるこう会 Ⅱ 

あるこう会の旅の楽しさは、なんと言っても観光を兼

ねたウォーキングです!! 9月12日(月)～13日(火)にか

けて出かけた一泊二日のウォーキング旅行を紹介しま

す。主な観光地は、熊野古道大門坂・熊野那智大社・那

智山青岸渡寺・那智の滝・三段壁・とれとれ市場等で、

ウォーキング及び観光を満喫しました。 

曇り空が広がるなか、総勢36名JRバスにて南紀に向

け出発。車内では早速「カープ優勝・バンザイ」の連呼

で8時間の長旅であるにも関わらず、あっという間に那

智勝浦に着しました。 

到着後すぐに、杉木立が立ち並ぶ熊野古道大門坂を先

人も歩いたであろう石畳に思いを馳せ、一歩・一歩噛み

締めながら上り熊野那智大社にて参拝。那智山青岸渡寺

を経て那智の滝に。高さ133ｍから流れ落ちる模様に圧

倒され心が洗われる気持ちになりました。 

今宵の宿は海に張り出した素晴らしい眺めの“愉快リ

ゾート越之湯”です。夕食はバイキングでステーキ食べ

放題に笑顔・笑顔でした。 

2日目は朝食前の1時間早朝

ウォーキング、途中で突然大雨

が・・・みんな大慌てですが傘

を持っていたのでセーフでし

た。普通はマグロの競市がある

のですが、あいにく休みでし

た。本日の行程は白浜方面です

が、白浜海中展望塔は雨の為、魚が見れ無いとの事で

コース変更し、地ビール工場見学から三段壁へ。三段壁

の地下洞窟では雨で海が荒れていたので、自然の荒々し

さを大いに体感できました。その後、千畳敷・円月島を

車窓より眺めながら“とれとれ市場”へ。同市場で昼食

や土産物を買い帰路につきます。車内では出発時と同様

にカープの話や、バスのサロンシートで盛り上がってい

る間に八本松に到着しました。 

私自身、はじめての南紀ウォーキング旅行で、笑いや

感動そして歴史の重みを感じた旅でした。 

熊野古道大門坂 熊野那智大社 那智の滝 
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六方学園でハワイアン同好会と交流                    盛脇 由次 楽器演奏の会 

前号でも紹介していますハワイアンバンドのグループ

にバンド名が出来ました。「サザン・ブリーズ」（南の

そよ風）です。そしてイベントへの初出演を果たしまし

た！ 

イベントはグループに指導を兼ねて加わっておられ、

各所で活動されている黒瀬の三崎先生の発案で、東広島

で活動するハワイアンバンドとフラダンスグループの集

いとして企画され、練習場所をお借りしている六方学園

の園長の賛同もあり、これが『常夏のハワイのアロハな

土曜日 第1回 六方（心に花を）野外ステージ交流会 

HAWAII伝統文化（フラとバンド共演の集い）』という

ことで7月23日に開催されたものです。 

六方学園や賀茂北高校、および地

域で活動しているフラのチームの

フラダンスとハワイアンバンドの

演奏が行われ、天気も良く、六方

学園の方々もノリノリで、楽しい

夕べとなりました。サザン・ブ

リーズは「珊瑚礁の彼方」、「ブ

ルー・ハワイ」、「パーリー・

シェルズ」、「クウ・プア・パオ

アカラニ」の4曲を披露。 

初めての演奏で出演形態での練習も十分できていな

かったため、出来には満足できないところもありました

が、いい経験となりました。 

ギターアンサンブルのグループは2人のメンバーが加

わり、少し賑やかになってきました。引き続き会員募集

中ですので、経験有り無し関係無く、音楽の好きな方、

いつでも参加お待ちしています。 

左端スチールギター江頭、右端ギターが盛脇 

「汗タラり、アロハな夕べで初演奏」 

 

 今日もいい汗をたっぷりかきました。今にも泣きだし

そうなうっとうしい空模様で、時々パラパラと小雨が降

る中いつもの通り2時間のプレーをしました。 

 私がテニス同好会を発足した時に始めたテニスも、早

や2年半が過ぎました。初めの頃はコート一面で細々

と？プレーをしていましたが、徐々に人数も増え、今年

に入ってからは三面を使って常時14～17名の参加者があ

り楽しく賑やかにプレーをしています。齢を重ねてから

始めたためか、プレー中コーチから都度アドバイスを受

けても、頭では理解しているのだが身体に覚えさせるの

に時間がかかり、歯がゆい思いでいつも悩みながらボー

ルを必死に追っています。一向に上手になりませんが今

まで怪我もせずやってこれたし、大きな病にもかから

ず、これもテニスをしているお陰ではと楽しく元気にプ

レーを続けられていることを大変うれしく思っておりま

す。10年先の理想のプレーを描き、一歩づつ、一つづ

つ、テーマをのりこえ、また体力の維持を目指し、続け

ていけるよう頑張っていきたいです。 

 さて、皆さんはテニスの日をご存知ですか？9月23日

「秋分の日」が実は、「テニスの日」でもあるのです。

『テニスの楽しさ、面白さをさらに多くの人たちに広め

て、健康で明るく生き甲斐ある社会造

りに寄与したい』と日本テニス協会他

関係団体がテニスを推進する日として

定めたのです。「秋分の日」に定めた

のは、当日が誰もが楽しめる国民の祝

祭日であること、全国各地で同時に楽

しくプレーするために気候的に最適で

あることなどを考慮に入れて選定したとの事。テニスの

日が9月23日として決められたのは1998年。今年で7回

目とまだ新しい催しです。うるう年の今年は「秋分の日

(9月22日)」に当地東広島でも東広島市テニス協会主催

イベントが東広島運動公園で開催され子供たちも交え多

数の参加者で賑いました。 

 テニスは戦いが激しい競技スポーツでありながら、幼

児から高齢者まで男女を問わず様々な人たちが同一の競

技施設で一緒に楽しめるという最も安全な「生涯スポー

ツ」です。 

 この機会に、あなたもラケットを握って楽しくプレー

をしませんか、毎週水曜日、午前10時～12時、東広島運

動公園、7～9番コートで待ってま～す。 

テニス      テニス同好会                            増田 隆治 
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 特別投稿 ゆうゆう会ウォーキングクラブ 第3回バーベキュー大会        山根 行雄  

開催内容 

・集合 12名3グループに分かれて（JR宮内串戸駅より

送迎バス乗車組6名/直行組2名/食材等買出し準

備組4名）AM11時過ぎ～11時40分頃にかけ 

現地会場へ集合。 

・準備 手分けしてバーベキューの準備にとりかかり 

       食材の下拵え、金網セット・炭火着火準備、 

       林さんからご提供戴きました新鮮な採れたて 

    野菜（ナス・ピーマン・タマネギ・カボチャ・ 

       キャベツ・ミニトマト等）や焼肉（牛・豚）・ 

       焼鳥・ウインナー・メザシ等を並べて炭焼き 

       開始。食卓へ買出し飲料（ビール・酎ハイ・ 

       焼酎・お茶・コーラ等）やタレ・ポン酢・ 

       醤油・取り皿・紙カップ・箸、更に三角ムスビ 

       を並べて食事会準備完了。 

・宴会 先ず、連日の猛暑の中、元気に再会、食材・ 

       飲料等調達の世話をいただいた会計の塩安さん 

       へ会費を手渡し清算を済ませ、愈々、幹事の 

       松尾さんの元気な発声により、ゆうゆう会 

       ウォーキングクラブ・第3回バーベキュー大会 

       スタート。今春の海老山公園花見会に続き、 

    元気に再会を果たし、互いに祝盃、食卓を囲ん

で、和気藹々に大いに歓談。焼肉、焼鳥、焼き

野菜など紙皿にとりわけ、美味しいバーベ

キュー料理や肴に舌鼓を打ちながら、互い近況

や今回欠席メンバーの消息等の確認を交わし、

夫々、参加者にて、お孫さんの世話話、健康・

医療に夫婦・介護・年金・株や証券投資等の問

題やら、魚釣り/登山/エピソード等々、大いに

四方山話で盛り上がり。宴会の途中で佃さんよ

り、広島市内で起きた、「早朝、新聞配達員の

アイスピック負傷事件」の現場に遭遇。警察取

り調べ報道関係者との取材を直に受けた体験

談/超高齢者仲間とのメール友会立上げ・茶話

会開催談議を記事やチラシにて紹介。又 釣り

好きの塩安さんより、釣果の特大スズキや異常

繁殖したアカエイなどの写真にて紹介などがあ

り。参加者の皆さん賑やかに、歓談会食され、

最後に幹事の松尾さんより手作り歌詞パンフを

配布いただき、見事なギター伴奏で全員合唱に

て、「風」「心の旅」「戦争を知らいない子供

たち」「若者たち」「ジョニーの子守歌」「サ

ライ」「昴」などの名曲を歌い、大いに親睦旧

交を深めることが出来ました。宴会中に、11/6 

ゆうゆう会の懇親総会への全員参加と、更に年

末に、佐伯区「天然温泉 ほの湯」にて本年度

の忘年会を実施する事を申し合わせて、林さん

の丹精栽培の美味しい「すいか」を頂き、お開

きとなりました。 

・入浴 全員、バーベキュー大会を堪能満喫して後片づ 

       け、PM4時頃隣接のアルカディア温泉に入浴、 

    疲れを十分に癒して、暫し休憩室にて寛ぎ、 

    明日からのエネルギーを充填して「ゆうゆう会 

    第13回総会懇親会」で、元気な再会を約して 

    PM4時頃、現地解散しました。 

開催日時 H28年8月7日（日）10：30～16：00 

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

参加者  （敬称略）12名 

（男性会員）10名：（中村・林・山根・佃・塩安・金国・松尾・上野・藤井・川本） 

     （女性会員） 2名：（田邊・平賀） 

参加費用 一人当たり 2,500円（バーベキュ代2,000円＋温泉入浴料500円） 



★社友会広島支部 ホームページを活用しよう★ 
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2017年春季親睦日帰り旅行（案）ご案内 

関西・中部・関東地区の企画にて、2017年4月6日（木）竹田城跡や円山川沿いの桜見物を行います。 

後日、参加募集を行いますので皆様の参加をお持ちしております。 

① シャープ製品を購入されたら、購入  

  報告を。少しの金額でも報告をホー  

   ムページよりお願いします。 

シャープ製品購入報告 

クリック 

② 日直当番や日直手順が確認できます。 

日直当番 クリック 

① 

② 
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〔広島地区〕              山根 行雄 

■8月7日（日）平成28年度「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」開催 

 場 所：廿日市市・極楽寺山温泉アルカディア 

 ヴィレッジキャンプ場 

 参加者：12名（男性10名・

女性2名） 

 開催報告：当hibiki12ペー

ジ、社友会広島支部HP「OB

会ニュース」にて詳細記事公

開中、御確認ください。 

■8/23（火）「ゆうゆう会 第4回世話人会」開催  

場 所：ホテルJALシティ広島 出席世話人：9名 

 審議事項 

 ①「第13回ゆうゆう会総会懇親会（11月6日開催）」

のご案内状原案検討：特に動員アップに向け11月7日

（月）コラボレーション・イベントとして「ゆうゆう

会懇親ゴルフコンペ大会」企画開催を追記連絡する事

申合わせ。 

 ②「ゆうゆう会員リスト」見直し： 

 削除11名・新規登録3名・参加打診者4名、 

 ③ご案内状作成送付：9月26日（月）廿日市市サクラ

ピアにPM2時、世話関係者6名集合。案内状等の封筒

詰め・ラベル貼付・郵送手配実施 

 ④第5回世話人開催日の変更： 

 総会参加申込〆切日・10月20日（木）に合わせ、参加

者動員フォローの為、当初10月31日→10月24日(月) 

 1週間繰上げ開催とする。  

 ⑤SEMC中四国支店・中矢統括への参加打診： 

 8/30（火）片山顧問と山根総務2名広島ビル訪問。 

 面談の上ご参加承諾を得る。 
 

〔山陰地区〕              山澤 純一 

■9月27日、28日の両日、第9回社友会山陰地区懇親旅

行を鳥取地区にて開催いたしました。今回は参加者6

名でした。 

 第1日目は7世紀初めに造ら

れたとされる梶山古墳の石

室、飛鳥時代(7世紀末)に

創建された古代寺院栃本廃

寺跡、因幡万葉歴史館、鳥

取県下で初めて電燈が灯さ

れた明治の洋風建築仁風

閣、鳥取城跡等鳥取歴史散策と鳥取砂丘砂の美術館の

見学。 

 夜は民宿にて海鮮料理で親しく懇談。 

 二日目はゴルフ組と磯釣り組に分かれ、初秋の因幡地

区での親睦旅行を満喫いたしました。 
 

〔岡山地区〕             池田 征三郎 

■台風シーズン、中秋の名月の時節柄ではありますが、

3ヶ月振りの37回SHGゴルフコンペを残暑の中ですが

ゴルフ日和に恵まれ、久しぶりの再会の中、4組15名

参加で、以下実施しまし

た。 

 ＊日時・9月15日(木) 9：07インスタート 

  ＊場所・たけべの森ゴルフ倶楽部 

 優勝の井上 恵夫さんの晴れやかな弁のあと、 

 シャープの現況と今後のスケジュールを以下紹介しま

した。 

 次回は、2016忘年岡山シャープOB会 

 とき・・平成28年12月14日（水） 

 会場・・鷲羽ハイランドホテルにて実施。 

 翌日は、2016忘年岡山シャープOBゴルフコンペ 

 場所・・鷲羽ゴルフ倶楽部 

 9：05アウトスタートの予定で準備中。 
 

〔山口地区〕              松田 正博 

■年末に有志で忘年会を開催予定です。また来年OB会

の開催予定ですので、その打ち合わせも行います。 
 

〔四国地区〕              尾崎 巧 

■ゴルフコンペ実施状況 

 8月22日（月）讃岐カントリークラブにて17名の参加

にて実施しました。優勝は、北村修さんでした。 

 9月15日（木）高松ゴールドカントリークラブにて15

名の参加で実施しました。優勝は、湯浅秀成さんでし

た。 

■ゴルフコンペ実施状況 

 10月2日（日）懇親会、翌3日（月）懇親ゴルフコンペ

を実施する事で決定しました。現在の集計状況で、懇

親会参加者53名・懇親ゴルフコンペ参加者23名の予

定です。 
 

〔福山地区〕                         星野 高範 

■7月26日 納涼会（福山駅前

天満屋屋上ビヤガーデン）8

人の参加でした。 

■8月3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「三江線」に乗

る。4名の参加。16時間の

長旅でした。 

 三江線は来年の廃線が決ま

りました超ローカル線であ

ります。江の川沿いに三次

から江津まで下ります。途

中昼飯の「アユの塩焼き」

と生ビール、美味かった。 

■9月26，27日 恒例の秋のゴルフの会です。ゴルフ場も

恒例の「作州武蔵ゴルフ倶楽部」2日目は天候良好で

す。 

■10～12月の行事予定は、12月の忘年会を予定してい

ます。多数の方の参加を待っております。 
 

〔関西・中部・関東地区〕          伊藤 宣夫 

■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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あなたを理解し、話しかける「エモパー」が進化しています !! 

2016年6月10日発売 2016年6月10日発売 2016年8月5日発売 

AQUOS スマートフォン ニュース Vol.9 

AQUOS XX3 AQUOS ZETA  
SH-04H 

BASIO2 
SHV36 

あなたの「スマホ」がシーンに応じてタイミングよく、感情豊かに、まるで友達のように、声で話しかけてくれた

り、画面表示でメッセージをさりげなく教えてくれる「エモパー」が進化しました。あなたの毎日の歩数や体重や

睡眠など、健康維持やダイエットに役立つ話をしてくれたり、一緒に行った場所を覚えて行動範囲が広がる話もし

てくれます！ 

エモパー 

ヘルスケア 

「運動」「体重管理」「睡眠」をアドバイス。健康的な体重や歩数を維持できるように応援し

てくれる機能です。 

エモパー 

メモ 

ロック画面をトントンとタップしてエモパーに話しかけるだけで手軽にメモができます。

ちょっとしたメモや体重を覚えて、タイミングよくお知らせするのはそのままに、あなたのメ

モを正確に認識してくれるようになりました。 

話かけると

もっとお話し 

エモパーが話しかけたあとに「詳しく」や「検索して」と声をかけると、エモパーが話しか

けた内容をより詳細に確認することができるようになりました。 

★★★ 「エモパ－」搭載の最新スマートフォン AQUOS ★★★ 

＊ シャ－プスマ―トフォン・携帯電話 AQUOS 公式サイトより 

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 

わかりやすいから使いこ

なせる。はじめてでも安

心のスマホ。 

※ エモパーとは Emotional Partner (エモーショナル パートナー）の略。 
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  . 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2016年7月1日～9月末までの入会者    敬称略 

 

上記該当期間の広島支部新入会員はありませんでした。 
 

 

    広島支部会員数 510名、2016年9月末現在 

広島支部行事予定 2016年10～12月 
10月28日 定例役委員会/ふれあいサロン会

11月25日 定例役委員会 

11月27日 ふれあいフェスティバル 

12月26日 役委員会 (清掃/互例会) 

社友会広島支部福山地区会は2012年6月の発足で、30数名の社友会の方々が集まって活動を致しております。この

地区だよりは2014年9月に続き2回目となりますが、新入の方もあり若干増えています。一方では、関西方面等出身

地に帰られる人もあり少し寂しい思いも致しております。  
 

さて、今回の報告は、 

1）福山地区会の活動状況と、2）シャープ福山事業所の状況をお伝えいたします。 
 

1）福山地区会活動状況 

 地区の活動は「ほどよい関係」をモットーに、年3回の全体会合（春の花見の会、夏の納涼の会、年末の忘年

会）、春秋年2回のゴルフの会（作州武蔵GC）と随時行う山歩きの会が主な活動です。 

残念ながら参加者はあまり多くなく、地区会の方々の参加をお待ち致しております。（とは言いましても、皆さ

ん「まだ現役の方」「地域の活動で多忙な方」「趣味に邁進の方」等々、お忙しい毎日送っているようでなによ

りなのではありますが・・・） 

 もう一つ、福山地区会では、全体会合に合わせて年3回、会報を発行致しております。（A4 1～2枚 会合時配布

とメール配信）内容は①地区会会計報告（活動支援金会計）②活動報告と活動計画③健康手帳（私たち高齢者は

考えよう健康生活をテーマに、新聞記事・健康に関する本などの紹介など） 

現在のメインテーマは「伸ばそう健康寿命」 

イ）食生活を気にしよう。 ロ）ほどよい運動をしよう。 ハ）少しでも社会参加を続けよう。 

を啓蒙しております。 
 

2）福山事業所の近況を写してきました。 

  福山事業所は先月末の組織変更で、カンパニー制から２事業本部制に変っております。 

   ・電子デバイス事業本部   森谷常務担当 

   ・カメラモジュール事業本部 本道事業本部長担当 

会社もいろいろありもう5～6年も訪問してなく少しばかり気になりました。そこで、 

①旧技術センター②新技術センター（2011年完成・１工場と社員食堂の間です）③事業所の守り神・熊鷹稲荷 

を写してきました。皆さん安心して下さい、綺麗にしております。 

 

  

 福山地区委員長 星野 高範  

地 区 会 員 便 り 

編集後記：金木犀（きんもくせい）の香りが、ほのかに漂よう季節

がやって来ました。同好会活動の記事を毎回寄せて頂き、皆様が熱

心に活動されている姿に感銘しています。編集担当として、その記

事がより一層輝く様に工夫を凝らして参りたいと思います。 Y.U. 

「福山地区だより」 

旧技術センター 新技術センター 熊鷹稲荷 




