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「春の多宝塔」 宮島           下重 進さん 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 
     「一人一品運動」実績報告 

 3面 地区役員報告/広島支部日直
当番表 

 4面～5面 
   シャープ懇話会2017開催報告 

6面～7面 
     社友会室・ふれあいサロン室 
      移転報告 
8面～14面 
      ボランティア活動 
     同好会活動報告 
15面 スマートフォンAQUOSニュース 
16面 地区会員便り（山口地区） 

  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29年5月26日（金） 10：30から14：30（受付10：00から） 

・場 所：シャープIoT通信事業本部 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。 

 ・平成28年度で日直当番をされた方には当日QUOカードをお渡ししますので、ご出席をお願いします。 

 ・懇親会では特別講演・健康セミナー(高齢者の健康づくり)として、東広島市健康増進課・林様のお話し。 
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シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2016年度通期） 
 

2016年度通期（2016年4月～2017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 

携帯電話機購入実績（2016年4月～2017年3月）：合計 15台 

 スマホ  ：13台 

 ガラケー： 2台 

 今年は33年ぶりの大雪とかで、随分厳しい冬を過ご

された方も多くおられると思います。4月になり、随分

春めき穏やかな日々を迎えられたことに心から感謝を致

しております。 

 丁度、昨年の今頃は、会社も先が見通せない厳しい状

況だったように思いますが、1年がたった今、従業員の

皆様には大変なご苦労をされた事と思いますが、その努

力のお蔭で、会社の状況も随分良くなってきたと伝えら

れています。事業の統廃合を始め、数々の合理化などな

ど従業員の方々や、協力会社を含めた関連する多くの

方々の並々ならぬ努力で改善の方向に向かってきたもの

だと思います。関係者の皆様に心から敬意を表するとと

もに、今後とも更にシャープの技術開発力、ホンハイの

グローバルな生産力とのシナジー効果で、事業の改善、

改革が進んで行く事を期待したいと思っています。 

 話は変わりますが、平均的に人間が生活をして行くた

めには、一人1日当たり、2,580Kcal必要だと言われてい

ます。然し、実際社会生活を営んで行くために、その

40倍を超える、一人1日当たり、115,000Kcalのエネル

ギーを使用しているそうです。例えば、牛肉1Kgを生産

するには、その7～8倍の穀物や草などの飼料が必要と

なります。(豚肉の場合は、3～4Kg、鶏肉では、2Kg)

結局は何事によらず、我々が気づかないうちに、あちこ

ちで無駄や想像を大きく超える消費/浪費をしているも

のだと改めて考えさせられます。 

 一日一止と言う言葉が有りますが、一日に一度立ち止

まれば正しい生き方が出来ると言う意味だそうです。

（一と止で正になる）一日に一回立ち止まり、表面的な

物や現象だけで無く、その奥に潜んでいる事に、もう少

し注意を払ってこれからの日々を過ごして行きたいと

思っています。 

秋 春 夏 冬 
                               「 一日一止 」                      副支部長  黒田 隆 

 役員会便り          事務局長 松見 弘  
 

※ 社友会室が2月27日よりラポール賀茂に移転してい 

  ますので、社友会室にお越しの折はお間違いのない 

  ようにお願いします。広島支部ホームページにて 

  場所等の確認をお願いします。 

 （電話番号：082－426-6888）  

※ “シャープ懇話会２０１７”を2月24日（金）に開

催しました。社友会本部の懇話会の様子をDVD録

画にて視聴。多数のご参加有難うございました。 

 
 

※ 2017年春季親睦日帰り旅行は関西地区の企画担当 

  で4月6日（木）に実施しました。多数の参加が有

り、楽しい旅行が出来ました。次回の日帰り旅行も

地区委員が企画担当して実施します。 

※ 2017年広島支部定例総会は5月26日（金）に事業本 

  部多目的ホールにて開催します。総会後懇親会を計 

  画しています。 

 多数のご参加をお待ちしております。  
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■ 2/5 ゆうゆう会ウォーキングク

ラブ新年会開催（佐伯区天然温

泉「ほの湯」11名参加）、親睦

懇親促進。4/1 社友会（あるこ

う会）とゆうゆう会（ウォーキ

ングクラブ）合同企画「佐伯区

運動公園・花見会コース」実施参加支援を申合せ。

（支部HPにて、記事公開済み） 

■ 2/24 社友会広島支部「２０１７懇話会」へゆうゆう

会世話人4名参加、社友会本部懇話会DVD視聴＆広島

支部長より「H29年度の取組方針の確認＆社協ボラン

ティアを通じた地域貢献活動紹介」、山根地区委員長

より、「広島地区活動報告」 

■ 2/26 ゆうゆう会世話人 

 第1回世話人会（新年会）開催

（福屋駅前店11F 料亭「濱徳

久」7名参加）本年度の「総会

懇親会」及び「世話人会」開催

日決定、新規会員掘起し＆参加

動員アップ審議（支部ＨＰ記事公開中） 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■ 今シズーン第一回、岡山シャープOB会ゴルフコンペ

を以下計画しています。 

＊日 時・・平成29年4月7日（金）AM9：20スタート 

＊場 所・・岡山御津カントリークラブ 

＊4組15名参加予定（広島・鳥取・島根からも参加） 

 陽春、桜景色コースをバックに、今シーズンの初プ

レー、腕試しです。 

 

〔山陰地区〕              山澤 純一 

今回は特に報告事項はありません。 
 

〔山口地区〕              松田 正博 

■ 近況を報告いたします。 

  今年は第5回のOB会を7月8日に開催いたします。 

  現在新規参加者の情報集めをしております。 

  それと4月2日に岩国にて恒例の花見をします。 

  天気がよければいいのですが！ 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

今回は特に報告事項はありません。 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

 1月から3月までの活動状況と4月以降の予定を報告い

たします。 

■ 山歩きの会で1月28日水仙と

灯台の島、笠岡六島の散策を

行いました。好天に恵まれ水

仙の香りに包まれた灯台と島

時間を堪能いたしました。ま

た、日本島山100選（日本離

島センター選）の一つ大石山もこの六島にあり見どこ

ろの多い島散策でありました。 

■ 3月27日山歩きの会恒例の

「貝堀の会」を行いました。

当日は荒れ模様の天候でした

がまあまあのアサリを掘って

きました。（笠岡見崎付近） 

■ 4月は4日に花見の会、17，

18日にゴルフの会を行いま

す。 
 

〔関西・中部・関東地区〕         伊藤 宜夫 

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 

社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2017年(H29年) 5月 ～ 2017年(H29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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シャープ懇話会２０１７ 開催報告 
実施日：2017年2月24日（金） 開催場所：シャープIoT通信事業本部 センタービル 2F 多目的ホール 

参加者：81名（社友会 72名・紅葉会 9名）                       企画担当：中崎 春香 

先般行われた本部懇話会での真会長の挨拶、野村副社長の会社方針の講演をDVDにて視聴するかたちで実施しまし

た。 

社友会 真会長 

今後の社友会発展の為に、新入会員

の増員・従来発行されていたMADO

の復刊要請を行う。     [要約] 

シャープ野村副社長 

決算状況報告…まだまだ厳しい状況

は続くが営業利益はプラス方向で進

行している。株価も回復基調で、出

来るだけ早く一部へ戻したい。[要約] 

第一部 本部懇話会 DVD視聴 

 

 社友会室は、ラ

ポール賀茂へ移転

を完了し、2月27

日より使用開始し

ました。 

（旧社友会室は使

用できません。） 

  

 新社友会室は、

事務室とサロン室

とに別れ、さらに使いやすくなっておりますので、会員

の皆様の積極的な活用をお願いします。 

 

 先般、ボランティア活動の一環で東広島市社会福祉協

議会の車椅子の点検、補修を行いました。ザ・ウイーク

リー・プレスネットにも掲載されました。 

（詳しくは、8ページをご覧ください。）    [要約] 

 

  

 昨年はカンパニー制をひいていたが、本部制に成っ

た。（ディスプレイのみカンパニー） 

IoT通信事業本部の現況…売り上げは計画を下回るも、

利益は計画を上回る状況 。         [要約] 

第二部 支部懇話会 

東支部長 

シャ－プ懇話会 ２０１７ 

長谷川本部長ご挨拶 
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シャープ懇話会２０１７（前ページより 支部懇話会） 

 労組は電機労連

より離れ、ベース

アップの要求は出

来ない状況下であ

るが、一時金その

他の改善を要求し

ていく旨、説明が

あった。 

 

 営業部門として

シェア復活を図り

ブランドの再構築

に努めます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

労働組合 阿部執行委員長 

商品説明：ＳＥＭＣ渡辺課長 

 

 

新製品 ウォーターオーブン“ヘルシオグリエ”と掃除機

“RACTIVE Air”を熱心に試みる会員。 

 特別講演として、東広島市社会福 

祉協議会 企画福祉課、岡村様より

社会福祉協議会の役割を説明頂くと

ともに、「自分の力を地域の為に」

と題して講演頂きました。 

 我々社友会会員もボランティア 

活動をする事の大切さ、楽しさ、そ 

して勇気をもらいました。 

慶祝者挨拶 塩安さん 地区活動報告：山根地区委員長 

特別講演：東広島市社会福祉協議会 企画福祉課 岡村様 

 

閉会の辞：渡邊副支部長 歓談される皆さん 

春/秋親睦旅行説明：田井幹事 

ＳＥＭＣ岡本支店長 
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社友会室・ふれあいサロン室 移転報告 
社友会室が 『ﾗﾎﾟｰﾙ広島寮』 ⇒ 『ﾗﾎﾟｰﾙ賀茂寮』 に移転しました。（元広和寮） 
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引っ越しの風景 
 

今回も梅田さん・山口さんにご尽力いただきました。 

社友会室 引っ越し 玄関ホールに写そう会展示用パネルの設置 

ふれあいサロン室 カーテンレール取り付け 紅葉会の方にも引っ越しのお手伝いをして頂きました 

新しい社友会室 配布棚も新しくなりました さくらLED照明付きのサロン室 

新しい社友会室や日直当番に関しては、広島支部ホームページの“新社友会室の入室・場所等心得”に詳細が記載されて

いますので、ご参照ください。(社友会室にもコピーを掲示しています)  



ダンススポーツ                ダンス練習                                                                    新林 達人        

ダンスは練習で個々のレベルを高めていくが、近頃

は、何故か気力が伴わない、体調もすっきりしない、友

達に話すと年齢も高くなり日々の生活に張りがなく、マ

ンネリ化ではと話す。同じことの繰り返しを打破する

為、知り合いの教室に行ってみた。年齢層は高いが楽し

そうだ。休んでいる人は無く、シャドウで練習してい

る。ワルツ・タンゴ・ルンバ・チャチャ・ブルース・ジル

バ・ンバ等で難しいステップはなく、一周、二周と

フォーメーションが決まっているので、初心者は一周を

覚えると二周めを覚えようと頑張っている。先生にも教

そわるが仲間にも聞きながら学んでいる。ダンス練習で

は頑張る人、普通の人自分に合った方法で頑張っいる。 

 ダンスの途中休憩時間がある。椅子を並べてコーヒー

を飲み、菓子を食べて雑談をする。十人が輪を囲み世間

話で盛り上がる。一種のサロンのようだ。休憩時間が終

わると、又練習だ。このような、練習場所も良いのでと

思う。これからは他の場所に出掛けるのも良いのでは。

仲間を集めパーティ等を開いたり、他の場所でパーティ

に参加したり、そのためには、ダンス練習を頑張り楽し

く老年を過ごし、日々の健康に気をつけ、無理をせず頑

張りたい。 
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2月23日東広島市総合福祉センター車椅子28台整備 
 

社友会広島支部ボランティアメンバー「タスカル」11名が、東広島市総合福祉センターの車椅子28台の整備を実施 

 タイヤの虫ゴムを新品に交換、タイヤの空気圧を適正に注入。 

 車輪、ハンドル、椅子、等の不具合を修理した。 

最終は汚れを清掃、車椅子利用者が使い易いように整備作業を実施した。 

ボランティア活動参加者 車椅子整備作業 車椅子整備作業ミーティング 

3月11日号 プレスネット記載記事 
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 あるこう会発足２０周年記念ウォーキングキーワード       東 秀次  

 平成8年11月『歩く楽しみ』と

『健康と親睦』を図ることを目的

に会員12名（男5名、女7名）で発

足。昨年平成28年11月にあるこう会発足20周年を迎え、

通算378回の例会を実施。現在の会員は99名（社友会65

名、紅葉会12名、招待会員22名）毎回40名～50名程の

皆さんが参加され、先輩後輩の別なく和気藹々に語らい

ながらウォーキングを楽しんで居ます。 

今年は節目として、新規に社協マイクロバスで登れる

山頂ウォーキングに挑戦、更に下記特別企画として

ウォーキングコースを実施します。4月に広島ゆうゆう

会と合同花見コース、5月に一泊二日ウォーキング旅行

「徳島、鳴門、淡路島」コース。6月に体力・体組成測

定コース。7月に夜間そうめん流し＆バーベキューコー

ス。8月山歩会の四国剣山登山＆仁淀川観光コース。9月

に広島空港20kmウルトラコース。10月ボランティア活

動として、旧シャープの森吉川に参加。各例会は体力に

応じてウルトラ・しっかり・ゆったり、入浴コースを実

地。個人的にはインターナルジョギングの実践を通じ体

力向上に取り組んでいます。気楽に一緒にウォーキング

しませんか？ご入会をお待ちしています。 

★入会金無料・年会費1,000円 ◎会費は随時例会時に

所要費用徴収します。（バス代と高速道路代、他） 

★同好会開催日： 

毎月第1と第3土曜

日。 

★集合場所： 

シャープ第3工場・

貸切バスで現地へ

移動。 

★入会申し込み： 

社友会(東) 

/紅葉会(竹ノ内、

原田)まで！  

2月380例会-安芸灘大橋 2月381例会-4島めぐり 3月382例会-白滝山 

1月379回例会-三輪明神 

 

 

 ボウリング同好会では、29年最初となる『第74回3月

大会を3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『出口昌孝さん』、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21名（男性会員13名、女性会員8

名）の参加で行われました。 

 3ゲ ー ム（ハ ン デ ィ

キャップ含む）合計得点

で競技を競い、出口昌孝

さ ん が703点 で 総 合 優

勝。(準優勝)坂田広海さ

ん 701点、(第三位)梅田

啓二さん 676点と好スコ

アで獲得されました。女子の部優勝は、和田清子さんが

581点で獲得されました。 

ハイゲーム賞は(男子の部)『坂田広海さん 258点』、

(女子の部)『和田清子さん 215点』ノーミス賞の達成者

は、出口昌孝さん、坂田広海さん、藤田喜弘さん、田岡

政行さんの4名がそれぞれ1ゲームずつ達成されました。 

 賀茂ボールでは毎月レーンコンディションを変えられ

ていますが、今回のコンディションは何時にもまして難

しく、ベテラン勢の経験値が勝敗を分けた結果となりま

した。又、今年はボウリングをする者ならば一度達成し

たいと願うパーフェクトが期待出来そうな事が有りまし

た。「賀茂ボウリングクラブ」の1月月例会3ゲーム目に

同好会の田岡政行さんがパーフェクト（300点）を達成

され、今年は同好会

の月例会や大会で見

られるのではと期待

が高まっています。 

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 出口 昌孝 703点   2位 坂田 広海 701点 

  3位 梅田 啓二 676点   4位 喜田 榮禧 631点 

  5位 神﨑 保範 626点   6位 藤田 喜弘 616点 

 7位 川股 幸雄 614点   8位 牛田 晴雄 613点 

  9位 村上 孝一 608点    10位 田岡 政行 599点  

ボウリング        ボウリング同好会｢第74回 29年3月大会実施報告｣                神崎 保範 
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 私が絵手紙を始めてから8～9年程度になると思いま

す。それは定年後、友に誘われ今の絵手紙同好会に入会

してからです。正直な話、日常ほとんど練習もせず、月

1度の会合の時に会員揃って（迫田先生指導の下）和や

かな雰囲気で（ワイワイ、ガヤガヤ、時事放談含め）

テーマに沿って作品を描きます。それに年に一度の「筆

の里工房主催・ありがとうのちょっと大きな絵手紙展」

（このイベントも開催者・筆の里工房の改装の都合も有

り平成31年開催迄2年程度休止と成る模様で残念です

が）に向け一生懸命応募作品を作成する事ぐらいです。

何かイベント・目標がなければ、なかなか手がつかない

のが現状で、その程度の活動の為、自分自身は絵手紙の

腕がそれ程上達したとは思っていません。 

 絵手紙は常日頃から思いついた時に、筆を執り描き、

実際に手紙として出し、又何度も描くのが上達の秘訣と

思うのですが、残念乍ら出来ていません。とは言え最近

ではテレビ・雑誌等で絵手紙に関し取り上げられ、又

チョットしたイベントでも展示される機会も多くなって

いる様で、事あるごとに多くのところで絵手紙に触れ

「良い作品」を観た時「良いな～！！」と感動する事が

よくあり、私自身絵手紙に対する思い入れは増している

と感じています。 

 年齢と共に旧知の人と会い・話す機会も少なくなり、

懐かしく現況を伝え合える事が出来れば良いな～！と

思っています。絵や文字の技

術の上達も必要ですが、兎も

角“心の機微”を絵と文字で

伝えたいを目指し、年齢を重

ね一層時間の余裕も出来て来

たことでもあり、離れて住む

家族を手始めに、友人・知人

への繋がりを持つためのツー

ルとなればと願い、今少し多

く描き・手掛ける事を心掛

け、一生の趣味として行けた

ら良いと思っています。  

絵手紙       “心の機微”を絵と文字で伝えたい                      神野 和彦    

丸山 紀夫 

川田 芙美子 

神野 和彦 増田 清 迫谷 富子 平 洋子 吉田 巡子  大久保 進也 

 修験道の山、行者山、例会登山記                                 益田 加代子  山歩会 

 10時20分出発。石槌山の分社神田山教会にて登山の安全祈願の参拝を

行い石槌山神社鳥居を10時50分。途中「三の鎖」では5m以上ありそうな

大岩に鎖が吊るされていて、行者はこれを登って行くのかとの厳しさに想

いを馳せながら一応鎖に触れて、私達は下の道を登って行きました。こう

した鎖場は何ヶ所かありました。大きな岩場や急な段差に苦慮しながら

11時20分行者山山頂に到着。眼下には大竹市内、瀬戸内の島々、宮島が

見えすばらしい景色です。山頂の気温は13℃。少し休憩の後、玖波槍か

ら傘山登山口へ行きそこから傘山頂上を目指し12時50分傘山岩山到着。 

 待ちに待った昼食を、お互いの健闘を称えながらおいしく戴きました。

陽が陰るとやはりまだ風は冷たく13時30分下山開始。傘山登山口まで降

り、そこからは別の道にて憩いの森キャンプ場を目指し、途中川のせせら

ぎを聞きながら下山。立派なメープル病院前を通り駐車場へ15時到着。

ここまで18,000歩位とよく歩きました。軽くクールダウンストレッチを

行い15時10分出発。 

途中、宮島SAにて休憩を

し、16時25分 第3工 場 へ

着きました。全員怪我な

くまた安全運転して下

さったドライバーさんに

感謝し、次回を楽しみに

散会致しました。 

 平成29年2月13日、例会登山を実施した。前日までの

寒さが朝方まで続いていましたが、徐々に晴渡り絶好の

登山日和となりました。 

 総勢16名（内 女性5名）で9時第3工場を出発。途中

に宮島SAで休憩後大竹インターを10時に降りて、すぐ

のコンビニにて昼食の弁当購入し登山口近くの駐車場ま

で移動。駐車場にて小森山さんのリードにてストレッチ

を行った後、新入会員の藤井さんの紹介がありました。 
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写そう会          --- ぶらり気ままな撮影行 ---                                       小野 勲 

 蒲刈 県民の浜の河津桜＆メジロと「安芸灘とびしま街道」撮影会 
 

 今年最初の定期撮影会は安芸灘とびしま街道（下蒲刈～上蒲刈～豊島～大崎下島）

を横断する瀬戸内コースを選定。好天に恵まれた2月19日、10人の参加者が今年の干

支酉に因んで蒲刈県民の浜のメジロ撮影に挑みました。何分にもメジロはスズメより

小さい上に動きが早く、400～600㎜の望遠レンズでシャッター速度1/2000秒でもカメ

ラの画角に入れてのピント合わせは至難の業です。5分咲きとなった河津桜の蜜を求

めてメジロ達が花に群がると一斉に「ダダダダダ」と連続シャッター音が響きます。 

まるで機関銃を打っているような雰囲気の中で河津桜を見物されている人々にとって

は異様にも感じられたことでしょう。参加者の中には1000～2000枚撮影したメンバー

もいて、撮影後のデータ処理を心配する声もありました。メジロ撮影を堪能し県民の

浜のレストランで新鮮な魚料理を食して次の目的地「豊島」に移動。 

 江戸時代に栄えたアビ漁で有名な豊島は漁師まち。人ひ

とり通るのも困難かと思える漁村の小さな路地を右往左往

しながら撮影した後、今回最後の撮影地となった「国の重

要伝統的建造物群保存地区」に指定されている大崎下島の

御手洗に到着。江戸時代の商家、茶屋、船宿が混在する古

い町並みを散策後、「歴史が見える丘公園」に登り、太陽

が西に傾き始めた瀬戸内海の多島美を眺めながら至福のひ

とときを過ごしました。（記事、写真：辻 重樹、谷水 毅) 
 

---ぶらり気ままな撮影行 ①--- 
 

威風堂々静かに暮れ行く「達磨夕日」に至福のひと時 

 2月28日、抜けるような青空に誘われて久しぶりに山口県平生町の丸山海浜パークに

行ってきました。海辺に三脚をセットし、座り心地の良い椅子に腰かけて早春の瀬戸の

風に心地よさを感じながら呑気に待つこと暫し。ご覧のような見事な達磨夕日を撮るこ

とができました。片道約115kmの道程を一般道で往復するという忍耐の節約撮影行なが

らも、春めいた海浜で綺麗な夕景を楽しむなど、写真をやっていて良かったと実感した

ひと時でした。月5回の撮影行を目標に頑張っています。（記事：吉岡嘉之） 
 

【新入会員募集中(年会費無料)・・・体験入会、体験撮影会の参加を歓迎】 

 写そう会は2か月に1回の割合で定期撮影会と有志による撮影会を随時開催し、会員

間の親睦を図ると共に、定例会では画像編集ツールを活用した勉強会を実施し写真技

量向上に励んでいます。新社友会室となった「ラポール賀茂」の玄関ホールには会員

が撮影した月間作品を展示し支部会員や寮生の方々にも作品を紹介していますので、

社友会室に立ち寄られた際には是非覘いてみて下さい。また5月に予定されている広島

支部定期総会の会場を利用して「写そう会作品展」を計画しています。写真をやって

いればこその色々な新しい出会いがあります。写真に興味をお持ちの皆様のご入会を

お待ちしています。 
*(お問い合わせは、谷水 tanimizu@hiroshima.email.ne.jp） 

楽器演奏の会では月2回、第1・第3金曜日で活動を続

けています。3月からは社友会室移転に伴い活動場所を

ラポール賀茂に移設されました『ふれあいサロン室』に

移しています。 

最近の練習曲について少し紹介します。 

「川の流れのように」ご存知、美空ひばりの名曲です。

「ラ・クンパルシータ」アルゼンチンタンゴの代表曲で

すが、作曲はウルグアイのロドリゲ

スで1917年の曲です。いろいろな編

曲がされていますが、私達の楽譜は

シャープのギタークラブがかつて演

奏に使っていたもの。ウクレレを加

えて、この歯切れの良いタンゴの名

曲を楽しんでいます。 

「紫陽花」作曲は莉燦馮（リサ

フォン）さん。何か中国人ぽい名

前ですが、実は高知県のギタリス

トで高校教諭の松居孝行さん。 

教え子であるギターデュオ「いち

むじん」の為に作った曲で、幼い

時に見たあじさい街道（高知市）の切ない美しさを曲に

込めた、とのこと。実際とても優しいメロディで癒され

ます。楽器演奏の会ではこの他、小学唱歌や懐かしい歌

謡曲等、馴染みのある簡単な曲を演奏しています。 

楽器演奏は楽譜を見ながら、右手と左手を別々に動か

すことから能トレとして大変良く、また素敵なハーモ

ニーによる癒し効果もあります。音楽の好きな方、興味

のある方、気軽に例会にお立ち寄り下さい。 

 

 練習のご紹介                             盛脇 由次 楽器演奏の会 
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 木工を中心に創作の喜びと技能の向上を目標として、

ものづくりを楽しんでいます。 

今回は、孫の誕生日のプレゼントとして贈った「おえか

きボード」の製作を紹介いたします。 

早いもので、孫も6歳の女の子と、3歳の男の子となり、

ゲーム機などで遊ぶ時間が多い中、少しでも絵を描くこ

とが好きになってくれますように。また３月に生まれた

双子も一緒に遊べるものをと考え「おえかきボード」を

つくることにしました。孫が並んで描けるようにと、ホ

ワイトボードの幅を120㎝とし、フロアー置きと壁掛け

で使えるようにしました。 

材料集めとして、近くの文房具屋、ホームセンターな

どで探しましたが、なかなか思うものがなく。今や、と

ても便利でどんなものでも探せる通販でさがしました。 

ホワイトボード（ホーロータイプ）をアマゾンネットで

購入、ホワイトボード用ペンは近くの文房具屋などで探

してみましたが、黒と赤色のみで、多色のカラーペンは

無く、おえかき用として１２色のホワイトボード用カ

ラーペンも通販で購入しました。 

ボード台は木製で、ボード面の角度を10/15/20/35度と

変えることができ、更にスタンド足は背面内部に折り畳

め、其のまま壁掛け出来る構造としています。 

保育所から帰ったら、なかよくおえかきの時間です、な

にをかこうかな～！ 

 作品製作には、各種の電動

機械・工具を使い加工を行っ

ているため、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。 

更に作品を増やしながら、楽

しみたいと思っております。  

ものづくり         おえかきボード                       古賀 誠次郎 

背面の折り畳み構造 

           平賀氏の足跡と白市の街並み探訪                 矢部 昭 歴史探訪の会   

 「歴史探訪の会」では、3月

9日（木）に平賀氏の足跡を訪

ねる例会を実施しました。 

「平 賀 氏」と は、安 芸 の 国 

賀茂地域を本拠とした中世の

在地領主で、13世紀末から

1600年の「関ヶ原の戦い」ま

での約300年余りにわたって、

賀茂地域を本拠とした在地領主です。平賀氏は、元は源

氏の一族で、源頼朝を支えた有力な関東御家人の一族で

したが、その後の北条執権時代には出羽の国（現在の山

形、秋田地方）に基盤を置き、次いで1274年の「蒙古襲

来の役」を契機に、現在の高屋町一帯に新地頭として入

国したと伝えられています。戦国時代には山口の大内

家、出雲の尼子家、広島の毛利家といった巨大勢力の中

でもまれながらも生き残り、ついには、中国地方の盟主

となった毛利家に属しましたが、最終的には関が原で敗

者となり、毛利家とともに長州（現在山口県萩市地方）

に下った一族です。このように、平賀氏はこの地域に暮

らす我々にとっては身近な“戦国大名のはず”であり、

今一度もう少し深く入り込んでみようとの趣旨で企画し

たのが、此のたびの探訪です。 

 当日は、まず、第一部として、東

広島市生涯学習課の「吉野健志主

査」を社友会室に招いて「平賀氏の

歴史」について講座を受けました。

吉野様はパワーポイントを使って

ハッキリとした良く通る口調で、平

賀氏の家系、城と城下町造り、戦い

と盛衰の変遷等々を興味深く説明し

て下さいました。 

 講義を受けた後の“第2部”で

は、東広島観光協会のガイド

の方に、平賀家の3つの城跡

（※3つとも山城）と、朽ち

果てた一族の墓地、既に廃寺

となっているが建造物だけが

現存している菩提寺などを探

訪しました。 

 ※⇒古い順から、 

①御薗宇城（高屋町高屋堀） 

②白山城（高屋町白市） 

③頭崎城（高屋町貞重） 

 白市の街並みとしては、国

の重要文化財に指定されてい

る「旧木原家住宅」をはじめ

として、「伊原惣十郎家」と

「伊原八郎家」の江戸初期から明治、大正時代にわたっ

て建造された現存旧家や、三次、久井と並ぶ広島の「三

大牛馬市」と称せられていた「牛馬市跡」に加え、今は

懐かしいサーカス名の「木下曲馬團」「矢野曲馬團」と

刻まれた石柱などを見学しました。  

 今回参加したメンバーのほとんどが、白市の街並みを

訪ねるのは初めてではありません

が、歴史的な観点で、知識豊富なガ

イドの説明を受けると、新しい発見

や、認識を新たにする事柄がありま

した。 

当日は弥生3月なるも、“強風寒波

の戻り”的な寒さで、天候に恵まれ

なかったことが、少し悔やまれまし

た。 

出前講座 

養国寺 

旧木原家住宅 

なかよくおえかき 

おかえきボード 
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第178回社友会ゴルフコンペ（賀茂カントリークラブ）  

優勝 西尾 弘さん 

前夜からの雨ではっきりしない天候の悪

条件でスタートでしたが、意外と好調で

スコアーがまとまった。午後も好調を期

待してスタートしたがミスを連発、いや

な流れが続いた。幸いにも最後の3ホール

がボギー、パー、パーで収まり、かろうじてトータル

netアンダーパーで終われた。ベテランの方々の成績が

予想外に悪く、アンダーパーぎりぎりでも運よく3年ぶ

りに優勝できた。次の何年後かの優勝をめざして、ゴル

フを楽しみたい。 

準優勝 伊野部 哲夫さん  

今年初のコンペに準優勝できてうれしく

思います。勝因としては、パットが意外

に良く強め強めに攻めたのが結果として

残せたのと、小雨の為花粉が少なかった

のが花粉症の自分にとり大変助かりまし

た。又今回より古希のため前から打たしていただいたの

でベスグロを頂けたと思います。  

3位 伊藤 泰三さん 

4年ぶりの参加で、思いもかけず入賞した

のは、ハンディキャップをいっぱいもらっ

たのと、雨で皆様のスコアが悪かったため

と思っています。同伴者と楽しくまわれ、

良い一日でした。今後もできるだけ時間を

つくり参加させていただきますのでよろしくお願いいた

します。 優勝を目指して頑張りたいと思います。 
 

《グランドチャンピオン戦（GP戦）》 

優勝 桂 宏生さん 

今年になって打ち方を変えました。当日

は良い球も打て、そこそこのゴルフが出

来たと思います。パターも絶不調から回

復してきました。グランドチャンピオン

になれたのはトリプル、ダブルボギーが

あるものの、練習の成果が表れてきたものと喜んでおり

ます。今後は飛距離を伸ばす等精進したいと思います。 

同時に皆さんといつまでも楽しくラウンドする事も目標

にしたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。 

ゴルフ同好会報告                                  末沢 公彦 ゴルフ 

 年齢を重ねると 1年の『早い事。早い事』。寒かった

冬も終わり、桜・ツツジ・サツキ、若葉の季節が巡って

きました。 

 この間、テニス同好会は強風・小雨・小雪も『何のそ

の』毎週水曜日、コートで汗を流しお蔭様で無事この春

を迎えられる事は、リーダー始め参加される皆さんの人

柄、熱意の賜物と同好会の一員として感謝、感謝．合

掌。 以下最近の活動状況を報告致しますと 

①練習会を通じ、体力維持向上に加え、技術面でもゲー

ムが楽しめる迄向上。 

②参加メンバーも多士多彩（メンバーの家族、友人又往

年のプレーヤーから初心者迄） 

③最近はコート3面での活動へ(20名程度/毎回の参加が

有り盛況？) 

と『親睦、健康、体力維持向上』を念頭

に活動中です。（脳にも軽い刺激を与え

ボケ防止にも効果あり?） 

 和気藹々の会です。皆さんも一度体験

されませんか？ お待ちしてます。 

 未知への挑戦                          前田 訓  テニス 

 

春～が来た、は～るが来た！ゴルフを楽しむ皆さんに

も春が来た！ 桜の季節ですね。今年度ゴルフシーズン

の開幕です。4月10日に今年度の第1回を白竜湖カント

リークラブで、桜を見ながら開催いたします。 

 3月21日に昨年度の最終戦及び年間グランドチャンピ

オン大会を賀茂カントリークラブで開催いたしました。 

コースは最高ですが、残念ながら天気は最高とはいか

ず、小雨の中での大会でした。何故か社友会コンペの日

は、ピンポイントで雨になるのです。おかしいですね。

幹事が雨男なのでしょうかね・・・。まあ天気の方は仕

方がないのですが、その中でも成績の良い方は1月、2

月の自主トレ期間に努力されているのでしょうね。 

頑張った方の発言を聞いてみましょうね。 

 

＊グランドチャンピオンとは年度で優勝と準優勝した者

に権利があり、年度末のコンペで最高位の者 
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平成あそび隊              ～ 山陽乳業・新栄商事・くりーむパン八天堂を訪ねて ～      大久保 進也 

 今年初のメバル釣りを3月7日に計画しました。大メバ

ルを狙う為に半夜釣りに予定したのです。 

昼のメバル釣りは2月の中頃からサビキで釣れますが最

近はポイントがだんだん少なくなりましたのでどうして

も型が小さくなり。大きくても20～25センチまでです。

それに比べて半夜のメバルは一回り大きいいのです。餌

は青虫で、頭の光をめがけてメバルが食いにくるそうで

す。しかし青虫釣りの方法にもいろいろと難しさが有り

ます。餌の青虫は平均で10センチ位です。したがいメバ

ルは潮の流れによって頭から食べに来たり青虫のしっぽ

から食べるときがあります。頭の時は当たりが有ればそ

のままゆっくりと竿を上げればいいのですが、しっぽか

ら食べにきた時が問題です（実際には多いです）。竿先

に当たりが有るので竿を上げると青虫が半分だけたべら

れています。こんな時の対策が出来れば釣果は良くなり

ます。したがい頭からかしっぽからは解りませんから、

竿先に当たりがあれば上げていた竿を止めて、ゆっくり

と下げていきます。するとメバルが餌を本格的に食べま

すので大きい当たりが出ます。そこでゆっくりと竿を上

げます。簡単なようですが実際にはなかなか難しいで

す。潮の流れ、竿の硬さ、竿の長さによってもタイミン

グがとりにくいのです。竿は３メートル位で、できるだ

け柔らかいのがいいです。硬いとメバルが青虫を口にし

た途端に抵抗があり餌をはきだすからです。しかし25セ

ンチ以上のメバルが釣れるとやったと思い、リールを巻

くのが楽しいです。そんなことを思いながら用意したの

ですが、3月7日はあいにくの寒波で温度は最高が6度、

波の高さは1.5メートルで、今年初のメバル釣りは延期

になりました。次回は4月21日です。これから季節も良

くなります。釣りにいきませんか。 

釣 り       メバルの半夜釣りは波高く延期                                                         川田 正勝 

 3月8日 三原市周辺の2工場とシャー

プOBの起業会社の見学会を行った。

シャープ第3工場を社協バスにて9時出

発、参加者も23名と盛況。まず乳製品

の山陽乳業㈱を見学、品質管理室 堀本

氏に案内頂いた。生産はHACCP(総合

衛生管理システム)を基に、牛乳パック

の組立から注入・殺菌・検査など、人手に触れない完全自

動化で、ガラス越しに見学。製品は自社の外に他社ブラ

ンド(OEM)も多く、山陽製と知らずに購入する人も。 

 次に㈲新栄商事訪問。中嶋修身会長と奥様(旧姓生駒)

は元シャープ(八本松)勤務。将来を見越して独立・起業

され、現在は冷凍食品・農業・葬祭事業など手広く経

営、地域活性化のリーダーでもある。参加者の中に当時

のご夫妻を知る

方も多く懐かし

く歓談された。 

 午後は「くりーむパン」で知られる八天堂(創業昭和8

年)を見学。案内は声の良く通る松本さん(女性)。製造工

程は直接見られる為、見学者はマスク・帽子・白衣・手袋

をつけ、クリーンルームを通るなど、ほこり対策が厳し

い。パン生地の成型と焼上げ工程・クリーム作り・パン

へのクリーム注入・包装などは手作業がモットー。生産

は一日3～4万個、正月には6万個を超えるとも。テレビ

番組で紹介されて人気沸騰。残念ながら工場では商品の

販売はない。昼食は別棟の広く明るいカフェテリアで済

ませた。見学を終えて、同じ食品関係でも「完全自動化

でガラス越し」と「製造工程の側で見られる」違いが

あったが、いずれも安全・安心を大切にしていた。 

また新栄・中嶋会長の 

「最近はリーダーがいな

い、ついてくる者ばかり」

地域リーダーの言葉として

印象に残る。 

皆様有難うございました。 

1月7日の太刀魚釣り  

山陽乳業プレゼン 

山陽乳業 

大久保さん 

新栄商事 

八天堂(見学) 

新栄商事(中嶋会長) 

くりーむパン八天堂 
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思い通りの写真が撮れる便利機能 !! 

2017年2月9日発売 2017年2月3日発売 2017年2月3日発売 

スマートフォン AQUOS ニュースVol.11 

★★★ 最新スマートフォン AQUOS ★★★ 

水の魔法がかかった 

ディズニーの世界を楽しむ

スマートフォン 

手にフィットするスマー

トボディ 高画質カメラで

自撮りもキレイ 

カメラもいいね。 

手の中にここちよく収まる 

プレミアムなコンパクト 

    最適な構図をアドバイスしてくれる 「フレーミングアドバイザー」 

 写真を撮るときに「構図」で迷いませんか？複数の要素をバランス良く整えたり撮影用のグリッドとして使える

「三分割構図」、安定感や遠近感を生み出す「三角形」など、シーンに合せてガイドやメッセージで適切なアドバ

イスをしてくれる「フレーミングアドバイザー」機能が便利です。 

                    （下記の機種のほか、SH-04H、AQUOS Xx3、SHV34などに搭載） 

 

           

 

 

       

 

 

 

 

【オート】にしておくと

被写体の種類に適した構

図をテキスト表示で教え

てくれます! 

＜三分割＞ ＜三角形＞ 

＜黄金分割交差＞ ＜フィボナッチ＞ 

＜十字＋日の丸＞ 
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広島支部行事予定 2017年04～06月 
 

 4月 6日(木) 春季親睦日帰り旅行 

 4月28日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

 5月26日(金) 定期総会－役員会 

 6月23日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

 山口地区会員   稗田 芳人 

地 区 会 員 便 り 

編集後記： 
hibikiも70号からオールカラー化、さらに71号から4

ページ増えて16ページとなり、AQUOSニュース・ボラ

ンティア活動等、より広く情報を皆様にお送り出来るよ

うになりました。今後も皆様が興味のある出来事、役に

立つ情報の発信に努めたいと思います。    M.N. 

「山口地区だより」 

定年退職して、はや6年が経ちました。広島、山口の

社友会行事には積極的に参加し交流を深めておりま

す。 

多くの会員の皆さんに会えるのが楽しみです。 
 

 私事では義父が入院中でしたので看病のため鈴鹿（ 

三重県）から妻の実家の周南市（山口県）へＵターン

し、そしてどうにか義父を看取ることが出来ました。 
 

その後、お菓子屋でケーキの配達をしておりまし

が、配達中にケーキが壊れるアクシデントに見舞わ

れ、やむなくお菓子屋を辞めることになりました。 

現在、資材会社で工業薬品を周南コンビナートの会

社等へ薬品配達のアルバイトをしています。 

昨年7月に町内会の大掃除にて溝の上にあがった時

に、足元が急にふらつき、とっさに、下の溝へ飛び

降り右足踵を骨折してしまいました。体力は人一倍

自信があったのですが、つくづく歳を感じました。

約2か月間ギブスを付けて仕事を休んだので職場への

復帰は困難だろうと思いましたが、幸いにも復帰出

来、喜んでいます。 

 

体が元気な限り、仕事をして少しでも社会に恩返

し、しようと考えます。 

一日一日を元気で過ごし歳を重ね、先のことではな

く、ちょっと先の事が楽しいと想像しながら、日々楽

しく過ごしていきたいと考えます。 
 

私の住んでいる周南市を紹介いたします。当地は、

「コンビナート」として有名で企業群が集結していま

す。そのなかに、列車の製造をしている日立製作所が

あります。先日、イギリス向け新幹線 （＊1）を工場

から港に陸送の見学に行き、まじかで見る新幹線に日

本が誇る企業の素晴らしさを感じました。  その他、

出光やトクヤマ、東ソー、ゼオン、武田薬品、帝人等

の工場群が港に集結しています。そのため、工場群の

夜景が素晴らしく、夜景ツアーに多くの人が見学に来

られます。 

会員の皆様も、機会があればぜひおいでください。 

 

＊1：英国向け

高速鉄道車両の昼

間陸送、3万人の

観客でにぎわう。 

        元気に働く筆者 

      英国向け新幹線の昼間陸送 

英国向け新幹線陸送中 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2017年1月1日～3月末までの入会者    敬称略 

 

 新井 優司
あ ら い  ゆ う じ

  No.6580 IoT通信事業本部 
 

    広島支部会員数 495名、2017年3月末現在 


