
(1) 

「初漁」  城ケ島 (三浦半島)       吉岡 嘉之 さん 撮影 

 

  シャープ懇話会２０１７開催のご案内 
 

 広島支部“シャープ懇話会２０１７”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29年2月24日（金） 10：00から14：00（受付9：30から） 

・場 所：IoT通信事業本部 多目的ホール（センタービル2階） 

・式次第：10：05～12：00 社友会本部 シャープ懇話会２０１７（DVD視聴） 

              記念写真撮影、東支部長 挨拶、IoT通信事業本部方針発表、阿部執行委員長方針発表  

     12：00～12：45 食事・懇談 

     12：45～13：50 慶祝者紹介及び代表挨拶、地区活動報告、春季・秋季親睦旅行案内、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。 

主 要 記 事 

  1面 謹賀新年/懇話会2017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 ふれあいフェスティバル報告 
  4面～10面 同好会活動報告/日直

当番表 
11面 ボランティア活動報告 

   /会員トピックス 
12面～13面 2016年秋季親睦旅行

報告/2017年春季日帰り旅行
案内  

14面 地区役員報告 
15面 スマートフォン AQUOS

ニュース 
16面 地区会員便り（山陰地区） 

  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 

謹謹  賀賀  新新  年年  
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シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2016年4－12月） 
 

2016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。 
 

＜各地区別集計結果＞ 

 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。 
 

 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28年4月1日より、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)”として発足しました。 

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する取り組みを

実施中です。主な取り組みとして、東広島市生活支援セ

ンターからの依頼で、車椅子置場屋根の延長工事、県営

住宅のカーテンレール取付工事、高屋町老人会の手品と

健康講座、社協学習受講者の子供椅子置台製作、更に、

地域の皆様や会員相互の交流を目的に「ふれあいフェス

ティバル」を開催しました。当日は生憎くの小雨にもか

かわらず、地元の皆様を含む約250名の皆様に来場頂く

ことが出来ました。手打ちそば無料試食会、新鮮野菜

市、フリーマーケット、楽器演奏会、真空管アナログレ

コード視聴会を実施しました。ご協力頂いた会員の皆様

に厚くお礼申し上げます。 

 現在昨年12月より今年1月末日までシャープ《謝恩

祭》を開催中です。今年もシャープ製品購入にご協力お

願いいたします。 

 “シャープ懇話会２０１７”を2月24日(金)に開催い

たします。本部で開催された状況を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おります。 

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.地区委員による親睦旅行の企画立案  

 7.「ふれあいサロン会」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二泊三日台湾・台北旅

行を実施しました。初めての海外旅行に26名の方

に参加頂きました。有難うございました。 

※ 社会貢献活動の一環として“ふれあいフェスティバ

ル2016”を11月27日(日)に開催しました。約250

名が来場。地域との交流が出来ました。 

※ 社友会会員向け“謝恩祭”を2017年1月28日(土)ま

で実施中です。シャープ製品購入にご協力をお願い

します。 

※ “シャープ懇話会2017”を2017年2月24日(金)に

事業本部 多目的ホールにて開催します。多数のご

参加をお待ちしております。 

※ 2017年春季親睦日帰り旅行を4月6日(木)に予定し

ています。天空の城“竹田城跡”他を探訪します。 

携帯電話機購入実績（4-12月）：合計 11台 
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ふれあいフェスティバル開催報告ふれあいフェスティバル開催報告ふれあいフェスティバル開催報告   

 地域の皆様や会員相互の交流を目的にふれあいフェスティバルを開催し、フリーマーケット、野菜・果物産直

市、手打ちそば無料試食コーナー等のイベントを行いました。当日は、あいにくの小雨でしたが、地元の皆様を含

む約250名の皆様に来場頂きました。地域の皆様は雨にもかかわらず、早くから来場いただき野菜・果物産直市やフ

リーマーケットは大好評にて殆どの品物は午前中でほぼ完売致しました。手打ちそば無料試食会では、手打ちの実

演を見ることもでき、試食は順番待ちの長い行列ができ皆様に大変美味しいと好評でした。 

 手打ちそばの無料試食会は、そば打ちを勉強されている皆さんにより実演と提供で、試食には長い列が出来るほど

美味しいと大変好評で150食分を提供していただきました。 

 社友会室のサロンルームでは、午前中と午後の2回、楽器の生演奏会が開催され、知床旅情等4曲の素晴らしい生

演奏を約40名の皆さんが楽しまれていました。また午後には、会員手作りの真空管アンプによるジャズレコードの

視聴会が開催され、多くの皆さんが、迫力のある素晴らしい音を楽しまれていました。 

 今回は、皆様のご支援のお蔭で、普段お世話になっている地元の皆さんとの交流を深めることができ、大変有意

義なイベントとなりました。寒い中、事前の準備、当日の対応、翌日の後片づけ等にご協力いただきました皆様、

本当にご苦労様でした。有難うございました。 

開催日時：2016年11月27日（日）10：00～14：00  開催場所：かつえ坂にこにこ第二公園（通称:さくら公園） 

開催報告 黒田 隆 

練習成果を披露される楽器演奏の会の皆さん 

手打ちそば実演 試食に並ばれる皆さん 試食される皆さん 

会 場 風 景 

真空管アンプによるジャズの視聴  
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ダンススポーツ  下手でもへこたれません                           足立 充         

平成あそび隊    エフピコ福山 ＆ アサムラサキ工場見学                       真弓 毅 

 “ダンス”という言葉には宮廷舞踏会等華やかなイ

メージが有り夢が有ります。しかし私が始めたきっかけ

は健康の為でした。身体を動かすといっても私の体調上

無理が効かない為、川添先生やメンバーの方々に御理解

頂き、毎週行われるレッスンに対し、私だけ隔週参加

で、途中休憩しながら無理をしない程度で身体をほぐし

ています。外は寒くても教室での1時間半の練習は汗を

かきます。まさにスポーツ！他の会員の方々は経験も有

りスムーズな踊りをされますが、運動音痴の私はまだま

だロボットの様なぎくしゃくした動きしか出来ません。 

でも健康の為マイペースですが何とか続けられています

（始めてから未だ一年経っていませんが。）個人的に

11月の東広島運動公園サブアリーナで開かれたアマ

チュアグランプリ競技会の見学は、別世界の動きで、自

分と比較すら出来ませんが“亀の如く、ナメクジの如

く”ゆっくりでも他の会員の方の迷惑にならない様に頑

張りたいですね。新しく女性の谷口さんが参加され、会

も活気が有ります。私の頭と体は分離して毎回先生に教

えて頂いたステップは次の日には“風と共に去りぬ”で

すが健康寿命を少しでも伸ばし、人生楽しむべく色んな

趣味でも身体動かすように心がけています。 

 興味のある方 一緒にやりませんか？ 

 11月2日、平成あそび隊は、福山の環境企業『エフピコ社』を訪

問しました。22名の多数が、環境問題に熱心な福山エフピコを、こ

れからの社会に伸長著しい企業としての必要性を理解できました。 

今すぐできる社会への貢献。（スーパーで買った空きトレイをスー

パーに戻す）これだけで石油のポリエチレンへの転嫁が少なくな

り、石油の消費削減と温暖化防止に参加していきます。意味のある

言葉をもらい「今後私たちも実践して行こう」という思いをもっ

て、工場をあとにしました。 

 環境勉強をした後は、福山のワールドビュッフェでバイキング昼

食会をしました。みんなが思い思いの料理を好きなだけ皿に盛り、

ランチやコーヒーを頂きました。 

 午後は大門の老舗企業、かき醤油の『アサムラサキ工場』の見学

をしました。アサムラサキは、皇居に“ムラサキ”を献上するな

ど、かき醤油で一躍有名になった人気の老舗企業です。クリーン

ルームは見ることはできませんでしたが、ビン詰め工程などは見る

ことができました。また新開発のたれ類ごまだれドレッシング類な

ど試食をさせてもらい、有意義な秋一日を過ごしました。  

エフピコ玄関での集合写真 

切断前のトレイ製品 

事業説明 質問する真弓氏 

工程見学 

事業説明 

各種調味料試食 

エフピコ 

       アサムラサキ 

アサムラサキ工場での集合写真 
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写そう会 写そう会 活動報告                                                小野 勲   

明けましておめでとうございます。 

今年も積極的に新しいテーマに挑戦し「オリジナリティな作品作り」と「写真撮影技量の向上」に努め、シャープ

社友会写そう会の存在を内外にアピールしたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。 (写そう会 一同) 

秋期定期撮影会 鰐淵寺（出雲市）の紅葉 

昨年11月21日、武蔵坊弁慶の伝説を残す鰐淵寺を参加者9

名で訪れました。紅葉は残念ながら秋の長雨による日照不

足で色付きが悪く、その上見頃を過ぎていました。お寺の

境内は自然保護の為に三脚等が使用できず、撮影技術が試

される撮影となりました。晩秋の山陰路で、もう一つの楽

しみとしていた出雲の美味しい新そばに舌鼓を打ちながら

会員間の親睦を図ることができました。（記事・写真：谷水 毅）  
 

 12月定期撮影会 レトロな港町ぶらり♪撮影会 

昨年一年を締め括る撮影会は門司港レトロを舞台に実施し

ました。普段は花鳥風月やイベントなどテーマが明確な撮

影会が多いのですが、今回は「街」という漠然としたテー

マだけにセンスや着眼力が試される撮影会となり、めいめ

い戸惑いを感じながらも個性ある作品作りを求めて街中を

撮り歩きました。夜は門司港レトロの名物、焼きカレーを

楽しみ、関門橋の綺麗な夜景をカメラに収めるなど、

ウォーキングとグルメを組み合わせた楽しい撮影会となりました。（記事･写真：吉岡 嘉之） 
 

有志撮影会 備後の干し柿と紅葉 

昨年11月中旬に尾道市御調の干し柿農家作業場と世羅町の

今高野龍華寺へ有志7名で出掛けました。九十九折の山道を

登りきった所に在る天空の干し柿の里では11月初旬から作

業を始めたとのことで、剥きたてのオレンジ色の柿からす

でに飴色になった物までグラデーションが綺麗でした。午

後は今高野の見頃になった紅葉に日差しが時々差し込む合

間を狙って撮影を楽しみました。（記事・写真：中西 康憲） 
 

2016年東広島市美術展 優秀賞受賞及び入選 

昨年11月12日から27日に開催された「東広島市美術展（写真の部）」に写そう

会から6名の作品が選ばれ、西尾 弘さんの「8月6日」が見事に優秀賞を受賞され

ました。新県美展入選に続くダブル受賞です。入選は（敬称略）中西 康憲、吉

岡 嘉之、西尾 紀美子、廣兼 惟央、新林 達人の5名で、入選者全体の3割を写そ

う会のメンバーで占めています。 

写真は優秀賞受賞の西尾さんの作品「8月6日」（記事：谷水 毅）  

 アマチュア無線同好会のメンバーが、11月18日～23

日タイのパタヤで開催された“SEANETコンベンショ

ン 2016”に参加しました。SEANETコンベンション

は、東南アジアのアマチュア無線家が年1回親交を深め

る催しで、タイアマチュア無線連盟の主催で、18カ国

から約150名が参加しました。 

 今回は社友会本部アマチュア無線同好会、JA3AER 

荒川さん、JK3IYB 西さん、

JO3QVT 藤林さん、A3KVT

銭谷さん、JA3IBU 逵さん

夫妻と広島支部アマチュア

無線同好会のJA4DPL 吉房

さんの計7名が参加しまし

た。 

 第44回 SEANETコンベンション2016 inタイ参加報告            吉房 幸治 アマチュア無線 

 

 

 

 

参加者集合写真 記念局運用の吉房さん 

PAST会長へ記念品を贈る吉房さん 
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 10月24日(月)～25日(火)の2日間、島根県江津市の

「風の国」にて、テニスの合宿を6名の参加で実施。 

この風の国のテニスコートは、かの有名な錦織選手がま

だ小学生のころ練習をした所です。そのような環境の良

い合宿場所で合宿を行った。日ごろの練習でできないと

ころを見直す意味で、今回老体に鞭を打ち参加をしました。 

 第1日目は、張り切り思

い切り身体をいじめた。

その為か2日目にその反動

で筋肉痛になり、動くの

がやっとの状態であっ

た。年を感じた。その夕

食時に、大好きなビール

を飲み、食事をしながら

練習のビデオを映しフォームのチェック等、色々指摘を

受けたり、議論を交わした。 

 今回参加して、一番うれしかったことは、今まで、

中々サーブがうまくいかなかったのが、サーブのコツが

わかったことです。参加者全員若かりし頃に還って大い

に身体を鍛え有意義な合宿になった。 

 テニスは、前、後、

横等動くので、身体を

鍛えるのに最高のス

ポーツです。テニス同

好会は楽しく気軽に和

気あいあいとした同好

会です。皆様の参加を

お待ちしております。 

ボウリング        ボウリング同好会 ｢28年12月大会、総会実施報告｣           神崎 保範  

 ボウリング同好会では、『第73回12月大会』を12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『勝山秀子

さん』がそれぞれ獲得されました。 

今回大会は、総勢24名（男性会員15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673点で総合優勝。（準優勝）勝山

秀子さん 659点、（第三位）中根美鈴さん 651点、

（第四位）牛田晴雄氏 646点、（第五位）堀岡光郎氏 

637点、（第六位）井出茂氏 633点、（第七位）川股幸

雄 628点と七位までが600点オーバーを達成しました。 

 女子の部優勝は総合2位の勝山秀子さんが獲得されま

した。 

ハイゲーム賞は（男子の部）『牛田晴雄氏 259

点』、（女子の部）『中根美鈴さん 212点』 

ノーミス賞の達成者は、牛田晴雄氏、堀岡光郎

氏、井出茂氏、神崎保範氏の4名で、それぞれ 

1ゲームずつ達成されました。 

又、今回は大会終了後に総会・忘年会を実施、

総会には21名が参加し決算報告・役員改選・会

員名簿の修正確認や次年度の活動計画の報告を

行い承認し閉会。その後、昼食会を兼ねた忘年

会を実施し、今大会の反省や日頃の練習状況、その他

色々な話題に花咲かせて楽しい時を過ごしました。 

最後に、平成29年も皆が元気でボウリングが出来るよう

誓い、解散しました。 

 新規会員も募集中ですので興味のある方はご連絡くだ

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  673点   2位 勝山 秀子  659点 

 3位 中根 美鈴  651点   4位 牛田 晴雄  646点 

 5位 堀岡 光郎  637点   6位 井出   茂  633点 

 7位 川股 幸雄  628点   8位 出口 昌孝 595点 

 9位 友田 光枝  580点   10位 田岡 政行  572点 

テニスの合宿に参加して                                       土肥 伸樹 テニス同好会 

 この度、11月27日行われた「ふれあいフェスティバ

ル」にて、当楽器演奏の会もギターアンサンブルで出演

させて頂きました。ギター4本とウクレレにオカリナも

加えて「知床旅情」「朧月夜」「はまべの歌」「里の

秋」の四曲を、副リーダー盛脇さんのナレーションを入

れて、午前と午後のツウステージ演奏しました。ギター

の二重奏・三重奏のとてもきれいなアンサンブルで好評

でした。今回は五人で、ギターを中心の演奏でしたが、

楽器演奏の会ではどんな楽器でも、皆で楽しく演奏する

ことを目的としていますので、パーカッション等も入れ

ばさらに面白くなると思っています。少しでも興味のあ

る方は上手下手にかかわらず気軽に参加してみてくださ

い。会は月の第一・第三金曜日の午後1時から3時まで事

務所の奥のレクチャールームで開いていますので、気軽

にのぞいてみてください。お待ちしています。 

 今は、ギターの他に別グループでハワイアンもやって

います、ウクレレ

やベースの経験者

の方、また今から

やってみたいと思

われる方、熱烈歓

迎でおまちしてい

ます。 

 「ふれあいフェスティバル」でサロン室で演奏                  江頭 敏晴 楽器演奏の会 
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 2014年末に発足し2015年より本格的に活動を開始し

主に寺社・城・城跡・歴史的町並み等、広島県の歴史探

訪を中心に活動しています。と言っても大層な歴史探訪

と違い会員の意見を聞きながら楽しく見て回る事と致し

ております。 

 2016年は城と城跡を中心に見学する事とし、今回は

10月度に実施致しました岡山県高梁市の松山城探訪を紹

介。探訪に際しては必ず観光協会のガイドをお願いして

おりますが、今回のガイドさんは本倉さんという女性で

偶然にも元シャープ社員の方で(本社勤め5年)我々と同

年代の方。3時間のガイドを予定しておりましたが昼食

も一緒に弁当を食し、約4時間楽しくご案内頂きました。 

 備中松山城は天守閣の現存する12城の一つで又、日本

三大山城の一つとして有名で、天空の城としても世界的

に知られた城です。(NHKの真田丸でも城や城壁が冒頭

シーンに使われております)世界的口コミサイト・ト

リップアドバイザーの日本の城ランキングで7位に選ら

ばれている城です。松山城は戦国時代1240年秋葉家より

始まり、毛利家、関ケ原後は作庭家であり茶人の小堀遠

州から始まり、幕末に山田方谷を擁し藩政改革を進めた

板倉勝静が城主の板倉家まで、16家と変遷しています。 

(参考までに、勝静は戊辰戦争後も徳川慶喜と行動を共

にし、朝敵となるも方谷に助けられ特赦を得て、晩年は

上野東照宮の神社の宮司をし、後に第86国立銀行、現在

の中国銀行を創立している) 

 高梁市は、“県庁の星”“男はつらいよ”“バッテ

リー”などたくさんの映画ロケをされた町としても有名

で、歴史的な街並みもありゆっくり散策を楽しむことが

出来ました。(又、小堀遠州作庭の頼久寺の庭園や武家

屋敷も見学しました)ガイドさんに案内していただくの

で思わぬ発見や驚きがあり楽しめます。 

 昨年度は福山城・郡山城(吉川元春館跡)・大竹市亀居

城跡・広島城・高梁松山城・岩国城を探訪しました。 

城めぐりは3月まで続け、4月以降は2017年度として新

たに探訪目標を設定し楽しく進めて参りますので、歴史

好きな方の参加を

お待ちしておりま

す。 

歴史探訪の会      今回、初めてhibikiでご紹介致します「歴史探訪の会」です      廣瀬 雅昭 

 2016年も12月に入り、恒例のあるこう会忘年会

ウォークの季節がきた。今回は、はじめての会場とな

る、北広島町の広島北ホテルで開催することになった。 

北広島町は、広島県の西北部、西中国山地の標高300

メートルの盆地で、高原に広がる芸北地域のほぼ中央に

位置し、広島北ホテルは、昭和の古きよき風情を満喫で

きる温泉風呂付のホテルだ。12月3日(土)は、快晴に恵

まれ、風のないおだやかな初冬の朝だった。今回は44名

が参加。ホテルからの2台の送迎バスに分乗し第3工場を

出発。八本松駅で数名を拾って北広島へ。放射冷却の朝

で、風がなく霧に包まれた田園地帯を通って舞ロードIC

千代田で休憩、買い物。交通の要所で、高速バスなどを

利用する人の車がたくさん駐車していた。平安時代に弘

法大師の影響で建立された古保利薬師堂に参拝し、小春

日和のこの上ない天気の中、ここからしっかり組は千代

田中心地と冠川沿いから県道69号を南下し、ホテルまで

の約6kmをウォーキング。ゆったり組は会場準備もあ

り、バスで一足先にホテルへ。天然温泉で汗を流して身

体をいたわった後、恒例の宴会がはじまった。 

 忘年会は、あるこう会の1年間の締めくくりで、“総

会”の意味合いもあり、44名の参加は盛況でよかった。 

2016年の反省、今後の抱負と2017年度の企画者からの

説明があった。2017年度はキーワードとしてマイクロバ

スで山頂付近まで登れる山の山頂ウォーキング。また夏

季のナイトウォーキングを兼ねたそうめん流しバーベ

キューなど、新しい視点の例会を入れることなどを確認

した。議事のあとは恒例のビンゴゲームやカラオケで、

初冬の午後をおだやかで楽し

い時間を過ごした。 

 2017年もまたウォーキング

で体力を維持しよう。 

あるこう会 忘年会 広島北ホテルコース                       藤井 良幸 

古保利薬師を出発 千代田の川沿いをウォーキング 忘年会会場 

忘年会宴会  

ガイドのシャープOG本倉さん 展望台 自然石の上に立つ天守閣 備中松山城集合写真 
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 釣行日12月8日(木)安芸津港を朝6時に出港しました。

日の出が遅くなりましたのでまだ暗い時間の出港です。

船長の話では、前夜に僚船からの連絡で新居浜沖の四坂

島付近で釣れているとの情報です。それを信じて約1時

間の船行です。岡村島を過ぎ、しまなみ海道の橋を過ぎ

て約20分、釣り船が10隻ほど見えてきました。太刀魚の

ポイントに着いたようです。太刀魚は群れていますので

釣り船も塊ります。多い時は100隻くらいがくるときも

有ります。さっそく釣りの準備です。今回も全員餌釣り

です。治具釣りも有りますが難しいので近年は皆さん餌

釣りです。テンヤにいわし、サヨリ、秋刀魚等を巻きつ

けての釣りです。近年、5年前に比べて瀬戸内の釣りが

非常に難しくなりました。春のメバル、蛸、夏のアジ、

秋のイイダコ、そして冬の太刀魚等、今までの半分にな

りました。特にメバル、太刀魚が少なくなりました。魚

が少なくなったのが要因ですが、それとともに釣りの方

法が大きく変化しました。特にタコは今では竿で釣りま

す。仕掛けもキンピラで蛸をさそい、電気リールで巻き

ます。考えられませんでした。今回の太刀魚もそうで

す。餌がイワシからサヨリ、イワシ、サンマの三枚おろ

しに。そして竿です。もとは固めで長くても当たりが大

きいので誰でも20～30匹は釣れました。今は当たりが小

さくて柔らかいので短い竿でないと釣れません。したが

い、多い人と少ない人の差がますます多くなりました。 

 いよいよ釣り開始です。今日のポイントは安芸津から

1時間の愛媛県の新居浜沖です。サヨリを巻いて仕掛け

を降ろし、ゆっくり巻き上げながら仕掛けを上下に動か

して誘います。竿先が少し下がり、また上に戻ります。

これが当たりです。小さいので竿が硬いと当たりが見え

ません。当たると、思い切り竿を上に上げて仕掛けの針

で太刀魚をひっかけます。あとは電動で巻き上げます。 

このときが一番楽しいのです。釣り上げた安心感と引き

の快感です。今日は全員よく釣れました。2016年最後の

釣りは豊漁で終わることが出来まし

た。 

 今年もよろしくお願いします。 

釣 り 2016年最後は豊漁でした                                                           川田 正勝 

  2016年の残念                                          丸山 紀夫 絵手紙 

 2016年も間もなく幕を閉じようとしている。絵手紙同

好会も波静かに終始しました。平穏に終わると何かしら

忘れ物をしたような気になります。 

最大の目標である筆の里工房の「ありがとう展」は幸

い2名が奨励賞を受賞しました。2016年は更に審査基準

にメリハリがつけられ、出品全体もレベルが上がってい

るなかでの入賞であり、胸を張れるものです。努力の賜

物であり日頃の研鑚が実ったものです。喜びあいたいと

思います。小生もその募集に応じました。実は応募に際

し、他の作品2点を用意していました。締切が5月末であ

りその作品は提出するばかりになっていました。ところ

が直前の5月27日に米国オバマ大統領が広島を訪問し平

和公園にやって来ました。そのニュースを見て飛びつい

たのです。時宣を得た題材としてこれ以上のものはない

だろうと考えたからです。急遽これらを作品にするた

め、情報を集め、少しばかり深堀りし仕上げました。 

これまでの応募作品の中では一番自信のあるものとなっ

たはずでした。ところが結果はものの見事、落選…。 

 同好会では後学のため、毎年作品展を見学に行ってい

ますが、その大賞候補作品の中になんと同じ

狙いを描いたオバマ大統領の絵があるではあ

りませんか。しかもそれは神戸の節ちゃんの

作品でした。節ちゃん

は7・8年前に筆の里工

房で同じ机で絵手紙の

勉強をした仲間であり

いわば同級生です。 

被爆者や広島県民の気

持ちを率直に表現して

おり、上手いと思いま

したし、読み手に訴え

るものが強くありました。後日見に行くと大賞は逃がし

たものの、熊野町長賞という特別賞に輝いていました。 

 この作品との差はなんだったか、集めたネタをあれも

これもと文章にぶち込んだ結果、散漫過ぎ又解説的な内

容となったのではないか、一番肝心の相手に何を訴える

かが弱かったのではないかとか、絵も下手だし…と反省

しきりです。頭では解っていても表現は難しいもので

す。克服するには数多く描いてみるしかないでしょう。 

 今年はこの残念を少しでも埋めるよう努力したいもの

です。 

平洋子 吉田巡子 大久保進也 三宮紘代 丸山紀夫  川田正勝  

増田清 神野和彦 
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今回、知人より草取り用金具を作ってもらい、簡単な

「木の把手 ①写真」に取付けることが発端で、“もの

づくり”に入り、梅田リーダーをはじめ同好会の先輩の

助けをもらいながら悪戦苦闘のレポートです。 

 簡単にできそうな「プランター置台 ②写真」「花壇

用鉢棚 ③写真」から取組み始めました。図面作成、寸

法のとり方、材料の選定、木工機械の取扱い、具体的な

作業方法など、手取り足取り教えてもらいながらのス

タートとなりました。 

次のステップとして、梅田工房のものを見本として、

「燻製箱 ④写真」を作る事にしました。いざ作業を進

めてみると、作りは繊細な構造で作業レベルは高い。 

例えば 

・直角コーナは45度で合わせ、ビスケット（ジョイント

部補強片）で補強し、丸みを持たせて仕上げる。                  

・箱の保温効果を上げるため、遮蔽板を溝に正確に                                     

入れて密封性を高める。 

・内部は燻製用の材料が10段積段できる様に両サ                                      

イドに棚受けを取付ける。 

・熱源として電熱器（600W)を下段に入れ庫内温度                                      

が70－80度になる様に温度管理する。 

・外部から庫内温度を確認するため、温度計を上下に2                                

個設置する。 

・下段部分は定期的に燻製用のチップを追加するため、

引出しにして、チップの補充を簡単にする。 

作業期間は約2カ月近く掛かってでき上がったが、初め

ての本格的な“ものづくり”で、完成した時は苦労した

分達成感も有りました。今後は、作業精度と安全性を更

に高めるため、材料は何回加工しても同じ物ができる工

夫をする。例えば、 

1)治具を使う。 2)材料はできるだけ固定する。                                  

また、工具/機械が多数あり、何がどこにあるか覚えき

れてない面があり、現在定位置化されてはいるが、更

に・見える化・表示化を進め、工具の取出し・返却を容

易したい。       以上 
 

ものづくり  悪戦苦闘のレポート                        市井 和夫  

雲空と寒さの中、平成28年11月23日に山歩会例会登

山を実施した。参加者１3名（男7名女6名）は、マイク

ロバスで第三工場前を9時に集合して庄原市に向かつ

た。今回の登山は、謎とロマン漂う葦嶽山。11時に灰

原ルート登山口に到着、準備運動後出発。登山道はよ

く整備され、標識も完備しているので迷うことなく急

坂に息を切らして最古のピラミッド「葦嶽山」に到着

する。山頂は4m四方ぐらいの平地だった。葦嶽山より

下山して葦嶽山と鬼叫山の鞍部に東屋があり、そこよ

り巨石とロマンの鬼叫山に向かう。中腹に「ドルメ

ン」と呼ばれる二つの石の上に平らな一枚の石を載せ

た供物台があった。その上方には4個の岩の接ぎ目がほ

ぼ東西南北を示しているような「方向石」、ライオン

の顔のように見える「獅子岩」、柱のようにそびえ立

つ高さ6mの「大石柱」があり、巨石と奇石に感動す

る。「鏡岩」の前で楽しみな昼食休憩をとった。 

謎とロマンに満ちた古代の巨石文化を満喫して野谷

ルートで下山を開始する。落ち葉が降り積もり滑りや

すい急坂を足元確認しながらの下山となる。途中に沢

下りがあり、約1時間かけて県道23号本村町でマイクロ

バスに合流、乗車した。食彩館「しょうばらゆめさく

ら」を経由して帰途についた。 

 例会登山（日本ピラミッド葦嶽山）                              新川 昭雄  山歩会 

集合・葦嶽山山頂 集合・方位岩 

   頂上目指して 

  下山ゴール 

  登り初め 

 快調に登る 

①草取用木製の把手 ②プランター置台玄関先に設置  

 

③花壇用鉢棚の設置 ④燻製箱外観  
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 もう初打ちに行かれましたか？元気でゴルフを楽しま

れて、幹事としても嬉しいかぎりです。ゴルフを楽しむ

人は、なんか元気な方が多いように思いますね。ワイワ

イ言いながら、たくさん歩くからでしょうか？我々のゴ

ルフは、技術より体力かなと思ったりしていましたが、

案外そうでもなく、ショートゲームの正確な方が頑張っ

ているようです。又鷦鷯さん、松本さんは安芸カント

リークラブが得意なようですね。今年もゴルフができる

ことに感謝し、ともにplayを楽しみましょう。 
 

第195回社友会ゴルフコンペ(安芸カントリークラブ)  

優勝 鷦鷯 陽一さん

（写真中央）    

社友会ゴルフコンペで

スコアは良くありませ

んが初めて優勝をさせ

て頂きました。いつも、前半が良かったら後半が悪い、

またはその逆の連続です。今回は前半が良くて後半は粘

りのゴルフ（ダボx1 パーx1 あとはボギー）でした。 

心を鍛えることはショットの練習に勝るとも劣らず大切

である。心を敵に回すことなく味方にせよ。欲を出さず

楽しめ。と教えられました。しかし、一番難しい！！  

準優勝 村上 孝一さん（写真左）  今回は気心の知

れたメンバーでバーディやパープレイを目指してあほな

こと、馬鹿なことをいい合いながら和気藹々とプレイ出

来たことで18ホールがあっというまに終えたことが・・

無欲の勝利につながったと思います。メンバーの方、あ

りがとうございました。 

第3位 松本 邦彦さん （写真右）   前回は最下位

でしたので、何とかして90を切りたい思いから100ヤー

ド 70ヤード 50ヤードを反復練習し入賞出来ました。 

有難う御座います、感謝しています。 
 

第196回社友会ゴルフコンペ(東広島カントリークラブ) 

優勝 谷口 眞貴男さん

（写真中央） 

年々飛距離がダウンし

パーオンが難しくなっ

た昨今、パーをとるに

はパーオン出来なかった時に寄せワンでパーをとるしか

ないので、100ヤード以下の練習に取り組んだのが良

かったと思います。その結果、午前のハーフは6ホール

で寄せワンのパーでした。  

準優勝 山内 孝雄さん（写真左）  スコアとしては

普段通りだったが2016年度初めての3位以内入賞だっ

た。今回特に良かった点はなかったが、今年傘寿を迎え

るので体調の管理に充分気を配り、少しでも長くプレイ

できるように頑張りたい。  

第3位 出口 昌孝さん（写真右）  久し振りの上位3

位となりましたが、今更喜びの一言ではありません。平

成8年コンペスタートから20年目で上位1位が6回、その

間約3.3年も掛かっています。傘寿を過ぎ、衰え往く実

力をカバーすることに専念するだけです。 
 

第197回社友会ゴルフコンペ(安芸カントリークラブ) 

優勝 松本 邦彦さん

（写真中央）   

霜柱の影響かグリーンが

難しく、ダボスタート。

今日も駄目かと思案し前

半終了。午後スロープレーを注意され少し頭に来て、や

けくそで打つロングパットが何度か入り、86で優勝出

来ました。ゴルフは何が禍するか解りませんね？有難う

御座います。 

準優勝 鷦鷯 陽一さん（写真左）  昨年最後の社友

会コンペで入賞し光栄です。今回は前回コメントのよう

に心を敵に回すことなく味方にし、欲を出さず楽しめた

と思います。そしてパットが好調で（自分の技量のわり

には）助けられました。今年は未熟な技量の向上を目指

し、ぜひ80台前半のスコアを出したいものです。今年も

宜しくお願い致します。 

第3位 前田 訓さん（写真右）  昨年最終の社友会コ

ンペ。何とか2位以内に入り、来春のグランドチャンピ

オン資格を得ようとーーと密かに念じましたが、及ばず

3位。好天の中、同伴者の皆様との楽しいプレーで有意

義な一日でしたが、パット、寄せの不味さが課題として

残るラウンドでもありました。この課題を克服し上位を

目指したいと思います。今年もよろしくお願いします。 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。              末沢 公彦 ゴルフ 

社友会広島支部日直当番表〔 期間：2017年(H29年) 2月 ～ 2017年(H29年) 4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。 

 

(    )の方は初めて当

番をされる方のサポー

トで、午前中のみ補助

として担当されます。 
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ボランティア活動 あったか支援隊（タスカル）活動報告 

東 秀次 

東広島市社会福祉協議会の、ボランティアセンターには、地域の方から色々な相談があります。 

そういった「ちょっとした困り事」に対応できたケースを紹介します。   

 デニムのエプロンに腕抜き姿で木工制作に取り組む高屋町の梅田正明さん（68）。 

たんすやテレビ台などの家具作りから、家の修繕までをこなし、じっとしている日は

ない。「定年後の方が忙しい」と笑う。 

 現役時代は電気関係の設計技術士としてシャープに勤務しながら、日曜大工をして

いた。定年の１年半前、自宅の隣に「梅田工房」を作り、卓上ボール盤や自動カンナ

など、各種機械をそろえた。この工房の完成をきっかけに、OB会のものづくり同好

会を発足。月4回、会員が集まり、互いにアドバイスしながら

木工制作を楽しんでいる。 

 知人の知人から制作の依頼を受けるなど、「人と話している

と、何かにつながっていくのが面白い」と話す。東広島市の造

形作家・腰本悦二さんの作品「ゆめ水車」シリーズで、制作協

力もしている。木工のほか、くん製作りや自転車大会出場など

にもチャレンジし、充実した毎日。これから定年を迎える人

へ、「定年後は、毎日、自分の行動は自分で決めなくてはいけ

ない。まずは、何でも興味を持ってみること」とエールを送

る。（橋本） 

 工房を作り木工制作 

 じっとしている日はなし  12月10日付プレスネット「イキイキインタービュー」 
会員トピックス 

ザ・ウイークリー・プレスネット12月10日号 掲載記事 

 

 

 ①車椅子置場の屋根延長工事 

車椅子が雨で濡れないように置場の屋根延長工事 

そういった「ちょっとした困り事」に対応できたケースを 

紹介します。   

 ②手品と健康講座 

高屋堀百生会（たかやほりひゃくせいかい）：高屋町老人会に出演 

ゆうゆう会の俵さんと手品仲間が出演しました。 

 ③カーテンレール取付工事 

ものづくり同好会の梅田正明さんが引っ越し前に工事完

了しました。 

県営平岩住宅の2軒（2LDK、2DK和室）に、引っ越しに伴う

カーテンレール取付工事実施。 

 ④将棋のお相手 

高屋町の74歳の男性で脳梗塞後遺症の方が将棋の相手を探

している相談が有りました。 

新しい将棋盤を買ったので一度やって見たいとの事でした。 

細井博文さんが医師

会のケアマネージャー

と一緒にお宅へ行っ

て、体調と容態を伺っ

て将棋のお相手をしま

した。 
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平成28年度社友会広島支部・紅葉会 秋季親睦二泊三日台湾・台北旅行 実施報告 

日 程：平成28年11月14日（月）～16日（水）  二泊三日 

行 先：台湾・台北市内・龍山寺・中正記念堂・士林夜市・忠烈詞・台北１０１・行天宮・九份・故宮博物院 

宿泊先：国王大飯店(エンペラーホテル) 

参加者：参加者総計26名（社友会18名/紅葉会8名  男性12名 女性14名）          報告者：田井 正治 

所感：今回は、親睦旅行として初めての海外旅行でしたが、大きなトラブルもなく、全員無事旅行を楽しむことが

できました。出入国、手荷物受取に多少時間がかかりましたが荷物も無事受け取ることが出来ました。3日間とも好

天にめぐまれ、全員けがもなくまず良い旅ができたのではないかと思います。 

【1日目】龍山寺・中正記念堂・(総統府)・士林夜市の観光・宿泊・王国大飯店 
 
 フライトは広島空港で7時集合でしたが、6時40分過ぎには全員集合。搭乗/出国審査

を済ませ、9時にチャイナエアライン112便は、台湾桃園国際空港に向け出発。機内で

は、食事も出てお腹も満足。気流良く、2時間25分の飛行で定刻通り台湾桃園国際空港

に到着。時差の為時間は1時間前に帰ります。広大な空港を歩き台湾に入国。ここで、

ガイドの姜さんと合流。 
 
 いよいよ観光に出発です。空港から台北市内まで広島と同様高速道路で50分くらい

かかります。まず昼食、ゴールデンチャイナ（康華）で飲茶。車窓より総統府、裁判

所を見ながら、龍山寺へ向かいます。 

 “龍山寺”台北市内で最古の寺院で本当に中国風の華麗で豪華な装飾がさ

れた寺院です。お賽銭の習慣はなく、お菓子、果物のお供え物が多くあり、

その後はお供え物は持ち帰り近所に配るとのこと。記念撮影の後 中正記念

堂に向かいました。 
 
 “中正記念堂”中華民国の初代総統蒋

介石を祈念して1980年に完成した壮大な

記念碑です。蒋介石総統の銅像、儀仗兵

が有名です。微動だにしない儀仗兵、整

然とした5名の儀仗兵交代式は素晴らし

いもので、当日は白の軍服の海軍兵士で

した。 
 
 “士林夜市”ホテル

で休憩のあと、台北に

は多くの夜市があります

が、その中でも最大の規

模です。1909年に開場

し2011年に改修、拡大

開業しました。まずガイ

ドさんにつれられて、地

上、地下を一巡しその後

自由散策の後、夕食。 

 “春梅子”台北で有名な台湾料理の名店で夕食。

台湾で2食目ですが、さすが食の国、グーでした。 

その後、ホテルへ。希望者は足つぼマッサージに行

き疲れを癒し一日目は終了しました。 
 
【2日目】忠烈詞・台北１０１・行天宮・九份  
 “忠烈詞”革命・建国の為に亡くなった33万人霊が祀られて

います。1時間に一度の衛兵の交代式。見学は当日最初の交代式

で、正門に2名、正殿2名の衛兵が着きます。9名の陸軍の兵士が

整列し、正門に2名を配置し、晴天白日旗がはためく広場を整列行進し、正殿に2名の兵士

を配置します。約20分の儀式を見学し台北１０１に向かいました。 

                                                      次項へ続く 

機内にて 

儀仗兵（ぎじょうへい） 

儀仗兵交代式場にて 

士林夜市でお買いもの 士林市場 

龍山寺にて 

台湾料理の名店で夕食 

中正記念堂 

 

https://kotobank.jp/word/%E5%84%80%E4%BB%97%E5%85%B5-50515
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平成２８年度社友会広島支部・紅葉会 秋季親睦二泊三日台湾・台北旅行 二日/三日目 

 “台北１０１”2004年に完成した台湾一の高

層の建築物です。中には高級ブランド店が多く

入っており最上階の展望台まで、高速エレベー

ターで上りました。多少曇っていた為、遠景は

多く望めませんでしたが、台北市の全景が望め

ました。その後、特徴であるマスダンパーを見

学後、昼食会場へ。有名な担子麺の店 “好記”

での昼食、およそ20年前に12坪の店舗から始ま

た台湾料理の有名店です。その後、行天宮参

拝、台湾茶の有名店で創業者のお茶の説明を受け

買い物の後、今日の3番目の目的地、“九份”

に向かいました。 
 
 “行天宮”恩主公廟、恩主公、恩主宮、などとも称される。1943年に創建さ

れた行天堂が起源。台湾道教と呼ばれる独特の宗教。全員、個別にお祓いをし

て頂きました。独特な雰囲気を持つ行天宮でした。 
 
 “九份”台湾北部の港町基隆市の近郊にある町、以前は炭鉱近くの城下町の

町として発展しました。映画 “非情城市”のロケ地となり有名となりました。

坂道に沿った町で非常に風情があり、散策の途中雨にみまわれましたが、夜景

も素晴らしいものでした。集合場所が判らず大変でしたが、“九戸茶語”で夕

食、九份の夜景をみながら、台湾料理をいただきました。雰囲気変われば味も変

わります。多少雨に遭遇しましたが、大変すばらしい観光になりました。 

雨の夜の九份を後に台北のホテルに向かいました。 
 
【3日目】故宮博物院・免税店・帰国の途に 

 “故宮博物院”ルーブル・エルムタージュと並ぶ、世界優秀の博物館、1965年

に開館しました。元来中国本土に有った、中国古代の皇帝によって、収集されたも

のです。保有数は数万点にのぼり、現在の展示数はその一部です。博物院を約1時

間半見学しました。まだまだ時間が足らないと痛感しながら、正面て記念撮影後、

博物院をあとに免税店に向かいました。 
 
 “鼎泰豊”台湾最後の食事で、小籠包で地元で有名なお店です。通常は50分～

60分待ちは当たり前のお店です。小籠包ほか、台湾料理のコースをいただきまし

た。この3日間、台湾料理を満喫しました。 
 
 “免税店”免税店で台湾最後のお買い物後、桃園

国際空港へ。チャイナエアライン搭乗口で、今回の現

地ガイド姜さんとお別れし出国へ。“CI113便”にて

帰国の途に就きましたが、機内食は有るか無いか、ま

た、日本語の判るCAが少ない為、色々と話を聞くにも

大変でした。帰路も気流良く、大きく揺れる事もなく

定刻20時に広島空港に到着しました。全員無事に楽し

かった思い出を胸に自宅に向かいました。 
 
 皆さまのご協力で何事も無く旅行を終了することが

出来厚くお礼申しあげます。今年はアンケートの結果、東北を計画いたしますので 多

くのご参加をお待ちしております。 

台北１０１ 台湾茶の有名店で買い物 

九份観光 

故宮博物院 

帰国の機内にて 

免税店でお買いもの 

2017年 春季親睦日帰り旅行 実施日：2017年4月6日（木） 

「竹田城跡」と「円山川沿い・姫路城」桜見物の旅！ 

天空の城・日本のマチュピチュ 雲の上に浮かぶ城 

集合時間 / 場所 

7:30：ラポール賀茂駐車場（広島参加者） 

8:30：福山SA（福山参加者） 

9:15：吉備SA（岡山参加者） 

参加費用：8,000円 

2017年2月上旬より募集を開始します 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■ゆうゆう会総会懇親会 10/20 参加申込〆切、10/24 第5

回世話人会（最終確認会議）開催、参加者リストの確

定・本番進行プログラム及び、挨拶スピーチ者の変更

やイベント披露者の最終確認、本番当日の来場者応接

等世話人全員の役割分担再確認。11/6 ホテルJALシ

ティ広島にて、第13回ゆうゆう会総会、親睦会本番

（44名参加）11/7 同コラボイベント、懇親会親睦ゴ

ルフコンペを志和宮島ゴルフカントリーにて開催（10

名参加）（詳細は広島支部HPに記事公開中） 

■シャープ設備第18回OB会 10/24～25（四国・道後温

泉にて開催）（18名参加）懇親会/翌日松山城・坂の

上の雲のミュージアム観覧を通じて、かっての職友と

の親睦旧交を大いに深める事が出来ました。 

■ゆうゆう会ウオーキングクラブ忘年会 

 12月4日佐伯区 天然温泉「ほの湯」にて10数名参加

してこの1年間健闘慰労会実施 

■ゆうゆう会世話人会（第6回反省会）開催 

 12月12日 ホテルJALシティ広島にて、昼食会開催、

2016年度のゆうゆう会開催についての反省会を兼ね

て運営方法、役員交替含む諸課題や新年会開催等大ま

かなスケジュールも検討、この1年間の世話人各位の

ご健闘慰労会を実施。 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■昨年は9月27、28日の両日、第9回社友会山陰地区懇

親会が鳥取の食と歴史散策をテーマに開催されまし

た。平成29年度第10回の懇親会は、5月下旬か6月上

旬に島根県にて開催を計画中です。二日間の内の一日

は「山陰磯釣り同好会（門脇利郎会長）」を兼ねて島

根半島の磯にて真鯛を狙います。開催ご期待くださ

い。県外からの参加希望の方も大歓迎です。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■＜2016忘年岡山シャープOB懇親会 開催報告＞ 

 開催日時：平成28年12月14日（水） 

 開催会場：鷲羽ハイランドホテル 

 参 加 者：41名[男性36名 女性5名（県外参加者13名 

新規参加者3名）] 

 

鷲羽ハイランドホテルに一年振りの再会。過去の参加

人数を大幅に上回る41名の精鋭が集まり盛大に行われ

ました。SEMC岡山・三原支店長からシャープ現況報

告等に続き、社友会広島支部長・東さんより、社友会

の現況と、WE LOVEシャープ、新会員加入の案内の

あと、OB幹事代表池田さんによる一年、一年健康

チャレンジを合言葉で乾杯の音頭。恒例の“ビンゴ

ゲーム”を実施。盛り上がりの余韻が残る中、6人の

自慢のカラオケ披露等で賑わいました。最後に中締め

を、家電OB代表の星野 輝次様より「来年も元気で、

再会を祈念して」で三本締めにて、盛況裡のうちにお

開きになりました。  

＜2016忘年岡山シャープOBゴルフコンペ＞翌日開催。 

 開催会場：鷲羽ゴルフ倶楽部 参 加 者：19名 

 成績：優勝 額田 浩利（特別参加） 

 準優勝 江口 文夫、3位 出口 義則、4位 尾崎 克行 

5位 山澤 純一、ベスグロ 松本 邦彦、ドラコン 額田 

浩利・佐藤 尚文、ニヤピン 尾崎 克行・松本 邦彦 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

 特に報告事項はありません。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■ゴルフコンペ 12月8日 屋島CCにて実施(年間成績表) 

■忘年会 12月8日 花樹海にて15名参加にて実施した。 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

■11月22日に山歩きの会で「備中松山城」を歩くを行い

ました。「雲海に浮かぶ山城」とはいきませんでした

が紅葉の松山城、なかなかの眺望でありました。 

■12月8日 恒例の年末忘年会を行いました。皆さんの

日程と重複などあり残念ながら小人数の忘年会となっ

てしまいました。この忘年会では定例の「福山地区会

会報No.14号」を発行、配布をおこないました（内容

は活動援助金会計報告・活動状況報告と今後の予定・

健康手帳です。なお、参加できなかった方にはメール

で配布しております） 

■今年1～2月の活動は予定ありません。3月から又活動

再開しますので是非参加の程お願いします。 
 

〔関西・中部・関東地区〕         池田 正雄 

■近大マグロを食する企画！！ 

 関西・中部で11月17日に開催、4名が参加しました。

場所は最近建ったばかりのGRAND FRONT OSAKAの

6F。その店の名前は、なんと「近畿大学水産研究」。 

 4人で海鮮丼を囲みビールで乾杯、楽しい会話を楽し

みました。そのあと、梅田スカイビルディング空中庭

園へ。新梅田地区に新しくできた観光名所（外国人観

光客に人気があるとのこと）となっている高層ビルの

トップにある空中庭園に行く。中島さんから近畿地域

地名、歴史的なことなどの説明あり、そしてみんなで

眼下の街並み見て、その変わりようなど雑談して楽し

い時間を過ごしました。 

地区役員報告       企画担当幹事 金國 信太郎 
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高画質と省電力を同時にかなえる「ＩＧＺＯ液晶」 

2016年11月4日発売 2016年11月25日発売 2016年11月18日発売 

スマートフォン AQUOS ニュースVol.10 

スマートフォン ＡＱＵＯＳのＩＧＺＯ液晶ディスプレイは、明るく鮮やかな画面表示、安心の電池持ち、なめら

かで気持ちのいい操作性。その秘密とは？ 

  ★ なぜパワフルな電池持ちなのか？  ★ なぜ操作性がよいのか？  ★ なぜ高画質なのか？ 

パワフルな 

電池持ち 

液晶パネルの透過率が高いから、バックライトの消費電力を下げられる。 

さらに静止画表示時の消費電力も大幅に低減。いざというときに安心の「長エネスイッチ」。 

なぜ操作性が

良いのか 

タッチパネルに影響を与える電子ノイズが少ない。IGZOはこの電子ノイズがほとんどないため

タッチ操作の微細な信号をしっかり検出します。そのためなめらかな操作感がえられたり、水

にぬれている状態でも操作することが出来ます。 

なぜ高画質 

なのか 

繊細な色合いも忠実に再現する独自のカラーフィルタ＆バックライトを採用しています。 

超解像技術を応用した画像処理の新しい技術によりディテールを鮮鋭化しました。 

液晶パネルとタッチパネルを一体化した「フルインセル」タイプもあります。 

★★★ 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 

わたしにちょうどいい。快

適な毎日を応援してくれる
AQUOS EVER 

高画質・スタミナ・健康

サポートAIを備えた快適

AQUOS Xｘ3 

ヒカリの演出で癒される。 

省 エ ネ デ ィ ス プ レ イ

「IGZO」搭載AQUOS U 
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編集後記：明けましておめでとうございます。 

平成21年新年号より「ひびき」から「hibiki」になって以来、縦書きから横書き、ページ数増量、カラー印刷と興味

を持って読んで頂けるよう少しづつ成長しています。酉年の今年は特に会員の皆様の意見をおおいに取り込んで羽

ばたいてゆける様に編集担当一同心を新たにしているしだいです。               Y.U. 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2016年10月1日～12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 504名、2016年12月末現在 

広島支部行事予定 2017年1～3月 
 

1月27日 定例役員会/ふれあいサロンの会 

2月24日 シャープ懇話会2017/定例役員会 

3月24日 定例役員会/ふれあいサロンの会 

 

父親が亡くなってからずっと一人暮らしをしていた母

親の認知症状が次第に加速してくるのを放っておけず、

長い間の親不孝の埋め合わせをしようと考え、定年の翌

年から松江の実家に単身で帰ってきてからもう10年近く

なりますが、まったく予想もしなかった第2ステージが

展開していきました。 
 

定年を迎えたとき、今までの文字通りシャープな人生

とはまったく違う生き方をしてみたいと考えたのがきっ

かけですが、資格といえば運転免許しかなかった私が

「キャリア・コンサルタント」の国家資格を取得し、ハ

ローワークや県の定住財団の嘱託職員となり、転職者や

障害者の就労支援に携わりました。現在は島根大学で学

生たちの就職活動を支援しています。先の見えない社会

に巣立っていく若者の背中を押しながら、企業の厳しさ

や仕事のやりがいも伝えていくことで、幾分かでも自分

のシャープでの職業人生が役に立てているのではないか

と思える瞬間があります。 

 

それからもうひとつ心に決めていたことは、ずっと疎

遠だった地域との交流です。 

島根県は出雲大社の大遷宮やら、松江城の国宝化など

で確かに観光客も増加する一方で、県の人口が大正時代

をも下回ってしまうほどの、まさに日本の人口減少や過

疎化の課題先進地域

にもなっています。 

 

その一方で松江

は昔ながらの伝統的

な行事やイベントが

数多くあります。中

でも私が惹かれたの

は毎年10月に催さ

れ る「松 江 鼕（ど

う）行列」です。鉄

の車輪のついた山車

屋台に1.8mの鼕(ど

う)と呼ばれる太鼓

を2～3台 据 え て、

笛やチャンガラの囃

子に合わせて打ち鳴

らしながら市内を練

り歩くのですが、な

んとも勇壮な鼕の響

きと力強さに魅せら

れ、毎年参加しています。 
 

福井県の永平寺に「人生に定年はない。生きている限

り人は人生の現役である」という額が掲げられていたの

が忘れられません。「地域」と「家族」というキーワー

ドは今までの会社人生では遠い存在でした。これからの

第3ステージではさらに関わりを深めながら、せめては

母親をしっかり看取るまで「生涯現役」を全うしたいと

考えるこの頃です。 

 山陰地区副委員長 内藤 健一 

地 区 会 員 便 り 

「山陰地区だより」 

松江鼕行列で太鼓の打ち鳴し 

学生への就職支援活動 

 


