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「青春謳歌」 徳島県            新林 達人（写そう会） 

 1面 ふれあいフェスティバル２０１７開催のご案内 

 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「一人一品運動」実績報告 

 3面 地区役員報告 

 4面～5面 

   シャープ広島支部定期総会/懇話会2017開催報告 

 6面～7面 

     2017年 春季親睦日帰り旅行報告 

 8面～14面 

     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（広島地区） 

    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 

             ふれあいフェスティバル開催のご案内 
 

 

 広島支部“ふれあいフェスティバル２０１７”を下記の通り開催致します。 

・日 時：平成29年8月27日（日） 10：00 ～ 12：00 

・場 所：かつえ坂にこにこ第二公園（さくら公園 = 昨年と同じ） 

・内 容：① 新鮮野菜産直市 

  ② フリーマーケット 

  ③ 冷やしそうめん 無料試食会 

  ④ お子様向けゲートボールによる商品ゲット遊び 
 

［その他連絡事項］ 

 ・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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 平成29年度シャープ社友会広島支部副支部長の役を

受けさせて頂きました大畠です。一昨年10月に入会し

たばかりの若輩者ですが、広島支部の諸先輩方に対して

何らかのお役に立てればという事と今までお世話になっ

たシャープに対しての恩返しという事の思いから受けさ

せてもらいました。社友会のことはほとんどわからない

状況でのスタートですのでいろいろとご迷惑をかけるこ

ともあると思いますが皆さんのご支援、ご協力を頂きな

がらぼちぼちとやって参りますのでよろしくお願い致します。 

話は変わりますがシャープの現状と今後について私の

個人的な見解を述べてみたいと思います。(情報源は新

聞等公なものからでインサイダー的なものはありません) 

昨年債務超過になり救済先を産業機構かホンハイかの選

択で、ホンハイの傘下になることを決定し、社内外で大

変なホンハイショック的な動きがありましたが、今に

なってみればホンハイの傘下で2016年度営業利益は黒

字にまで回復出来て、株価も400円台まで回復し、

シャープというブランド（会社）が存続出来ているとい

う事はシャープOBとして本当に良かったと思います。 

 「世の中は常に変化するもの」であり、それを真摯に

受け止めてその変化に対して会社として、個人として何

をすべきかを考えて行動する事とよく言われることがあ

りますが、実際にその場に直面した場合、その変化を受

け止められないというのが現実と思います。 

今回シャープの幹部、従業員の方々は本当に大変だった

と思いますが、変化を受け止め立派に黒字回復に注力さ

れたと思っています。（感謝しております） 

ただ本番はこれからだと思います。つまり拡大路線に向

けての行動が出来るかということだと思います。 

シャープが存続、繁栄してこその社友会だと思いま

す。我々社友会としてシャープに対して何が出来るかを

常に考えながら及び、退職後の生活をいかに有意義に過

ごすかを考えながら行動したいものです。 

秋 春 夏 冬 
                              「新副支部長就任挨拶」                副支部長  大畠 昌巳 

 

 役員会便り           事務局長 松見 弘  
 

※ 2017年広島支部定例総会を5月26日（金）に事業本

部多目的ホールにて開催しました。多数のご参加有

難うございました。  

※ 定期総会にて3名の役員が退任され、新たに6名の役

員が就任されました。総数23名の役員にて支部活動 

 

  を行って参りますので宜しくお願い致します。  

※ 「ふれあいフェスティバル２０１７」を8月27日  

（日）に開催致します。ご期待ください。  

※ 来年、2018年は社友会広島支部結成25周年を迎え

ます。記念に残る特別行事を予定しています。企画

内容に関しては今後随時連絡させて頂きます。  

社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2017年(H29年) 8月 ～ 2017年(H29年) 10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。 

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2017年4－6月） 
 

2017年度4－6月の実績を報告いたします。 

 ＜広島支部会員累計実績＞                                  単位：円 

携帯電話機購入実績（2017年4～6月）：合計 5台 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■4/1（土）ゆうゆう会・社友会あるこう会合同「佐伯

区運動公園＆植物公園 花見コース」企画開催・実施  

天候に恵まれ、42名参加（男性30名、女性12名）、

無事終了。（詳細は支部HP あるこう会ニュースにて公開

中） 

■4/10（月）「ゆうゆう会・第2回世話人会」ホテル

JALシティで世話人7名参加、ゆうゆう会員登録名簿

見直し確認、新規会員掘り起こし策検討、関係者各位

にてアタックする事を申し合わせ。 

■5/26（金）社友会広島支部・第24回定期総会へ世話人

3名、他ゆうゆう会員8名参加、「社友会広島支部」事

業報告/H29年度事業計画の確認、「シャープ（株）

戴社長」の決算報告/今後取り組み方針説明DVD視

聴、懇親会でIoT事業部の現状/今後の取組等の情報収

集と「H29年度 笠岡地区観光」等情報交換にて親睦

交流を促進。 

■6/12（月）「ゆうゆう会・第3回世話人会」開催、

H29年度「第14回総会懇親会」の案内案の検討。 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■山陰磯釣り同好会、第1回を島根半島出雲市鵜峠にて5

月9日夕方から翌日昼まで実施。又、第2回は6月13日

昼から翌朝10時まで浜田市浜田港の通称シャクリ波止

に渡り実施されました。 

■第11回社友会山陰地区懇親会を島根県出雲市にて9月

に一泊二日で開催の計画中です。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■恒例の第39回岡山シャープOBコンペを予定通り、梅

雨時で天候も心配されましたが、ゴルフ日和の中、4

組14名参加で、なごやかに実施しました。 

 開催日：平成29年6月23日 

 場 所：美作カントリークラブ 

 優 勝 吉川 哲三郎(95, 21.0, 74.0) 

 準優勝 尾上 明和(103, 26.4, 76.6) 

  3位 伊丹 昭(96, 19.0, 77.0)  

 4位 井元 俊夫 5位 江口 文夫 6位 中村 雅信 

ブービー 出口 義則    ＊次回は、9月14日(木)

建 部 カ ン ト

リー倶楽部に

て、開催予定

です。（スケ

ジ ュ ー ル 予

定、お願いし

ます） 

〔山口地区〕             松田 正博 

■4月2日に岩国にて有志で花見をしました。寒い日でし

たがおいしい食事とお酒で話もはずみました。 

■7月8日に第5回の山口OB会を開催します。現在40名の

参加予定で準備を進めています。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■本年度もゴルフコンペを毎月実施しております。上半

期の実施状況と成績です。 

〔福山地区〕                        星野 高範 

■春の花見の会を4月4日福山城で花見、その後福山駅前

居酒屋での懇親会を行いました。今回は、遠路奈良か

ら、米田元専務（元福山事業本部長）も参加いただき

賑やかな花見の会となりました。 

■恒例の春のゴルフの会は4月17-18日。これも恒例に

なっています岡山作州武蔵GCで行いました。楽しい

プレイとなりました。春の花見、ゴルフの会は定例の

会合としておりますので皆さん大勢の方の参加をお待

ちしております。 

 

〔関西・中部・関東地区〕         伊藤 宜夫 

■当地区では努力目標として年2回集まることとし、皆

さんの希望を募り開催しています。今回は5月17日、

大阪万博後に最近できましたEXPOCITYを散策しまし

た。ここは8つの大型エンターテイメント施設があ

り、この中のNIFREL（ニフレル）に入場。ここは水

族館、動物園、それに見せるための芸術的な嗜好も加

えた新しい形のミュジアム

です。その後昼食を楽しい

時間を過ごしました。 

  今回の参加者は3人でし

た。次回は10月か11月を

予定しています。 

地区役員報告       企画担当幹事 金國 信太郎 
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社友会広島支部第２４回定期総会及び懇親会開催報告 

 実施日：2017年5月26日（金）           開催場所：シャープ(株) IoT通信事業本部 多目的ホール        

 参加者：100名（社友会 85名/紅葉会 15名）                    企画担当 中崎 春香 

 総会開催に先立ち物故会員5名のご冥福を祈り、黙祷。中野副事業本部長、阿部労組委員長、藤井総務部長 

 佐治元副社長のご来賓参席のもと、SEMC製品展示、健康講座セミナーを交え開催しました。 

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 

 シャープ株式会社本社で開催された本部総会に出席してきました。社長に逢えるのを楽しみにしていましたが、

生憎台湾出張の為、衛星中継で挨拶、シャープの状況等話がありました。後ほど懇話会の中で録画を見てもらいま

す。社友会は25周年の節目を迎えるので、別途企画を考えます。 
  
 審議・議事報告    (紅葉会個別審議）                               報告者 
 
  1.平成28年度 事業・行事報告                 渡邊副支部長 

  2.平成28年度 一般会計決算報告                下田幹事 

  3.平成28年度 会計監査報告                  岩垣会計監査（代理） 

  4.平成28年度 同好会活動報告                 菊池幹事 

  5.平成29年度 事業・行事予定（案）              渡邊副支部長 

  6.平成29年度 一般会計予算（案）               下田幹事 

  7.規約改定（案）報告                     渡邊副支部長 

  8.役員交代の提案                       東 支部長 
   
 質疑応答はいずれも全て承認された。 
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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状

況は、1年前は株価も100

円を切った状況でしたが

この1年で400円台にまで

に戻って来ている事は、

会社幹部のみならず現役

の皆さんが頑張ったお陰

と感謝しております。 

 

 社友会として、会社製品購入が少しでも業績向上に貢

献となるので、皆様の協力をお願いします。       

 決算報告がなされ、

Q3まではマイナス成長

でしたが、Q4では全社/

通信事業本部共にプラス

の利益確保が出来、回復

基調に成っている。 

 IoT通 信 事 業 本 部 の

2017年取り組みは、ハー

ドウェア事業主体から

IoT 事業へ変換していく。 

 労働組合の取り組み発表 

（賃金制度の変更） 

（50周年の取り組みを

行っていく。カープの観

戦席を確保等、色々な企

画をしていく）。 

阿部執行委員長 ご挨拶 来賓の藤井総務部長 商品説明 渡辺課長 

黒田副支部長 開催挨拶  
中野副事業本部長 ご挨拶 

慶祝者代表挨拶 児玉さん 新入会員代表挨拶 栃原さん 来賓の佐治さん 

  

 

食事をしながら歓談される皆さん  SEMCによる商品紹介    写そう会写真展示 

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。 

 東広島市健康福祉部 健康増進課 下村優理子様よ

り、“高齢者の健康づくり”をテーマに生活習慣病

の対応について、日々の生活習慣を変えてみよう

と、無理のない体操を交えながら講演いただいた。 

特別講演  

 

健康体操を行う皆さん 
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２０１７年 春季親睦日帰り旅行 
“天空の城・日本のマチュピチュ雲の上に浮かぶ城！「竹田城址」、 国宝 姫路城” 

参加者 ： 社友会員30名、 紅葉会員16名、 同伴者6名  合計52名 

               実 施 日：2017年4月6日（木）       報告者：田井 正治 

今回は関西地区委員の企画で実施、定刻通り第3工場を出発し、一路竹田城跡に向かいました。山陽自動車道、播但

自動車道を経由し、JR竹田駅で天空バスに乗り換え、中腹第2駐車場で下車し、徒歩20分で竹田城跡の入り口料金

所に到着（東広島出発後約5時間）しました。 

いよいよ、竹田城跡です。急な階段を上がり北千畳、三の丸、二の丸、本丸、天守台、南二の丸、坂道と本当にす

ごい山城でした。南千畳で集合写真を撮り急な坂道を下山しました。屋敷の記録は残っていないとのことですが、

400年以上前にこの様な城を構築したことに関心仕切りでした 

第3工場 集合 6：20 福山SAにて休憩 まちなか駐車場よりＪR竹田駅へ 

JR竹田駅 天空バス乗場 中腹第2駐車場にて下車 竹田城跡入り口料金所に向けて 

竹田城址 国宝 姫路城 
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おみやげ百選で昼食、隣にある せんべい会館でお土産購入。次の観光地“姫路城”に向いました。このころから、

雨になり雨、雨の“姫路城”でしたが、改装されたお城は満開の桜をバックに素晴しく美しいものでした。 

２０１７年 春季親睦日帰り旅行（前ページより） 

おみやげ百選で昼食＆お土産購入 

海鮮せんべい但馬でお土産購入 雨に映える姫路城 

東広島には定刻通り全員無事帰着しました。来年の秋季親睦旅行は“屋久島・種子島方面”です。今回企画頂い

た、関西地区の皆様にはお世話になり厚くお礼申し上げます。 

シャープ第3工場 

さくら公園 

海鮮せんべい但馬 

姫路城にて 

開催日：2017年8月27日（日） 

時間 ：10：00～12：00 

開催場所：かつえ坂にこにこ第二公園（さくら公園） 

  ★新鮮野菜産直市 

  ★フリーマーケット 

  ★冷しそうめん試食会（無料） 

  ★お子様向けゲートボウルによる商品ゲット遊び!! 

お子様の安全は保護者の方の自己責任でお願いします。 

 

写真やイラストはイメージです 
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写そう会         ---  新たに取り組むホタルの幼虫撮影に一喜一憂 ---            中西 康憲  

ホタルの生態研究と幼虫撮影に挑戦  

 ホタルは大きく分けてゲンジ蛍・ヘイケ

蛍・ヒメ蛍の3種類が生息しており、カワニナ

等の巻貝を食べ、9ヶ月余り水中での幼虫期と

地上に上陸しての2ヶ月足らずのサナギ期を経

て、5月下旬～7月初旬頃に伴侶を求めて夏の

夜を飛翔し、私達を楽しませてくれます。ゲ

ンジとヘイケは2～3秒間光りながら飛ぶのに

対しヒメ蛍は0.2～0.3秒間隔の点滅で飛翔す

るので、カメラで撮ると全く違った写り方を

して楽しいものです。ゲンジ蛍やヘイケ蛍は幼虫の時から光を放つ事から、サナ

ギになるため桜の花が散る頃に川から上陸する姿（光だけ）を捕らえようと昨年

よりカメラで追い続けています。月の無い雨が降る夜に川から上陸するホタルの

幼虫を僅かな光だけを頼りに雨の中を少なくとも１時間以上の撮影が続きます。

正に忍耐と気力が要求される被写体ですが、人の眼では容易に見る事が出来ない

幼虫の光をカメラの眼は確りと捕えます。来春は桜とホタルの幼虫のコラボをカ

メラに収めるべく彼方此方と撮影地探しに奔走しています。(記事:中西康憲) 
 
 

熊本大地震後初めての九州方面撮影会  

 6月14日～15日メンバー6名により大分県

豊後高田市「昭和の街並み散策」「田染荘の

棚田」「真玉海岸夕景」そして、メインの由

布川渓谷は3年ぶりの撮影会です。特に由布

川渓谷は熊本地震の影響により彼方此方で崩

落が見られ、加えて雨不足により渓谷に落ち

る滝の水量も少なく記憶に残る作品作りが出

来なかった事が残念でした。次回、体力を蓄

え再挑戦に備えたい気持ちで渓谷を後にしま

した。             (記事:中西康憲) 
 

見納めの三江線の桜(春季定期撮影会)  

 来年3月末でJR三江線が廃線となる事から4月9日

(日)見納めの三江線電車&桜撮影会を実施し、参加者

6名、去りゆく三江線との別れを惜しみました。今年

は桜の開花が大幅に遅れたうえに天候不順で撮影会

日程調整に一苦労しました。幸い、桜は満開でグッ

ドタイミングでしたが、「JR潮駅」を中心に好人気

の撮影スポットは列車が通過する数分の為に数時間

も前から三脚が立ち並ぶ様は少々異常な感じがしま

すが、列車を待つ時間は写真仲間の写真談義に花が

咲きます。道中、立ち寄った安芸高田市向原の玉川家の枝垂れ桜は樹齢300年とも言わ

れ立派な桜でしたが、夜のライトアップも含めて桜保存会の方々のご苦労を感じながら

の撮影会でした。(記事:谷水 毅) 
 
 

支部定期総会「作品展」を開催 

 5月26日に開催された広島支部定期総会の会場を利用して「写そう会の作品展」を

開催し、出席会員の方々に日頃の写真活動の一端を紹介しました。今回は12名(24点)

の出品で広島県美展、東広島市美展を中心と

した入選作品の紹介も併せ行いましたが、特

に中西会員の作品で月の無い雨が降る夜に微

かな光を発して移動する「ホタルの幼虫撮影

写真」をPC動画にて紹介し話題を呼びまし

た。又、地域活動の一環として9月には恒例と

なった「東広島合同写真展」に今年も写そう

会から出品を予定しています。(記事:谷水 毅) 

ホタルの幼虫 

幼虫の上陸活動 

 

豊後高田-昭和の町-昭和ロマン蔵前にて 

由布川渓谷-猿渡入口にて 
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平成あそび隊              NHKハートプラザ ＆ 広島市西部リサイクルプラザ          川田 芙美子  

 5月10日(水)22名、NHKハ ー ト プ

ラザと広島市西部リサイクルプラザ

を見学。NHKでは私の孫娘くらいの

年かっこうの女性が案内してくれ

た。3階のハートプラザに案内され

るとシャープ製85インチ8Kテレビが

置かれ、魚が泳ぐ姿がキレイに映し

出されていた。NHKに関するクイズ

や説明のあと、アナウンサーと気象

予報士の体験があった。男女2人の

アナウンサー役がカメラの前に座

り、用意された原稿を読んだり、気

象予報士役は私で、映し出された日

本地図を棒で指しながら天気を説

明。自分の姿が本物の番組のように

画面に映って面白かった。合成映像

体験では、4人の女性が2人づつ合成

映像用の緑色の上着を着て、大空を

鳥のように飛び、海中を魚のように泳ぐ体験をした。昼

食は2週間前に開業したばかりのLECTを利用。平日なの

にフードコートはどの店も長蛇の列だった。 

 

 午後は西部リサイクルプラザを見学。家庭から出た資

源ゴミを分別して、資源として再生工場に送るとのこ

と。機械化がむずかしく人手による作業だ。現場見学の

あと再生資源で出来た再生紙や缶類、建築材などの説明

を受けた。広島市は有料ゴミ袋はないと聞いて東広島市

と違うなと実感した。  

広島市西部リサイクルプラザ 

 ボウリング同好会では、『第75回6月大会』を6月9日

(金)10時より賀茂ボールで開催致しました。 

年間4回実施している大会も回を重ね75回目の大会を開

催できたことに感謝。今回の大会は、23名（男性会員15

名、女性会員8名）が参加、総合優勝は『神﨑保範さ

ん』、女子の部優勝は『川田芙美子さん』がそれぞれ獲

得されました。3ゲーム（ハンディキャップ含む）合計

得点で競技を競い、神﨑保範さんが726点で総合優勝。

（準優勝）内田義盛さん604点、（第三位）出口昌孝さ

ん603点のスコアで獲得されました。女子の部優勝は、

総合4位の川田芙美子さんが601点で獲得されました。 

ハイゲーム賞は（男子の部）『神﨑保範さん258点』、

（女子の部）『川田芙美子さん202点』 ノーミス賞の

達成者は、田岡政行さん、坂田広海さん、神﨑保範さん

の3名がそれぞれ1ゲームずつ達成されました。又、今回

は久しぶりに特別賞の『ゾロメ賞』を長谷正勝さんが

444点で獲得されました。 

大会も今回で75回を数えました

が、この先も100回を目指して皆

さんと共に元気に楽しく回を重ね

て行きたいと感じた大会でした。 

新規会員も募集中です。

出来るだけ沢山の皆さ

んでボウリングを楽し

みましょう。興味ある

方の参加をお待ちして

おります。 
 

〔上位10位までの成績

（3ゲーム合計点HDCP 

 含む）〕                敬称略  

 1位 神﨑 保範 726点    2位 内田 吉森 604点  
  3位 出口 昌孝 603点    4位 川田 芙美子 601点  
  5位 細井 博文 571点    6位 川股 幸雄 567点  
 7位 田岡 政行 565点    8位 堀岡 光朗 561点  
  9位 和田 清子 560点     10位 牛田 峰子 559点   

ボウリング          ボウリング同好会｢第75回 29年6月大会実施報告｣                神崎 保範 

 

 

気象予報士体験 

合成映像の演技 

アナウンサー体験 

NHKの概要説明 

SHARP 85’’8K TV 
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同好会の例会は予め計画された各月の「テーマ」で作

品を描上げます。終了後作品を一斉展示し、迫谷先生の

講評を頂きます。制作中は手も動かしていますが、それ

以上に口も動いています。世の中のニュースからお互い

の情報交換も盛んで、楽しく賑やかなものです。 

これまでの行事を振返ると、旧市民ギャラリーでの展

示会、筆の里工房「絵てがみ大賞」への応募など、丸山

リーダーに背中を押されながらも、確実に続いてきまし

た。筆の里工房への応募は、作品サイズが大きく、絵と

文章作成に悩みますが、審査結果が発表され、作品展示

がされる際は、みんなで見学に出掛けます。学芸員の説

明を受け納得したり、反省したり大いに勉強になってい

ます。その後は恒例の昼食会があります。落着いた雰囲

気での和食とおしゃべりを、十分楽しんで帰ります。 

今年は、筆の里工房改築の為、「絵てがみ大賞」の募

集はなく「ほっと」するも、リーダーからは替りに福井

県坂井市の「日本一短い手紙」応募の提案があります。

これは昔徳川家康の頃本田作左衛門と云う武将が陣中か

ら妻へ送った「一筆啓上 火の用心、お仙泣かすな 馬

肥やせ」と云うあの有名な内容のもので簡潔明瞭な文章

で相手を気遣う心の優しさなど伺うことが出来、手紙の

手本と云われています。 

わずか40文字の短い字数に思いをこめる頭の体操は絵

手紙にとっても文章力を鍛える格好のトレーニングとな

ります。今年はこの「一筆啓上賞」に挑戦しようと考え

ています。  

絵手紙       雑 感                                 大久保 進也     

三宮 紘代 

川田 芙美子 

稲生 妙子 

増田 清 

迫谷 富子 平 洋子 吉田 巡子  

 女の子2人の孫のうち、上の子がこの春小学校に入る

年齢となり、木工をやっている爺としては、手作りの学

習机をプレゼントすることにした。それも、下の子も欲

しがるので、2組を同時に作ることにした。 

まず、孫と娘夫婦と一緒に、家具屋を回って市販の商品

を偵察した。最近は、机と椅子の単純セットではなく、

①机本体、②机と同じ高さの本箱、③その上に載せる本

立て、➃キャスター付きの3段引き出し脇机、⑤椅子、

のセット品が多いことが分かり、その組み合わせにする

ことに決めた。⑤椅子は、高さ調節式の回転いすを購入

することとし、上の子用は「パープル」、下の子用は

「ピンク」を基調色と決めた。 

 木工部の材料は、ゴムの木の集成材をインターネット

で購入し、2セット並行して丁寧に製作した。塗装は材

質を生かす透明の艶消しウレタン塗装を基本とし、引き

出しの前板と本箱の裏板

は、イスの基調色に合わ

せた塗装をした。 

3月の春休みに孫たちが爺

宅に来て、完成したセッ

トと対面した。その帰り

に合わせて、我が愛車ホ

ンダ軽トラックに机と椅

子2組をぎっしり積み込ん

で、山口県防府市まで運

搬した。部屋に設置する

と、上の子、下の子、両

親、その両親、みんな大

変喜んでくれた。孫たち

は、ランドセルやリュッ

クサックを背負っては

しゃぎ回っていた。 

ものづくり         孫の学習机                        梅田 正明  

下の子も机をもらった  2組の学習机 

上の子の入学プレゼント 

学習机セットの詳細 
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楽器演奏の会5名は、6月10日（土）豊かな緑に囲まれ

た志和町にある、ドエル東志和（介護付有料老人ホー

ム）に於いて楽器演奏を行いました。 

和やかな雰囲気の中、入居者様と一緒に歌える、「旅

愁」「知床旅情」から始まり「浜辺の歌」「ラ・クンパ

ルシータ」の4曲で第一部の終了。第一部と第二部の間

には、手回しで演奏が出来るオルゴールを紹介。このオ

ルゴールの奏でるメロディーは、江頭代表の手づくりパ

ンチカードによるもので、長いものは数メートルもある

力作です。入居者の方はその綺麗な音色に聞き入り、ま

た手回し動作も数名に体験して頂きました。 

第二部も皆さんで一緒に歌える「若者たち」より始ま

り「おぼろ月夜」「川の流れのように」最後に「故郷」

を皆で合唱し、笑顔の中で楽器演奏は終了。今後も定期

的に同所を訪問することとなりました。 

9月17日（日）には中組地区社会福祉協議会主催の中

組地区敬老会（川上地域センター）にて同様に演奏を披

露予定です。今後も楽器演奏を通じ、地域社会に貢献し

て行きたいと思います。 

 

ドエル東志和（介護付有料老人ホーム）での慰問演奏        中川 宗和 楽器演奏の会 

 天応烏帽子岩山 例会登山記（2017年6月12日）                           渡邊 大輔   山歩会 

 梅雨の晴れ間、とはいっても今年の梅雨は気象庁が梅雨入り宣言したも

のの、雨になったのはたった1日。今日も安定していい天気だ。総勢17名

が3工場に集合し9時に天応の呉ポートピア公園目指して出発。瀬野のセブ

ンイレブンで弁当を仕入れ東広島バイパスを通りポートピア公園の駐車場

へ着いたのは10時過ぎであった。早速準備体操をして10時25分烏帽子岩

登山口へ向け出発。約2㎞の行程である。途中道を間違ったりしたが無事

墓所の登山口へ到着（10:40）。新川リーダーの登山コースの説明後11時

登山スタート。いきなりの急坂、沢山の落ち葉が登山道を埋め尽くしてい

る。暫く歩いていると汗が額を伝わって流れてくる。落ち葉に足を取られ

ないよう用心して登る。20分ほど登ると第1展望台（勝ってに命名）へ到

着。天応から広島湾が広がって見える。天気が良く見通しがいい。汗を拭

きながら絶景を楽しむ。さらに登り始めるが登山道が細かな砂状の登り

坂、登山靴が滑る。ロープが現れそれを持って登るが大変滑りやすい。

7，8分ほど登ると第2展望台があった。ここはさらに眺望がよくなる。さ

らに10分ほど登ると第3展望台が現れ、ここでも広島湾の風景を楽しむ。

右手を見ると多数のゴツゴツした岩が見える。岩の間に登山道が見えるが

これは上級者用の岩登りコースである。さらに15分ほど登ると砲台跡に到

着（11：50）。戦時中はここまで大砲の弾を持って上がったのか？すぐに

上山391mの標識、暫くすると烏帽子岩山頂0.35㎞（12:07）の標識が現れ

た。昼食はドンガメ岩だ。山頂への道をドンガメ岩に向って下りた。ここ

も急な坂で気を付けて下り、ドンガメ岩の近くとドンガメ岩下2か所に分

かれて昼食をとった（12:30着）。ドンガメ岩に登るのは大変、梅田さん

しか登ることができなかった。しかしここからも素晴らしい眺めでした。

ドンガメ岩を12時55分に出発、烏帽子岩山頂を目指した。 

 10分ほどで山頂到着。ここへ登ると焼山方面の景色も見える。10分ほど休み山頂をあとにし

た(13:13）。山道にはネジキ、オカトラノオなどの花が咲いていた。。上山391mから天応駅別

れへ出て下山開始。下山道も急坂の連続で、特に砂地の山道では滑り2度3度尻餅をつき笑いの

連続で下りて行った。ポートピア公園へは14:40。途中フジグランで全員アイスクリームを食べ

て第3工場(16:10)に無事に帰ってきた。天気に恵まれ大変楽しい山行であった。  

  

ドンガメ岩にて昼食 

烏帽子岩山を目指し 

上山頂上 

頂上を目指し 

頂上を目指し 

ストレッチ 

登山口 途中の岩場にて 烏帽子岩山頂上 

ドンガメ岩でバンザイ 

烏帽子岩山頂上に 

下山中 

下山しました 
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           宮島弥山史跡めぐり探訪                       松見 弘  歴史探訪の会   

 「歴史探訪の会」は4月4日（火）に宮島弥山史跡をめ

ぐる例会を実施しました。（16名参加）社協バスを利用

して9時に第三工場を出発し山陽道にて宮島へ。途中宮

島SAにて休憩。10時頃宮島口に到着。予約していた名

物のあなごめし弁当を受け取り、松大汽船フェリーにて

宮島に渡る（約10分）。宮島ロープウェイ乗り場まで徒

歩で行き、ロープウェイにて獅子岩駅（終点）に到着。

この日は外人や子供連れが多くロープウェイ乗り場は長

い列が出来ていた。その為に全体の予定が約30分遅れ

に。獅子岩駅にて今回のガイドをし

てもらう佐藤さんと合流する。ここ

より史跡の説明を受けながら弥山山

頂（535ｍ）を目指しウォーキング

スタート。途中弥山本堂前にて昼食

し、霊火堂「消えずの火」を見て三

鬼堂に入り説明を受ける。思った以

上に急な道を登り、巨大な岩のくぐ

り岩を抜けて山頂に到着。山頂の弥

山展望台・休憩所にて360度見渡せ

る景観を堪能。ここで記念写真を撮る。帰りは干満岩、

船岩、水掛地蔵、御山神社を見て弥山本堂に戻る。獅子

岩駅よりロープウェイにて下山。帰りも行きと同じルー

トにて17時頃に第三工場に到着した。宮島SAにて各人

の好みに応じソフトクリームや紅葉饅頭を食べる。 

 今回は晴天に恵まれたが平日に関わらず予想以上に観

光客が多かったので、進行が遅れ気味となりバタバタし

た感じの行程になったのが反省点でした。  

 

 瀬戸内海の３つの大橋渡って一泊二日ウォーキング旅行             川田 正勝  

 平成29年5月21日(日)～22日(月)

晴れ気温26度参加者26名(男性15名 

女性10名)＋1名(添乗員岩垣さん)今

年の一泊二日旅行は徳島から淡路島

への瀬戸内海旅行です。昨年は和歌

山の那智、白浜でしたが、バスの時

間が長いので今回は近くにしまし

た。今回の目玉の一つは四国と本州

を結ぶ3つの大橋、瀬戸大橋、大鳴

門橋、明石海峡大橋。雄大な眺めで

した。中型バスに乗り一日目は

シャープ第3工場を午前8時出発して

山陽道をドライブ。瀬戸大橋を渡り

高松から徳島へ。徳島と言えば鳴門

の渦潮と阿波踊りです。鳴門イン

ターを降りて鳴門公園千畳敷きレス

トランで大鳴門橋を眺めながら昼食

しました。そして此処から観潮船乗

場まで海岸を眺めてウォーキング、

うずしお観潮船に乗っての渦潮観潮楽しみました。生憎

く小潮の為に大きな渦は観られませんでしたが雄大な潮

の流れにあっとうされました。そして阿波踊り会館へ。

実演を観るだけでなく踊りに参加しての楽しいひととき

を過ごしました。眉山ロープウエイに乗って眉山山頂駅

から眉山公園をウォーキングして、今日の泊りの眉山公

園に有るかんぽの宿徳島に到着しました。海抜200mに

有りますので徳島市の夜景が素晴らしい眺めでした。 

 夕食宴会ではでカラオケを楽しみ一日が終わりまし

た。二日目は午前6時から眉山公園内往復早朝ウォーキ

ングを実施しました。午前8：30、かんぽの宿徳島を出

発して、大鳴門橋を渡って瀬戸内海で一番大きい淡路島

へ渡り、日本最古の伊弉諾神社（いざなぎじんじゃ）に

参拝。樹齢約900年の夫婦楠が有名です。たこせんべい

の里ではなつかしい味のたこせんべいの試食と、無料

コーヒを飲んで満足しました。あわじ花さじきでは明石

海峡、大阪湾を背景にポピーの大パノラマを楽しみまし

た。道の駅あわじレストランで、明石海峡大橋を眺めて

昼食しました。最後は明石海峡大橋を渡って、忠臣蔵で

有名な赤穂大石神社に参拝。赤穂市は塩で有名だそうで

す。赤穂城跡と赤穂大石神社でのガイドさんの話がおも

しろいので退屈しませんでし

た。山陽道をドライブ、予定通

り午後6時にシャープ第3工場へ

帰着しました。今回の旅行は天

気に恵まれたのと近くで有りながら

行ったことのない徳島、鳴門、淡路

島の意義ある旅でした。来年もい

い旅を計画したいです。  

あるこう会 

瀬戸大橋 大鳴門橋 明石海峡大橋 

 

うずしお観潮船 

うずしお 

あわじ花さじき 

阿波踊り体験 
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第199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） 

4月10日は寒く，絶好のコンディションには程遠い一日でした。体が流れない

ように打ち方を変えたのが良かったように思います。加えてメンバーの方々の

お陰でラウンド終了まで緊張感が途切れなかった事がスコアにつながったよう

に思います。これからも皆さんと共に楽しいゴルフが続けられるように心がけ

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 準優勝 長谷川 正義さん（写真左）  

本日はメンバーに恵まれましてありがとうございました。幹事の皆様のご苦労に感謝いたします。スコア（イン

40、アウト45）トータル85でした。内容はバーデイ＊3、パア＊4、ボギー＊7、ダブルボギー＊3、トリプル＊1、

バーディが3ホール来ましたので幸運でした。昨年は8月以降社友会に8月度1回しか参加できませんでしたので、本

年はたくさん参加出来る様頑張りたいと思います。ありがとうございました。 

 第3位 出口 昌孝さん （写真右） 

前回、第196回から3回目のコンペでの3位入賞はハンディキャップのお陰かな？今回の1位への壁は、更に高く、そ

れに焦点を定め、頑張るしかなさそうですね。 
 
第200回社友会ゴルフコンペ（東映カントリークラブ） 

 優勝 吉久 清春さん（写真中央） 

久し振りの勝利に感激した。メンバー表を貰った時、自分のハンディーが36も

あったのとコースがいつもの町民ゴルフ大会の相性の良い東映ゴルフ場という

事で何とか今目標にしている100を切るゴルフが出来ればという気持ちで臨み

ました。結果は100を切ることが出来なかったがよい結果となり、これからの

目標がしっかり出来たので良かったと思います。後2年弱で80歳を迎えるので

これから体力の衰えをゴルフの練習で頑張りたい。次の目標は100を切るスコアーに挑戦し優勝したい。  

 準優勝 沖田 憲三さん（写真左）  

今回は、初めて使ったボールを使用したのでセカンドショットの距離感が合わずグリーンオーバーが多数あり、次

回コンペまでに距離修正し優勝（グロス85）目指して頑張ります。 

 第3位 山脇 隆さん（写真右） 

今回は久々に運良く3位に入る事が出来ました。前半はアプローチとパターの調子が良かったのですが、後半は雨の

為思う様に行きませんでしたが、良きメンバーに恵まれ良い成績で終える事が出来ました。次回はさらに上を目指

して頑張りたいと思います。 
 
第201回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

 優勝 河上 國男（写真中央） 

久しぶりの優勝で大変嬉しく思います。要因をいろいろ考えて見ますと日ごろ

家でパットの練習をしているのが良かったのでは・・・スタートして2-3ホール

何となくパットが入りそれに呼応してショットも良くなってきました。ゴルフ

はメンタルなスポーツと言われていますが、まさにそれを実感できたラウンド

でした。 

 準優勝 末沢 公彦さん（写真左） 

グロス81というベスグロタイの成績に喜んでいます。最近コースでのPLAYが少し続いていましたので、アプロー

チが、だんだん、良くなってきていました。バンカーショットも含め、1パッと圏内へ寄せられたことがこの成績の

大きな要因でしょうか？それにしても、ネット65で

優勝できなかったことはとても残念です。又、頑張

ります。 

  第3位 村上 孝一さん（写真右）  

メンバーが大変良かった。ゆったりとコースマネー

ジメントができる間を与えられ又、課題であった

パットが、練習の成果で（1パット8回）いい成績に

つながったと思います。メンタルなスポーツです。

仲間と楽しくできたことを感謝しております。  

ゴルフ同好会報告                                  末沢 公彦 ゴルフ 

 ゴルフ同好会も今年度で22年目を迎えます。今年度

も“会員の皆さんの親睦と健康を維持すること、そして

ゴルフ技術の向上を図ること”を目標に、4月10日、最

初のコンペを白竜湖カントリークラブでスタートいたし

ました。残念ながら当日は寒く、コンディションは良く

ありませんでしたが、入賞者は技術だけでなく体力も優

れた方々でしたね。そして5月には、なんと200回記念

を東映カントリーで開催しました。すごいですね、ゴル

フ同好会。会員の皆さんみんな元気で頑張ろう。私も負

けずに頑張るよ。  
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ダンススポーツ                新しい挑戦！サンバ                                                        足立 充 

 新緑の季節から梅雨の時期になり暑さがこたえます

が、八本松教室での練習も一層気合が入っています。 

今までダンスは標準的なスタンダード（ブルース/ワル

ツ/タンゴ)とラテン（ジルバ/ルンバ/チャチャ)をやっ

てきました。4月になり会員で話し合いの結果(私の希望

が一番強かったのですが、、、)、新たな気持ちで私が

今までやってなかったラテン系サンバも追加して教えて

頂く事になりました。テレビで見るような羽根を付けて

踊るステップとは全く異なり異次元。他の皆さんと違い

中々覚えられませんが、目標は今年のクリスマスパー

ティーで踊れる事！老骨に鞭打って習っています。 

サンバステップは初めてのステップで従来のステップと

かなり異なるので、足がもつれてこけそうになります

（実際時々こけます：笑）。1時間半の間にサンバ含め7

種類のダンス練習の為、身体に負担かかり過ぎない程度

に時々休息しながらの練習に励んでいます。 

 又5月からダンススポーツ同好会のホームページが楽

しめる様、従来の写真だけでなく川添先生、会員の了解

を得て練習動画(You Tubeに登録してリンクをホーム

ページに貼り付け)も追加しました。川添先生と谷口さ

ん、中根さん達の動画は私が家で練習するのに非常に役

に立っています。私の動画はまだまだ下手な為載せれな

い(涙)。近日公開予定？ 

 6月2日に同好会久しぶりの蛸釣りに行きました。私は

いつも記していますが、釣りは魚と釣り仕掛けの戦争だ

と、今回の蛸釣りもそのことを嫌ほど感じました。太刀

魚、メバル、アジ、イイダコ、ハゲ、烏賊、どの魚も同

じですが、5年前と比べるとその仕掛けは大きく変化し

ています。それでは5年前の仕掛けで釣るとどうなのか

と思いますが、今は全然釣れません。従い今の新しい仕

掛けが必要になります。5年前の蛸仕掛けは、竹に大き

な針蟹の餌木に豚の脂をくくりつけていました。釣り糸

は20ミリの黒糸で船から手で投げていましたが、それで

も15匹位は釣れていました。今は電動リールにPEの3

号、竿は2メートルでリーダーは19号です。肝心の仕掛

けは、デビルクラッカー、テンヤ、等等、釣り具店では

新商品の蛸仕掛けが多くあります。昔の仕掛けで釣りを

している人もいますが釣果はダメのようです。朝5時安

芸津を出て30分程で蛸のポイント三原沖に着きました。

みはらし温泉の沖です。近くでの蛸ポイントは、松山の

観光港沖と三原沖です。今日の三原沖は海底が荒れてい

ます。石が多くて根係りの多いポイントです。新しい仕

掛けで釣りを開始しましたがなかなか釣れません。根が

かりが多いので海底から少しはなして釣りますが、蛸は

海底にいますので難しいです。釣果は多い人で10匹、少

ない人は3匹でした。三原の蛸は難しいです。次回はいいだ

こ釣りです。 

釣 り       魚釣りは仕掛けと魚の戦争です                                    川田 正勝 

 六月は雨が多く、水曜日の朝はかなり天気に敏感にな

ります。窓から小雨が降っているのを眺めていると、宮

沢賢治の「雨にも負けず 風にも負けず・・・」のフ

レーズが浮かびます。では我らがテニス同好会はどうだ

ろうか！「小雨には負けないが、風に流されるボールに

ほんろうされ、雪や夏の暑さには異常な程に気を遣い、

肘が痛い・腰が痛いと言いながらラジオから流れる株の

情報に一喜一憂し、いつも静かに笑っている・・・・」

そのまま妄想を続けてみると、 ・最近、人が増え盛況

になったのだから、年に一度ぐらい「紅白戦或いは数

チームに分かれ対抗戦をやってみたらどうかな！その時

賞金はどうするかな！ ・社友会から費用負担してもら

い、公開の「一日体験教室」をやったらもっとアピール

でき、同好会費の額が増えるかな！ ・練習場の予約が

取れなかったのは何時だったかな！…等々思いはつきま

せんが、日常的な用事に遭遇すると、少し前の妄想は直

ぐに忘れてしまいます。 

 今回あまり会の紹介にはなりませんでしたが、締め切

り間際にやっと撮れた集合写真と練習風景、新しいメン

バーの写真などで会の様子を想像してください。  

 雨の時期のテニス同好会への妄想                   前田 訓  テニス 
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大きな驚きと喜びを美しいフォルムに秘め、ここに誕生 

＊７月７日各社発売予定。詳しくはシャープホームページで! 

スマートフォン AQUOS ニュースVol.12 
 

新次元の映像美 ＡＱＵＯＳ Ｒ 
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 地 区 会 員 便 り 

広島地区委員長 山根 行雄 

編集後記：皆様のお陰で、hibikiも82号まで発刊することが出来ました。当会報では、「日頃のちょつとした

事」や「珍しいでき事」など、会員の方より情報提供を求めておりますので、是非気軽にご連絡ください。       Y.U. 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2017年4月1日～6月末までの入会者    敬称略 

 

栄枝 邦夫
さかえだ くにお

 SEMC 高知営業所  山田 里美
や ま だ  さ と み

 通(本)生産部 

熊本 美幸
くまもと みゆき

 通(本)生産部    栃原 宏昭
とちはら ひろあき

 通(本)P通第2事業部 
 

        広島支部会員数 496名、2017年6月末現在 

広島支部行事予定 2017年07～09月 
7月28日(金) 役員会/ふれあいサロン 

8月27日(日) ふれあいフェスティバル2017 

9月25日(月) 役員会/ふれあいサロン 

  1 仲間がいて気持ちの若い人  2 人の世話を良くし、感謝のできる人   3 ものを読み書く人 
  4 よく笑い感動を忘れない人  5 趣味を持ち、旅行好きな人       6 絆を大切にする人 

  近況・絆を大切に（定年退職14年目を迎えて) 

 一昨年(hibiki 74号)『近況・古希を過ぎての日々』

にて、生活モットー5箇条を紹介させて頂きましたが、

本年から半分と半分を合わせる美 貴方も半分、私も半

分との思いで、『絆を大切にする人』を加え6箇条を

モットーにし人生を楽しみたいと思っています。 
 

 小生、7年前、定期健診で腫瘍が見つかり、精検の結

果、「胃がん、手術が必要」との診断にて全摘手術を

受け、辛うじて九死に一生を得て、術後5ヶ年の要経過

観察、更に2ヶ年の追加観察中にて、数度の定期検査を

受診。幸いにも、再発や転移等が無く、小康を得てい

ますが、貧血や逆流症があり、加齢に伴い、リンパ浮

腫による脚部治療も昨年来必要となり、体重の相当な

減少、冷え症等もあり、大幅な体力ダウン。体調回復

につき、主治医と相談、家内のサポートも得ながら、

食事療法の取組みや軽度の運動、作業などを行い、

日々、趣味や関心事の実行に励んでいる処です。 
 

 長年親しんできた同好会リーダーの交替をお願して

側面的な世話支援にあたり、「あるこう会」へは、ス

ケジュール等調整して時々、参加をさせて貰い、本年

度は、「広島ゆうゆう会」と「あるこう会」の合同企

画、『佐伯区運動公園、植物公園花見会コース』実

施。会員様と楽しく絆強化と親睦交流の実現を無事果

たす事ができ安堵しております。こんな経緯を経なが

ら、元気に過ご

せるようにと、

下記の取組実践

に努めておりま

す。 

 

 書道（書の 

友・遊筆会）へ 

月2回通い、漢 

字4種（楷・ 

行・草・臨書） 

月例競書、年2 

回の段試験・年初の 

全国書道展覧会等へ 

チャレンジ、又、遊 

筆会グループの副代 

表として、会員同士 

で書作品につき、鑑 

賞と意見交換を行い 

、絆づくりを促進し 

ています。 
 

 野菜作り / 庭花 

木の世話 夫婦にて 

自宅前菜園でシーズ 

ン毎、土地作り植付 

け栽培中。 

 

 地区町内会イベントへ積

極的参加、近隣の住民との

交流・絆づくり。 

 学友会・OB会等への積極

的参加とお世話 仲間同志の

絆の一層の強化促進。 
 

 家族/親戚間の情報交換・

相談対応 月忌・墓参、相 

互家庭訪問、食事会開催等を通じて、情報共有、緊急 

時の連絡対応可能の為ネットワークづくり促進。 

 

 今後も家内とともに2 

人3脚で親族知人・友人 

等仲間同士との絆を大切 

に、現状の体調維持を最 

優先に、日々精一杯生 

き、77歳（喜寿）を元気 

に迎えられることを念願 

しております。 
ゆうゆう会・あるこう会合同行事 

書の友 / 遊筆会 手習い作品 

台湾旅行 

家族会 


