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「奥出雲の彩り」 島根県            谷水 毅 （写そう会） 

 1面 広島事業所ファミリーフェス

ティバル開催のご案内 

 2面 春夏秋冬 / 役員会便り/広島

支部日直当番表 

 3面 ボランティア活動 

 4面～5面 

   ふれあいフェスティバル2017

開催報告/2018春季日帰り親

睦旅行案内 

 6面～13面 

     同好会活動報告 

14面 地区役員報告/シャープ製品

「一人一品運動」実績報告 

15面 スマートフォンAQUOSニュース 

16面 地区会員便り（岡山地区） 

    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 

主 要 記 事 

       広島事業所ファミリーフェスティバル開催のご案内 
 

 

    事業所開設/労組広島支部結成50周年記念行事 

        “(労使合同) ファミリーフェスティバル”を下記の通り開催致します。 

・日 時：平成29年11月11日（土） 10：30～ 15：00 (雨天決行) 

・場 所：シャープIoT通信事業本部（メインステージ：食堂西側 駐車場エリア) 

・内 容：① ステージイベント 

          ② 屋台 

          ③ ラッキープレゼント抽選会、他 
 

［その他連絡事項］ 

 ・お酒類の販売も有ります、飲酒運転は厳禁です。 

http://shayukaihro.hippy.jp/sibu/index.html 
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 役員会便り           事務局長 松見 弘  
 

※ “ふれあいフェスティバル２０１７”を8月27日

（日）に開催しました。二回目となる今回は晴天に

恵まれ、多数の来場が有りました。フリーマーケッ

トコーナー、野菜コーナー共に商品は完売しまし

た。地域との交流に貢献出来たのではと思います。

開催にご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。 

※ 2017年秋季親睦旅行（秋田・青森 2泊3日の旅）

は10月2～4日に予定通り実施しました。2018年も

春季と秋季に親睦旅行を計画していますので、ご期

待ください。 

※ シャープ製品を購入された時、購入の報告をされて

いますか？支部ホームページより製品購入の報告が

出来ますので是非お願いします。毎月集計していま

すので宜しくお願い致します。 

 社友会室がラポール賀茂寮内に今年の2月より移転し

ていますが、会員の皆様は来られたことが有りますか？

ぜひ来て新しい社友会室を見てください。 

 さて、私も今年で古来稀なりと言われている古希、

70歳を迎えました。皆様もそれぞれの古希を迎えられ

たと思いますが、私は“自分祝い”と言う三つの形で迎

えることにしました。 

一つ目はママさん（女房の呼び方）企画＆随行による

ユーレイルパスを利用した15日間乗り放題のヨーロッ

パ旅行をすること。フランクフルト（ドイツ）からジュ

ネーブ（スイス）、シャモニー（フランス）、ミラノ、

バーリ（イタリア）まで行き、そこからミラノ、ミュン

ヘン（ドイツ）を経てフランクフルトに戻り、さらにフ

ランクフルトを中心に各地に行く鉄道旅行。ミラノから

バーリは片道8時間の一日掛りの移動でした。列車内で

飲料用のペットボトルに入れたワイン（ママさんの発案

で何時も持ち歩く）を飲み、パン・ソーセージ他を食べ

ながらの旅行はなかなか日本では経験出来ない。行った

ところは印象に残る所ばかりであったが、特に日本より

国際電話で予約を取った“最後の晩餐”を見ることが出

来たことと古い城跡をデッキでワインを飲みながら見る

船でのライン河巡り。 

二つ目はお城に興味があるので、織田信長、豊臣秀吉

そして徳川に関係のある安土城址、長浜城、彦根城を見

に行ったこと。彦根城は広くて見て回るには時間が掛か

り、さらに安土城址は思ったよりも険しいところに在

り、高齢者にはちょっときつかった。 

三つ目は古希を迎えるまで元気に過ごせたのは、子供

たちが立派に成長し、良き伴侶を得、そして孫達に恵ま

れ育てていてくれることと思い（もちろんママさんのお

陰も有り）、子供たちにささやかな贈り物をしたこと。 

次の節目で又自分祝いが出来るようにするにはこれか

らも毎日を楽しく、元気に過ごすことが重要。そのため

には一日を大切にし、日々“語り合い（会話）と笑い

（笑顔）”を忘れない事だと考えています。皆様も実行

してください。  

秋 春 夏 冬                              “古希を迎えて、自分祝い！！”                    事務局長 松見  弘 

社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2017年(H29年) 11月 ～ 2018年(H30年) 1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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● FM東広島 生放送出演                                           支部長 東 秀次  ものづくりリーダー 梅田 正明 

FM東広島スタジオ 

FM東広島 放送の打合せ 

 地域に密着したボランティア活動による、魅力ある社友会の活性化推進

と、あったか支援隊「タスカル」のボランティア活動の事例を紹介しまし

た。  

 8月20日(日)梅田工房ものづくりメンバー5名と高美が丘小学生

9名と保護者を含めて19名で実施しました。ボランティア活動の一

環として、ものづくり関連の行事を地域でやるよう、要請を受け

た。あまり多人数では難しいのでエリア・人数を絞って行うこと

にした。父兄の代表Tさんと打ち合わせを重ね、計画を進めた。 

工作は私がまとめ、食事、遊びはTさんに任せた。 

 メインの工作は、木の板でプランターを作り、花の苗を植える

ことにした。その後、昼食会とゲームを計画した。小学生たち

は、ものづくり会員の指導のもと、あらかじめ準備した木板を釘

で止めて枠として、底板を嵌め、防水シールをして、プランター

を作った。何名かは準備してきた絵をジグソーで切り抜き、側面

に貼り付けた。花の土を入れ、ナデシコの苗2株を植え、完成。 

喜びの顔が印象に残った。 

 続いて、バーベキュー、そ

うめん流し、おにぎり、スイ

カ、かき氷等のパーティー。 

 続いて、ダーツゲーム。そ

して水ふうせん合戦。小学

生・保護者、大変喜んで作品

を持ち帰った。その後、家庭

でよく世話をし、朝に夕に花

をめでる毎日だろうと想像し

ている。主催者として、大変

有意義な企画であったと満足

している。 

●夏休み木工プランターものづくり＆流しそうめん親子体験       ものづくりリーダー 梅田正明 

プレスネット記事 
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 開催日：2017年8月27日（日）10時～12時  開催場所：かつえ坂にこにこ第二公園（さくら公園） 

ふれあいフエスティバル２０１７開催報告ふれあいフエスティバル２０１７開催報告ふれあいフエスティバル２０１７開催報告   

東広島市八本松東地域の皆様と、社友会会員との交流を図ることを目的に“ふれあいフェスティバル２０１７”を

開催しました。 内容は、フリーマーケット、新鮮野菜・果物産直市、冷やしそうめんの無料コーナー。そして子

供たちにゲートボール遊びコーナーを設けて遊んでもらいました。 

 当日は、天候に恵まれ地元の皆様が約280名来場して頂きました。太陽の照りつけるとても暑い中、沢山さんの

方が来場いただき新鮮野菜・果物産直市やフリーマーケットの品定めをし、殆どの品物が終了前に完売いたしまし

た。冷やしそうめんの無料コーナーも大盛況で皆様に大変美味しいと好評で150食分を提供しました。 

 特に今回は旧ラポール広島に入寮されたメキシコの人達が大勢来られ、そしてフリーマーケットの品々を沢山購

入いただき感謝しております。皆様のご支援のお蔭で、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。 

 大変暑い中、事前準備、当日の対応、午後から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。 
開催報告：渡邊 大輔 

会 場 設 営 

 

会 場 風 景  

冷やしそうめん無料試食・フリーマーケット・新鮮野菜市の各コーナー準備（写真左より）  



(5) 

 

 

2018年春季親睦日帰り旅行（案）のお知らせ                福山城と笠岡の花満開を楽しむ旅福山城と笠岡の花満開を楽しむ旅福山城と笠岡の花満開を楽しむ旅 

桜満開の福山城 

笠岡「カブトガニ博物館」 

花と石彫の太陽の広場 

道の駅 「笠岡ベイファーム」 

★桜満開の福山城  

★世界で唯一のカブトガニの博物館 

★笠岡湾干拓地の堤防沿い約3kmに及ぶ  

 多目的広場 

★笠岡ベイファ－ムは 

 1,000万本の菜の花が見ごろです 

企画担当：福山地区委員長 

実施日 ：2018年4月5日（木） 

旅 費 ：東広島地区   8,000円 

     福山・岡山地区 2,000円 

募集人員：45名 

広島地区集合場所：ラポール賀茂駐車場 / 福山地区集合場所：福山城 

交通機関：JR大型貸切バス 

行程：ラポール賀茂駐車場 ⇒ JR西条駅 ⇒ 福山城 ⇒ 笠岡「カブト

ガニ博物館」 ⇒ 昼食 ⇒ 太陽の広場 ⇒ 道の駅 笠岡ベイファ－ム 

 ゲートボールで遊びましょう 完売しました 

フリーマーケット  冷やしそうめん無料試食 

新鮮野菜市 フリーマーケット 
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写そう会         ---  高速シャッター1/4000秒 撮影に挑戦  ---                   谷水 毅   

---ぶらり気ままな撮影行②---  ※1 

四国宇和島、カルスト高原天狗岳の撮影ツアーに参加して    ※1：①はhibiki81号に掲載 

 年を重ねるに従って単独での遠出が難しくなり、最近は専ら「旅行会社の撮影ツアー」

に参加して写真を楽しんでいます。このツアーは写真撮影に特化したツアーで、参加者も

アマチュアカメラマンが殆ど。プロの先生が同行して

色々とアドバイスを貰えて結構楽しい撮影ツアーなの

で、度々参加しています。 

 7月23日と24日は四国の「遊子水荷浦段々畑」「宇和

島城」「カルスト高原天狗岳」「内子の町並み」を撮る

一泊二日の撮影ツアーに参加しました。宿泊した山荘は

標高1485m、愛媛と高知の県境に建っていて、星空が美

しく見える宿でした。(記事：西尾 弘)   

 
夏季定期撮影会  (帝釈峡を訪ねて)   

 夏の撮影といえば灼熱の太陽の下で元気に咲くヒマ

ワリや夜空に大輪の花を咲かせる花火大会が定番です

が、今回は猛暑や人混みを避けて久し振りに帝釈峡へ

行ってきました。 

8月19日、朝早く八本松を

出発し７時頃から涼感漂う

帝釈川沿いを散策しながら

撮影開始。雄橋を中心に断

魚渓あたりまで、人影少なく緑濃い静かな夏の帝釈峡を銘々の想いで撮り歩き、日差

しが強くなる昼頃には撮影を終了。グルメに雑談の花を咲かせるなど暑い真夏のひと

時を少し涼しい思いをしながら過ごしました。（記事:吉岡嘉之、写真：辻 重樹） 

 
迫力満点の水上バイクを満喫 (高速シャッター1/2000～1/4000秒撮影に挑戦) 

 9月3日(日) 竹原市的場海岸で開催された『Island’s CUP竹原』で10名の参加者が高速シャッター撮影に挑戦しま

した。今年で6回目の開催となる水上バイクの耐久レースで、迫力満点のマリンイベントです。抜けるような青空の

下で繰り広げられるスピードレースに、ここぞとばかりカメラの連続シャッター音が鳴り響きますが、予想以上の

スピードにカメラがなかなか追従出来ません。競技終了後の楽しみとしていたエキシビジョンが急遽中止となり大

変残念でしたが、今年の反省点を踏まえて、来年も水上バイク撮影に再挑戦する予定です。(記事：谷水 毅)  

 

東広島合同写真展に来場いただきありがとうございました  

 東広島市に活動拠点を持つ写真クラブ9団体が一堂に会して、毎年9月に開催される合同写真展に今年は当会から

22点(11名)の作品を出品しました。開催期間中(9月5日～17日)は社友会、紅葉会会員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。ご観覧いただいた来場者の方々からのご意見やお褒めの言葉を励みに今

後とも切磋琢磨して写真技術向上に努めて参ります。(記事：谷水 毅 写真：辻 重樹) 
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 『残暑お見舞い』の絵手紙を、つい最近書き終えたの

にもう秋の虫の音の季節となっています。今年の夏は北

九州の豪雨、関東地方の異常気象と心が休まらず、また

秋の味覚サンマが不良とか、更に台風18号の列島縦断等

自然の猛威の怖さを感ずることが多くありました。秋の

明るく嬉しい出来事は何といっても『広島カープ』の

セ・リーグ優勝につきます。暑かった夏を乗り切り、秋

を迎え色々な行事の始まりの季節となりました。 

 私事で恐縮ですが『絵手紙同好会』に参加して早くも

数年過ぎました。絵心もない私が絵

手紙は“下手でも良い”との誘いに

あつかましくも参加しました。迫谷

先生より基礎からご指導を頂き、絵

手紙の筆や顔料、用紙などの特性や

扱い、また筆の使い方や割り箸筆の

作り方、作品に押す『落款』を消ゴ

ムで作ったり、多くのバージョンや

技法を習いました。 

 丸山リーダーを中心に会員15名

が、月一回第3木曜日に社友会室にて活動しておりま

す。毎月迫谷先生より頂いた季節のテーマに取り組んで

おります。月に一回の例会ですが会員の情報交換や旅行

に行った人のお土産や季節の果物などを戴きながら楽し

い話題に制作の筆を休めての

おしゃべりも弾み、実に良い

雰囲気で過ごしております。 

毎回作品が出来上がると先生

にご講評をして貰い、翌月の

作品テーマの制作のアドバイ

スをいただいています。 私

はある先輩から定年退職後は

大勢の方と交わりなさいと云

われました。『絵手紙同好

会』のメンバーと知り合えて

良かったと思っております。 

 社友会の皆様是非一度、

『絵手紙同好会』に体験入会

してみませんか。 

絵手紙       絵手紙雑感                                  和田 紀一      

和田 紀一  

川田 正勝 

吉田 巡子 増田 清 平 洋子 丸山 紀夫   迫谷 富子  川田 芙美子  

三宮 紘代 

楽器演奏の会5名は、9月17日（日）川上地域センター

ホールに於いて敬老会に参加し楽器演奏を行いました。 

当日は台風接近による暴風雨警報もだされ、開催が危

ぶまれましたが、台風の進路がやや南にそれた事、台風

自体のスピードが遅くなり、到来時間も少し遅くなった

ことから、主催者側の判断により、時間を短くして実施

されました。 

当敬老会は中組地区社会福祉協議会が主催で、当日は

蔵田市長を始め、多くの来賓の方も参加され、市の社会

福祉協議会の方も来られて、お年寄りのための指体操の

指導もありました。 

いよいよ私たちの演奏です。当初は8曲を用意してい

ましたが、台風時短の関係で、急遽4曲に変更して開始

です。先ずはオープニングで「浜辺の歌」、緞帳が上が

る中、緊張の演奏開始です。当日の会場には77歳以上に

成られたお年寄りが約100名。こんな大勢の中で演奏す

るのは初めてです。2曲目以降はみんなに歌ってもら

い、私たちは伴奏。少し大掛かりな“うたごえ喫茶”の

雰囲気。「旅愁」「知床旅情」「若者たち」と演奏を続

けました。当初は「若者たち」の選曲でみなさんが知っ

ているか心配しましたが、なんと一部の方が輪唱で歌っ

てくれました。最後は主催者側の音頭で恒例の「故郷」

をみんなで合唱

し敬老会は終

了。外は小ぶり

の雨が降り出し

たばかりで一先

ず安心。参加頂

けたお年寄り

も、初めての体

験の私達も充実

した一日となり

ました。 

 

中組地区敬老会に参加してみんなで合唱                中川 宗和 楽器演奏の会 
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 徳島県三好市「剣山（1955m）」登山記                              小森山 光朗    山歩会 

 剣山登山は、当初予定から台風の襲来で、8月24日(木)～25日(金)に変更

になり、満を期しての開催となった。総勢18名(内 女性5名)で午前6時、ま

だ眠い中第3工場を出発。瀬戸大橋を渡り、与島で休憩後、四国に。そして

四国自動車道を通り大豊ICから大歩危、小歩危、かずら橋と観光地を抜け剣

山をめざした。途中、大歩危峡付近は観光地としては珍しい、まだ道路幅が

昔のままの細い道で車がやっと1台通れる位で対向車に気をつけながらの道

中になり、剣山に到着が大幅に遅れてしまった。昼食購入も色々聞きまわ

り、やっとかずら橋付近のコンビニで購入することが出来ました。一安心。

剣山登山道の入口見ノ越に12時過ぎに到着。 

 さっそく、剣山を目指し登山を開始。途中、キレンゲショウマ(？)の花を

見られたのは幸いであった。木陰の中の林をすたこらと調子よく歩いて行

く。リフトの到着駅を過ぎ「刀掛けの松」の横を抜け、山野草を見ながら頂

上がまだかと考えながら歩きを進めた。途中階段もあり足がパンパンにな

る。やっと、剣山頂上付近の本宮蔵石神社に到着。ここから頂上まで

250m。元気を振り絞り山野草保護の為の板道路を歩き、15時20分頃到着。

恒例の記念撮影。頂上付近は、ミヤマクマザサに覆われていて壮観である。

目の前には明日登頂する次郎笈の稜線がはっきり見え期待が膨らんだ。頂上

を散策後、今日の宿泊先の「頂上ヒュッテ」に到着。疲れと汗を吹き飛ばす

一杯のビールでカンパーイ。うまい。また、美味しい夕食を食べ、山の上で

はまれな風呂につかり疲れを癒した。就寝前に外に出たが、雲に覆われて星

は見えず風が強く寒かった。 

 朝早く星空観賞に再度挑戦。今回は、満天の星で鮮やかであった。そし

て、日の出を期待して寒い風の中、ひたすらまったが、残念ながら雲に覆わ

れて茜雲の鮮やかさだけが幸いの日の出鑑賞だった。朝食後、次郎笈を目指

す為に「頂上ヒュッテ」を後にする。昨日遠くから見た時には、なだらかな

歩きやすい登山道と思われた道が、砂利が多くある道で足を取られ危うく

ひっくり返りそうになってしまった。山道は、楽そうで危ない事がよくわ

かった。また、昨日まで見えていた頂きが頂上かと思われたが、何と、その

先にまだまだ続いていた。 

 頂上に到着し景色に圧倒されて満足して帰路に着く。途中、時間の関係で

リフトに変更。これがまた、素晴らしかった。全長830m、15分、標高差

330mと雄大でチョットスリルがあった。乗ったかいが有った。其の後、奇

跡の清流、日本一美しい川、仁淀川の安居渓谷に在る水晶淵を見学。青の神

秘と讃えられる仁淀ブルーの鮮やかさ、河原の大石に圧倒されながら短い時

間であったが、これまた満足して帰路に着いた。第3工場到着は、21時過ぎ

であった。 

 山歩会に参加して心地よい汗をかきませんか、皆様の参加をお待ちしてお

ります。 

 

登山準備 

次郎汲笈分かれ 

頂上ヒュッテ前 

安居渓谷 

ご来光待ち 

ぼんやりと 

次郎笈に行きます 

次郎汲笈頂上 

登頂しました 

剣山登頂 

刀掛けの松 

登山開始 

途中① 

途中② 

途中③ 

下山中① 

下山中② 

リフトに乗ります 

安居渓谷 

仁淀ブルー① 

仁淀ブルー② 

 

次郎笈頂上 
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 愛され、親しまれる会社とは、どの様な活動を行っ

ておられるのかなと思っていたところ、クリスタルビ

ルが映えるサタケさんの見学機会に恵まれました。 

“お米の力で元気な人を創る”の言葉通り、広報室2名

の方が元気に出迎えて頂き、三大主食である、コメ、

麦、トウモロコシを中心に食品加工に関わる加工機械

等の製造販売、又、それらで蓄積された技術を生かし

たSIMモターを東北新幹線等に採用されている旨会社概

要を説明頂きました。 

 赤飯かと思ったほど美味しかった“GABA楽メシ”の

試食後、各コーナー見学、まずびっくりして見上げた

のが大試験室に設置されているビル7～8階の高さに相

当する精米プラント。次にDNAでお米を徹底分析する

分析センターや、珍しいものでは電気焼き芋機、どの

コーナーでも会員から次から次へと活発な質問が飛び

交い有意義な見学となりました。 

【日々の生活で疲れているあなたGABA楽メシ】を食べ

て元気になりましょう。 
 

 次に2代目社長が情熱を注がれたヤシ、ヤシ園には世

界から収集されたヤシとソテツが植栽されています。

地元企業として益々のご発展をお祈りいたします。 
 

 昼食はyoumeタウンにあるバイキング形式のGUGU 

で堪能しました。 

 

 午後より我々に安全・安心を与えてくれる 東広島消

防局（防災センター）見学です。 

職員さんより救急車の説明が始まった時、突然!!「緊急

指令、緊急指令・・」のマイク放送。30秒もたたない

間に救急車が出動し日常では体験できない事に遭遇し

ま し た。余 韻 が 冷 め な い な か「地 震 体 験（震 度

７）」、「煙体験」後、「化学 消防車」や「はしご

車」等の説明を受けました。 

模擬体験を通じて、防火・防災に関する知識や災害時

の行動を改めて考える見学になりました。   

サタケ集合写真 消防署集合写真 

平成あそび隊            （株）サタケ＆東広島消防局(防災センター)見学(9月13日)       上野 義則   

サタケ プレゼン 

消防署レスキュー器具点検 

乾燥調製モデルプラント 

焼いも機 

穀物サンプル展示 

各種消防車 

消防署指令室 

消防署地震体験 

消防署煙体験ハウス 

 
 



（10） 

 私が“ものづくり同好会”にお世話になって早いもの

で2年が過ぎました。出席率はほぼ皆勤賞で、毎月4回の

活動日が待ち遠しく、毎回楽しく作品づくりをさせて頂

いています。既製品を購入した方が安価だと思う事が

多々ありますが、デザイン／サイズ／材質／色／仕上げ

等が全て“世界に一つだけの自分仕様”で作れるところ

が大変魅力的なのです。デザインはできなくても大丈

夫、ネットでお気に入りを探して自分なりのアレンジを

加えれば良いのです。 

 最近の私の作品は、CDラック、座卓、燻製器です。

CDラックは、その他の家具との調和を考慮して、窓枠

より低い68cmの高さで、ブナ材を使い、塗装はアン

ティーク調で木目を活かせるダークウォールナット色の

オイルフィニッシュ仕上げとして、2台を同時製作しま

した。座卓は、何回も家具屋巡りをしてデザインを決め

ました。天板サイズが縦65cm横95cmと大きいので4枚

の平板をビスケットジョイント(合わせ目に木片を入れ

て接合する工法)

ではぎ合わせを

し、足は細目で

若干の角度を付

けてスマートさ

を出し、塗装は

防水性のある透

明ウレタンニス

にしました。 

組立時に天板の平面度を確保するのが想像以上に難し

かったです。燻製器は梅田リーダーのオリジナルを参考

に縮小版を製作しました。簡単そうに見えたのですが、

枠板／押え板／扉／引出しと部品点数が多く、夫々の部

品精度や組立精度が求められる物でした。案の定、引出

しの部分で本体との隙間ができてしまい、修正が結構大

変でした。完成品で作った燻製チーズは格別で、家族に

も大変好評でした。 

 これからも色々な経験

と失敗を繰り返しなが

ら、“世界に一つだけの

木工製品”を楽しく作っ

ていこうと思っていま

す。 

ものづくり        世界に一つだけの木工製品                    高津 博行   

 燻製器  扉閉時 ⇔ 扉開時 CDラック 塗装前  ⇒  塗装後 

学習机セットの詳細 

 

 

 ボウリング同好会では『第76回9月大会』を9月8日

(金)10時より賀茂ボールで開催致しました。実に丸19年

間続けて来られた諸先輩の皆様のおかげで開催できたこ

とに感謝。今回大会は、22名(男性会員14名、女性会員8

名)が参加され、総合優勝は『内田義盛さん』、女子の

部優勝は『中根美鈴さん』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、前回準優勝の内田義盛さんが656点で総合優勝。

(準優勝)梅田啓二さん641点、(第三位)坂田広海さん

621点の結果となりました。 女子の部優勝は、総合7位

の中根美鈴さんが550点で獲得されました。 

ハイゲーム賞は（男子の部）『梅田啓二さん226点』、

（女子の部）『和田清子さん181点』でそれぞれ獲得。

ノーミス賞の達成者は、内田義盛さん、神﨑保範さんの

2名がそれぞれ1ゲームずつ達成されました。又、前回に

続きに特別賞の『ゾロメ賞』が出ました。今回は牛田峰

子さんが444点で獲得されました。 

大会も回を重ねること76回と歴史を感じる思いです。

20年目となる次回の大会は、12月に開催しますが、これ

からも皆さんと共に元気に

楽しく回を重ねて行きたい

と感じました。 

 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 内田 義盛 656点    2位 梅田 啓二 641点  

  3位 坂田 広海 621点    4位 喜田 榮禧 608点  

  5位 田岡 政行 591点    6位 村上 孝一 557点  

 7位 中根 美鈴 550点    8位 堀岡 光朗 544点  

  9位 和田 清子 540点     10位 神﨑 保範 538点   

ボウリング          ボウリング同好会｢第76回 29年9月大会実施報告｣                神崎 保範 
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第202回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ）    

 優勝 松本 邦彦さん（写真中央）  
この春准後期高齢者となり、免許証返上し車も廃車転売し練習打ち放しにも行けま
せん。今度大畠昌巳様から呼び掛けて頂き久し振りに参加し、まさか優勝とは、半
信半疑でビックリです。ただ一つ言える事は、駐車場スぺースでパターと素振りの
練習が良ったのかと思います、お蔭様で有難う御座います。感謝しています。 

 準優勝 神野 和彦さん（写真左）   

同好会に加入して約10年、残念乍ら優勝の栄誉は一度も有りません、最近は飛距離・技術共落ちる一方で、この度

10年振りに道具を買い替え、古希を機会にゴールドテイーで、心機一転、更に精進して、必ず優勝達成に向け頑張

ろうと思っています。 

 第3位 市井 和夫さん （写真右）  

今回のゴルフはツキも味方してあわやOBが2回もありましたが、いずれもセーフでパーとボギーで何とかしのぐこ

とが出来ました。又最終ホールのカート表示案内では残りエッジまで156ヤードでしたが、珍しくピンに向かって

真っ直ぐ飛び、なんとホールまで20センチに付いているではありませんか。こうした幸運が重なり上がってみれば

ハンデーもあり3位入賞する事が出来有難うございました。一緒に気持ちよく回らせて頂いたメンバーにも感謝です。 
 
第203回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ）  
 優勝 渡邊 大輔さん（写真中央）  
社友会のコンペで3度目の優勝で大変嬉しく思っています。そして久々の80台のス

コア、OBがなく大叩きもなかったのでスコアがまとまりました。ただ悔しかった

のはミドルで2オンしたにも関わらう4パットしてしまったところです。これから

も80台を目指して頑張りたいと思っています。 

 準優勝 村上 孝一さん（写真左）  

毎日の様に50ヤード近くの練習を「ああでもなく、こうでもなく独り言のように打ち込んできた我流の小生がスコ

アに繋がったようです。又、メンバーに恵まれた中での楽しいゴルフ。これからも一人黙々と練習に明け暮れま

す。」 

 第3位 矢野 隆志さん（写真右）  

久しぶりの80台のスコアが出て気持ちよく回れました。3位入賞は2年近くのスランプで貯めにためたHDCPがモノ

を言ってくれたお陰ですが、もう少し上手になってHDCPを下げたいと思います。（腰の痛みを圧して、年長の方

でも頑張っておられる方々のHDCPを目標！）  
 
第204回社友会ゴルフコンペ（竹原カントリークラブ）  

 優勝 中下 忠良（写真中央）  

60代最後の9月に優勝できたのはゴルフの神様のいたずらか、同伴者の頑張りに刺

激され緊張感と楽しいプレーが出来、スコアーにつながりました。良かった点は若

い頃のビデオを見てて、気が付いた点があったので此処を修正したところ結果が残

せたと思います。上がりの9番でトリプルを打ちハーフ30台が出なかった“残念” 

 準優勝 沖田 憲三さん（写真左）  

今日はパートナーと天候に恵まれ準優勝出来ました。勝因は、パワーを8分に押さえた為に、ドライバーとアイアン

ショットが安定し、OBなしで回った事が良かったと思います。コンペ参加（欠席１回）も11年目入り、2回目優勝

目指して頑張ります。  
  第3位 清田 英司さん（写真右）   

先月末以降、クラブを握る時間が全くなかった為不安な気

持ちでコンペに臨みました。従い、上位入賞等期待も出来

ず当日賞でも当たればと思いながらスタートしましたがい

ざスタートしてみると予想に反して安定したプレイが出来

ました。全体的に力が抜けてOBも無く、パターも計33

パットと平均2パット以下、ショートホールは1バーディー

を含め4ホール計1アンダーと予想以上のスコアでした。今

年のコンペも残すところ3回だけ、グランドチャンピオン

の権利獲得を目指して練習に励みたいと考えています。  

ゴルフ同好会報告                                  末沢 公彦 ゴルフ 

今年の暑い夏の大会お疲れ様でした。ゴルフが元気に

させるのか、元気だからゴルフができるのか。“どっち

もだ”ということですが。7月は松本さん、優勝おめで

とうございます。多くの人が、見かけによらず（失礼）

松本さんが勝負強いことにびっくりですね。又8月の大

会ではわれらの渡邊さんが優勝、9月には中下さんが優

勝、考えてみますと、上位入賞者はスイングの研究や体

力維持に努力されています。御見それしました。これか

らは絶好のゴルフシーズンです、より多くの方のご参加

をお待ちしています。 

 尚、7月白竜湖、幹事のミスでHDを間違い、ご迷惑

をおかげしました事お詫び申し上げます。 
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 8月31日釣り同好会恒例のイイダコ釣りに行きまし

た。誰でも簡単に釣れて仕掛けも簡単でしかも食べて旨

いイイダコです。5年前までは一人200匹から多い人は

300匹釣れていました。１分に１匹です。ところが2年前

は一人100匹とだんだん釣れなくなりました。しかも仕

掛けがいろいろと発売されて、なにが一番いいのか迷い

ます。なんでそんなに少なくなったのか、それは乱獲以

外に要因は有りません。毎年生まれるイイダコの数は

減っていませんが、取る数が年々多くなります。この日

も木曜日でしたが多くの船が出ていました。皆さんイイ

ダコ狙いです。土日曜日はおそらく100隻くらい出ると

思います。 

 また網引きによる違反躁業です。網による躁業は11月

からなのに8月からとっています。聞くと韓国人が最近

高値で買うそうです。そのために違反をしてまで網で多

くのイイダコを取るのです。 

 マグロ、サンマ、ウナギ、等等乱獲で魚の今後が懸念

されていますが、イイダコもそのなかに入っているので

す。寂しくなります。そんな訳で今回もトップが100匹

ほどでした。しかし釣り好きは、また来年もイイダコを

狙いに多度津の沖まで行きます。来年は200匹を期待し

てです。 

 いよいよ太刀魚の季節が来ました。蒲刈沖でぼつぼつ

釣れています。11月から来年の1月までがシーズンです

が、今年は早くなりそうです。太刀魚は強い引きが魅力

です。釣りの醍醐味が味わえます。 

 釣りは楽しいです。 

釣 り       激減のイイダコでした                                            川田 正勝 

 水曜日に18～20人がコートに集います。今夏の西日

本は近年にない猛暑でした。前半1時間の軽い練習から

発汗作用は全開です。心地よい汗です。水分補給と発汗

の繰り返しです。体内の老廃物や過剰な物質も排出して

いる。そんな良い気分にもなるのです。 

 同好会発足時は数回のラリーも出来なかった筆者も最

近ではショットの組み立てを少しは考えてゲームを楽し

むことがでるようになったような気がしています。実は

筆者は昨年9月に1ヶ月余の入院生活をしました。主治医

から有酸素運動をすること。血流をよくすること。筋肉

をつけること（衰えを防ぐこと）。運動機能を高めるこ

とは、回復を早める。再発防止にも繋がる。とのアドバ

イスを受け、手術の翌日から病院内で散歩開始、退院ま

で毎日続け、退院前には階段を駆けて上り下り出来るま

でになりました。そんな事で退院の翌水曜日にはコート

を訪れました。 

 以降欠かさず参加し多くの汗をかいています。お陰で

今夏の猛暑も乗り切れました。皆さん、健康維持にも繋

がりますよ。テニスは楽しいですよ。 

体験入会しませんか？ お待ちしています。 
  

 夏の暑さにも負けず                                  弓井 克己   テニス 

フレーム での曲芸ボール撞き↑ 

雨にも負けず ・・・ 
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 歴史を学ぶ西国街道大野史跡めぐりウォーキング              西原 博司   

 廿日市市大野町妹背の滝と西国街道大野史跡めぐり

ウォーキングを49名で実施した。当日は雲ひとつない快

晴に恵まれシャープ第3工場9：00に出発して、社協バス

2台で志和IC～大野ICまで山陽道をドライブした。先ず

大頭神社駐車場にてストレッチのあと、嚴島神社の摂社

として推古天皇十一年（六〇三）に創祀されたと伝えら

れている大頭神社に参拝した。約400ｍ歩くと妹背の滝

に着いた。落差30mで地元では有名な水遊びスポット、

滝壺から少し離れた浅瀬の川に入り清流と

納涼を楽しんだ。次にバスで宮浜温泉べに

まんさくの湯レストランで昼食。午後から

ゆったりコース12名はべにまんさくの湯に

入浴して疲れを癒した。しっかりコース37

名は西国街道大野史跡めぐり約5kmウォー

キングした。宮浜温泉をスタート最初は

「今川了俊歌碑」へ、次は平成3年完璧な

状態で100m発見された四十八坂「石畳」

道を歩いた。次に宮浜温泉の「源泉地」へ向かう。源泉

は約25度の冷泉で有った。次は西国街道に有る「残念

社」に参拝。ここは長州戦争の時、四十八坂一帯は東西

の攻防の決戦場となっていた。その頃、和睦に走ってい

た幕府軍使者、丹後宮津藩士依田伴蔵を長州軍が戦闘員

と見誤って狙撃してしまった、軍使は「残念」と叫んで

倒れた。のち戦士を悼み祠を建てて祭った。次に「依田

神社」に参拝、ここからは対岸に見える宮島と海の壮大

な景色を堪能した。最後は「吉田松陰三

県一望の岩」を見て、山陽自動車道の

「残念橋」を渡って、区民ふれあい里道

を通って、べにまんさくの湯にゴールし

た。ウォーキングの後はアイスキャン

デーを食べて足湯に浸かり身体を癒し

た。バスに乗って帰路へシャープ第3工

場に無事帰着、今回は歴史を学んだ

ウォーキングを楽しみました。  

あるこう会 

残念社 区民ふれあい里道  西国街道 国道2号線へ  

べにまんさく足湯 

残念社 西国街道絶景ポイント 

｟お知らせ｠ 
 

ダンススポーツ同好会としての活動は、しばらく休止させて頂きます。 

「ボールルーム八本松」での練習は今まで通り、水曜日の16時から行って 

います。 

元メンバーも数人ですが練習をしていますので、ダンスに興味のある方は、

気軽におこしください。 一緒に楽しみましょう。 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■「ゆうゆう会ウオーキングクラブ 第4回バーベキュー

大会」7月23日 開催 （会場）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（男性会

員10名/女性会員2名）  
■「ゆうゆう会 第4回世話人会」8月21日 開催 

 （会場）ホテルJALシティ広島（出席者）7名  
（審議内容） 

 ①「第14回総会懇親会（10/29開催）案内状（最終

案）確定 

 ②案内状作成送付 9/26実施 

 ③ゆうゆう会員名簿見直し 新規会員6名追記登録確認 

④懇親会イベント演技披露者＆其の他盛り上げ策確認 
⑤コラボ・アトラクション懇親ゴルフコンペ大会開催 

  広島安佐カントリー10/30 実施  
■「第5回山口シャープOB会」参加 

 （7月8日開催 会場：下松健康パーク 参加者37名）

詳細は支部HPにて公開中  
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

 山陰地区の報告は特にありません。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■第40回岡山SH-Gゴルフ開催しました。 

 日時：平成29年9月14日(木) 

 会場：たけべの森ゴルフ倶楽部 

■今年も、皆さんお待たせの、2017忘年岡山シャープ

OB会を開催します。 

 

（詳細は16ページ、地区会員便りをご覧ください。） 

 

 

〔山口地区〕             松田 正博 

■山口OB会も7月8日に無事終えました。早5回目を迎え

12年目となりました。OBの皆さまは元気で過ごされ

ており一安心しました。 

■今年は12月に忘年会を予定しております。たくさんの

参加を待っています。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

四国地区の報告は特にありません。 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

■7月24日 山歩きの会で恒例

の夏のローカル線旅を行いま

した。今回は「木次線・ト

ロッコ列車おろち号に乗る」

愉快な鉄旅でありました。  

 
 

■7月27日 これも恒例の「納

涼会・ビヤガーデンを楽し

む」福山駅前天満屋屋上のビ

ヤガーデンで美味しいビール

と愉快な語らいの場でありま

した。 

 

■9月25・26日 「秋のゴルフ

の会・一泊2ラウンド」 馴

染みのゴルフ場になりました

「作州武蔵GC」です。好天

に迎えられ秋のゴルフを堪能

いたしました。 

■10月～12月は、山歩きの会・年末忘年会を予定してま

す。多くの方の参加待っております。  
  

〔関西・中部・関東地区〕         伊藤 宜夫 

関西・中部・関東地区の報告は特にありません。 

地区役員報告       企画担当幹事 金國 信太郎 

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2017年4－9月） 
 

2017年度4－9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4～9月）：合計 14台 

スマホ：505SH(2台）、シンプルスマホ3（1台）、509SH（2台）、605SH（1台）、SW001SH（1台）、 

AQUOS R（1台）、SHV38SPA（1台） SHV38SLA（3台）、AQUOS Uケータイ（2台）  
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スマートフォン AQUOS ニュースVol.13 話題の格安スマホ特集‼話題の格安スマホ特集‼話題の格安スマホ特集‼   

 月々1,980円でスマホが使える！最近TVCMでも話題になっている格安スマートフォンです

が、ちゃんとつながるのか、型落ちのスマホじゃないのか、気になりますよね。今回はそのあ

たりを徹底調査してみました。 

①ちゃんとつながるの？ 
 大丈夫です！ドコモやauなど大手携帯電話会社の通信回線を利用するので安心して使えます。 
 

②なぜ安いの？ 
 通信設備は借りてるから設備投資不要、販売はインターネット中心だから店舗運営も不要。経費が圧縮できる 

 から安価で提供できるんです。 
 

③スマホは型落ち品？ 
 大丈夫です！以前は旧型品ばかりでしたが、今は余計な機能を削ぎ落としたシャープ製の新製品（専用モデル） 

 も購入できます。 
 

④機種変更もできるの？ 
 大丈夫です！電話番号はそのままで機種変更することができます。詳しくは格安スマホ販売店やインターネット 

 でご確認ください。 
 

⑤弱点はないの？ 
 あります！Y!mobileやUQmobileの格安スマホを除き、メールは「G-mail」かショートメールの利用になります。

「電話かけホーダイ」みたいな通話定額サービスがないので通話料の値引きがありません。専用ショップがない、 

 あっても少ないので緊急時の対応が弱いくらいです。 

楽天モバイル、DMMモバイル、

他、5つの事業社で取扱中です。 

★★★話題の格安スマホ★★★ 

2017年6月発売 2017年6月発売 2016年12月発売 
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 地 区 会 員 便 り 

岡山地区委員長 池田征三郎 

編集後記：秋の行楽日和にスマートフォンを持って出かけま

せんか。スマートフォン AQUOS ニュースにて格安スマホを

紹介していますのでぜひご参考にしてください。  Y.U. 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2017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 492名、2017年9月末現在 広島支部行事予定 2017年10～12月 

10月 2日～4日 秋季親睦旅行  

10月27日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

11月11日(土) ファミリーフェスティバル 

11月24日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

12月25日(月) 定例役員会(清掃/互例会) 

  第40回 岡山SH-Gゴルフ開催報告 

 今回で記念すべき、第40回岡山SH-Gゴルフ開催しました。年4回開催しております。 

 当日は、午前中うす曇でゴルフに最適な気温でしたが午後から蒸し暑く、スコアも乱高下の様子でした。     
     
 ＊日 時  平成29年9月14日（木）   

 ＊会 場  たけべの森ゴルフ倶楽部 
成績表 名  前 Gross Hdcp NET  

優 勝 谷口 眞貴雄 97 20.4 76.6  

準優勝 山垣 徹郎 96 18.0 78.0  

3位 尾上 明和 114 33.6 80.4  

4位 額田 浩利 92 11.0 81.0 たけべ賞 

5位 山澤 純一 111 30.0 81.0  

6位 菊池 文男 103 21.0 93.0  

ブービー 出口 義則 105 12.0 93.0  

      たけべの森ゴルフ倶楽部にて 

2017忘年岡山シャープOB会連絡 

 

   ＊日 時  平成29年12月6日（水）  18時より（集合16時） 

   ＊会 場  「真庭リバーサイドホテル」  岡山県真庭市開田620 

   ＊翌日は、 忘年ゴルフ「真庭カントリークラブ」 8時集合 開催！ 
 
   ＊メールでの参加申し込みは：sikeyan@po10oninet.ne.jpまでお願いします。 


