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「初日の出」  尾道市(因島)        中西 康憲 さん 撮影 

  ２０１８年 新春懇談会開催のご案内 
 

 広島支部“２０１８年 新春懇談会”を下記の通り開催致します。 

・日 時：平成30年2月23日(金) 10：00から14：00（受付9：30から） 

・場 所：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 2018年経営報告会兼新春懇談会（DVD視聴） 

              記念写真撮影、東支部長 挨拶、通信事業本部 挨拶 、阿部執行委員長 挨拶  
     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・柿本    紅葉会 代表  原 
 

［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/新春懇談会の案内 
 2面 春夏秋冬・東支部長挨拶  
   /役員会便り 
 3面 戴社長挨拶/シャープ製品購入

「一人一 品運動」実績報告 
 4面 ファミリーフェスティバル参加報告 
 5面 ボランティア活動報告 
6-7面 2017年秋季親睦旅行報告 

 8面 2018年春/秋季親睦旅行案内 
9-16面 同好会活動報告/日直当番表 
17面 地区役員報告 
18面 ふれあい便り 
19面 特選品のご案内 
20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 

今号はスマートフォンAQUOSニュース
はお休みさせて頂きます。 

http://shayukaihro.hippy.jp/sibu/index.html 
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 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7月で社友会広島支部発足25周年目の節目の年に

当たります。記念に残るイベントを計画致します。 
 

 引き続き「地域に密着したボランティア活動によ

る、魅力ある社友会活性化推進」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。 

 昨年8月に地域の皆様や会員相互の交流を目的に第2

回「ふれあいフェスティバル２０１７」を開催致しまし

た。地元の皆様を含む約300名の皆様に来場いただくこ

とが出来ました。 

更に、昨年11月シャープ広島事業所・労働組合広島支

部結成50周年記念（労使・社友会合同）ファミリー

フェスティバルを開催致しました。シャープファミリー

約900名の来場者で賑わいました。 

ご協力いただいた会員の皆様に厚くお礼申し上げます。 

 “新春懇談会”を2月23日(金)に開催致します。本部

で開催の2018年経営報告会兼新春懇談会をDVDにて視

聴、昼食会ではSMJより新商品の展示会とスマホ新製品

紹介プレゼンを開催予定です。多数の参加お待ちして居

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。 

 

◎社友会魅力計画取組み 
 

１）同好会活動の活性化 

 ・20同好会各リーダーによる会員募集の推進 

 ・休会同好会の復活と取り組みの推進 

２）タイムリーな社友会情報、シャープ通信情報の提供 

 ・広島支部HPとhibikiを通じて最新情報を発信 

３）新入会員増員計画 

 ・ライフプランナーセミナー55での退職者への 

  社友会活動の紹介と入会促進 

 ・年金説明会での社友会活動の紹介と入会促進 

 ・地区OB会員の未加入者の入会勧誘 

４）シャープ応援計画 

 ・We Love SHARPのシャープ製品愛用促進と購入 

  実績報告取り組み 

５）健康づくり応援 

 ・健康セミナー開催 

 ・定期総会、等で健康長寿のための講座開催 

６）地区支援と親睦旅行の企画立案 

 ・広島支部は中国5県＋四国4県が管轄エリア 

  このエリアを山陰、岡山、福山、広島、山口、 

  四国、関西・中部・関東地区の、7ヶ所に地区委員 

  を設け、地区毎の活動促進ときめ細かな会員支援 

 ・春季（日帰り）、秋季（1泊）の親睦旅行の 

  企画立案及び推進を図る 

７）ふれあいサロンの会推進 

 ・社友会室を談笑の場所として、映画、音楽、楽器 

  演奏等を開催 

８）社会貢献活動への参画 

 ・シャープの森づくり、積極参加 

 ・東広島市社会福祉協議会に入会、地域への 

  ボランティア活動取組み 

９）社友会資料の電子化推進 

 ・日直当番表マクロ作成と業務報告の電子化推進 

 ・社友会各種資料のペーパーレス化推進 

10）「さん付け」運動展開 

 ・シャープが推進中の風通しの良い企業風土の醸成に 

  向けた取り組みの一環として展開 

 ・広島支部役員の敬称は原則として「さん」に統一 

  しましょう！ 

 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  
 

※ 10月27日(金)に事業本部幹部との懇談会を実施。

長谷川専務執行役員よりIoT通信事業本部の取り組

みについて説明がありました。  

※ シャープ労組広島支部結成50周年記念行事として

11月11日(土)にファミリー

フェスティバルが開催されまし

た。社友会として“楽器演奏の

会”の演奏、屋台にて甘酒の無

料提供及び各種燻製の製造・販

売を実施。多数の来場ありがと

うございました。  
 

※ 2018年度“新春懇談会(年賀会)”を2月23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。  

※ 本年度のシャープ製品購入実績は2018年3月末迄で

す。支部ホームページより製品購入の報告が出来ま

すのでお忘れなく是非お願いします。  

広島支部長 東 秀次 

秋 春 夏 冬 
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シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2017年4－12月） 
 

 2017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＞ 

社長の戴正呉です。 

新年、明けましておめでとうございます。また、平素

より当社の事業活動に格別のご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。 

当社は、昨年12月7日に、一昨年8月の経営基本方針

で掲げた大きな目標の一つであり、社友会の皆様とのお

約束でもある、東証一部への復帰を果たすことができま

した。これもひとえに、社友会の皆様を始めとした全て

のステークホルダーのご支援の賜物と、心より感謝して

おります。本当にありがとうございます。 

新体制発足以降、シャープは、社員全員の弛まない努

力により、本当に大きく変わることができました。売上

高は前年同期に対して大幅に伸長し、利益は黒字化はも

とより、リーマンショック以前の水準にまで回復するな

ど、業績は大きく改善しました。さらに、社員のコスト

意識や仕事のスピード、チャレンジする意欲なども大幅

に向上し、また、将来の成長を支える投資や人材の獲得

も着実に進展しています。今回の東証一部復帰は、こう

した実績が評価されたものであり、まさに「シャープ復

活の証」と言うことができます。 

ですが、これはゴールではなく、輝けるグローバルブ

ランドＳＨＡＲＰの実現に向けた一つの通過点であり、

ここからが肝心です。 

今後は、次なる目標、中期経営計画の完遂に向け、事

業ビジョン「8KとAIoTで世界を変える」のもと、「人

に寄り添うIoT」「8Kエコシステム」の実現に向けたト

ランスフォーメーションを加速し、One SHARPで、飛

躍的成長をめざしてまいります。これは社長である私の

使命であり、何としてもやり遂げる覚悟です。 

さらに、こうした取り組みを

進める中で、東証一部の日本

企業として、コンプライアン

ス遵守をより一層心掛けてま

いります。これにより、企業

としての社会的責任をしっか

りと果たし、日本社会、さら

には国際社会の発展に貢献し

てまいりたいと考えていま

す。 

昨年の年初のご挨拶で皆様

にお約束した通り、2017年を「シャープ復活の年」に

することができました。シャープに関わる全ての方々

と、喜びを共に分かち合えたことを、私自身、本当に嬉

しく思っています。 

そして、本年、2018年は、「シャープ飛躍の年」に

したいと考えています。ただ、「飛躍」と言っても、単

に売上や収益を拡大するということではありません。 

当社の経営理念に示された、 

「広く世界の文化と福祉の向上に貢献する」、 

「会社の発展と一人一人の幸せとの一致をはかる」、

「全ての協力者との相互繁栄を期す」ことができてこ

そ、「本当の飛躍」だと考えています。 

この「本当の飛躍」に向け、今後も引き続き全社一丸と

なって取り組み、シャープを、日本を代表する企業へと

成長させていきたいと考えておりますので、より一層の

ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、社友会の皆様の益々のご健勝を

お祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。  

      シャープ株式会社 戴 社長 新年のご挨拶 

社会的責任を全うし、日本社会、さらには国際社会の発展に貢献します 

携帯電話機 購入実績（4-12月）：累計 19台 

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）、AQUOSUケータイ（2台）、601SH（1台）、SH-01J（2台）、シンプルスマホ3（1台）、SH-01JK（1台） 

シャープ株式会社 

代表取締役社長 戴 正 呉 
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開催日 ：2017年11月11日(日) 10：30～15：00 

開催場所：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） 

 

開催報告 

 広島支部の結成および広島事業所が東広島で操業して50周年を迎えるにあたり、これまで支えていただいた方々

への感謝の気持ちと今後の事業の成長拡大に向けた職場のコミュニケーション活性化のため、労使合同の「ファミ

リーフェスティバル」が開催されました。たくさんの方がステージイベントを楽しみ、屋台の食べ物に舌鼓を打ち

ました。（当日は、社友会員約100名、総務部発表では全体で約900人の方が来場されたそうです。）そして、ラス

トのラッキープレゼントで最高の盛り上がりを見せ、駐車場一杯の人が当選発表に一喜一憂していました。 

 社友会としても当会の活動状況を知っていただこうということで、「楽器演奏の会がギター演奏」、「写そう会

が写真展示と相談」、「絵手紙同好会が絵手紙展示と体験」、「ものづくり同好会が燻製の実演と試食/販売」、

「紅葉会が甘酒及びハブ茶の無料提供」という形で参加し、いずれも盛会あるいは完売でフィナーレを迎えること

が出来ました。 

 イベントに参加された方、来場された方、お疲れさまでした。 

SHARPSHARP  広島事業所・労組広島支部結成広島事業所・労組広島支部結成  5050周年記念周年記念  

FAMILY FESTIVALFAMILY FESTIVALFAMILY FESTIVAL   参加報告参加報告参加報告   

会 場 風 景 

東支部長 挨拶 甘酒＆ハブ茶無料提供 燻製の実演＆販売 

楽器演奏の会によるギター演奏 写そう会による写真展示＆相談 絵手紙展示と体験 
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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。   

●シャープ水源の森枝打ち作業 

 11月26日(日) 参加者26名(社友会24名・シャープ2名)吉川まちづくり推進37名、東広島市役所3名が、

シャープ水源の森に。シャープが平成16年から平成20年の5ヶ年間シャープ水源の森としてヒノキ、スーパー

松、ヤマザクラなど、2.5ヘクタールを植栽してきた。植栽後10年余を経過してきたため、順次除伐を実施し

ており、小さかった苗木も大きくなり形質のよい将来性のある木の生育条件をよくする為に、木の徐伐作業

を実施しました。 

●総合福祉センターの包丁研ぎ作業 

ボランティアメンバー6名は、11月7日と11月21日の2回に分て梅田工房で、①錆落とし②刃欠け補修③刃研ぎ

④刃仕上げ⑤切れ味検査作業を分担して、効率良く23本の包丁砥ぎ作業を実施しました。  

●社協バスマイク修理作業 

11月2日、東広島市社会福祉協議会河内支所と本所のマイクロバス用のマイク修理と整備を岡崎氏が実施しました。 

①ボランティアメンバー ②包丁研ぎ作業 ③研ぎ終わった包丁 

①河内支所へマイク届ける ②河内支所マイク ③本所マイク 

①参加したメンバー 

②枝打ち作業 ③枝打ち作業 ④枝打ち作業 
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所感：今回は、親睦旅行初の“東北旅行”でした。飛行機の乗り継ぎもあり、移動が大変な旅行でしたが、全員無

事旅行を楽しむことができました。天候は多少残念な時もありましたが、3日間とも予定通り日程を消化出来まし

た。全員けがもなく良い旅が出来たのではないかと思います。            報告者：田井 正治 

【１日目】角館武家屋敷・田沢湖・小岩井農場・湯瀬温泉 

 7時35分発ANA672便は経由地羽田に向け出発、1時間程度の飛行で羽田空港到着。羽田空港内より秋田行き

ANA403便で秋田空港へ。秋田空港からいよいよ東北の旅の始まりです。“秋田北観光のバス”は元東京はとバス

外観仕様の黄色です。昼食場所の角館“食堂いなほ”まで約1時間で到着。東北での最初の食事“佐竹北家御狩場

焼御膳”。食事後、角館の庶民の街並、武家屋敷の街並を散策。大きな違いを実感しました。次に“田沢湖”に行

き素晴らしい？“辰子の像”をバックに記念撮影。日本一の深度の田沢湖は素晴らしい色で感動でした。田沢湖の

余韻を残しながら“小岩井農場”へ向かいました。小岩井農場は日本一の広さ（東京ドーム640個）。長い歴史を

持つ民間企業の農場で、今年2月農場内の構築物21棟が、国の重要文化財に指定されました。小岩井農場では、1時

間かけて“農場内をガイドさんの案内”でバスで巡りました。本日の観光を終わって、宿泊場所は四季彩り秋田づ

くし“湯瀬ホテル”です。 

田沢湖 辰子の像をバックに 小岩井農場にて 

東北の旅の始り 角館にて昼食 武家屋敷散策 辰子の像の前で 小岩井農場見学 

【２日目】十和田湖・奥入瀬渓谷・八甲田山・青森ワラッセ・弘前城 

 十和田湖が一望できる峠、“発荷（ハッカ）峠”小雨に煙る十和田湖もいいものでした。そこから十和田湖畔へ

小雨の中、“乙女の像”に、そこから奥入瀬渓流です。高低差が低いので流れが緩やかで、所どころ急流があり、

そこが有名な“阿修羅の流れ”滝も多くあり「歩いてみたい」の声が多くありました。その後、八甲田山に向かい

ました。八甲田山麓レストランで昼食後、ロープウエイで山頂へ。途中までは青森市街も見えていましたが、山頂

が近ずくにつれガスが濃くなり、山頂では周囲は全く見えない状況になった。遊歩道散策は中止し下山。青森の

“ねぶたの家ワラッセ”では、“はねこ”の体験、“お囃子”の体験、“太鼓”の体験、良かったです。ねぶたの

大きさにも感動しました。感動を胸に、弘前に向かいました。今度は時間に余裕ができ、“弘前城”に行きまし

た。“弘前城”は現在工事中で移動されており、お城の雰囲気はありませんでした。夕暮れの中、ホテルに入り夕

食場所、創作料理の店“菊富士”にて夕食、そしてホテル到着。 

                                    2日目 観光写真 次ページへ⇒ 

２０１７年秋季親睦旅行“秋のみちのく３日間” 
  観光先：一日目：角館武家屋敷・田沢湖・小岩井農場・湯瀬温泉 

     ：二日目：十和田湖・奥入瀬渓流・八甲田山展望台・青森ワラッセ・弘前城 

     ：三日目：五能線（リゾートしらかみ）・アオーネ白神十二湖 

  参加者：38名（社友会28名（内同伴者8名）、紅葉会10名） 

  実施日：2017年10月2日(月)～4日(水) 二泊三日 
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前ページより⇒：【2日目】十和田湖・奥入瀬渓谷・八甲田山・青森ワラッセ・弘前城 観光写真 

田沢湖 

田沢湖をバックに 奥入瀬渓谷・阿修羅の流れにて 

霧の八甲田ロープウェ－ 

八甲田山にて 

乙女の像をバックに ねぶたの家ワラッセ 夕食は創作料理 弘前城 散策 

【3日目】五能線“リゾートしらかみ” 十二湖散策 

 いよいよ、今回の旅行の目玉“五能線リゾートしらかみ”での観光です。弘前駅にはかなり早く到着。 

“リゾートしらかみ”くまでらタイプの列車を待ちました。8：49定刻に到発着。“かわべ”から五能線です、五

所川原までは岩木山を左に見ながら、一般の平地を走ります。五所川原から鯵ヶ沢まで、“津軽三味線の実演”で

す。4号車のイベントコーナーで30分間、津軽三味線の音色に感動、感動の連続でした。鯵ヶ沢から五能線の最大

の売り、海岸線を走ります。絶景に感動の連続でした。“千畳敷で下車。観光記念及び撮影。乗車”感動の時間は

短かったです。素晴らしい時間はすぐたちます。十二湖駅で下車。バスに乗車し、十二湖散策へ。休憩所キョロロ

までバス。そこから徒歩で、青い池（濃いブルー）まで往復30分。青色の池に感動。旅行の余韻にしたりながら秋

田空港に向かいました。車内で来年の希望をアンケートでいただき、沖縄、宮古島方面に決定。案を企画します。

秋田空港発・羽田空港を乗り継いで広島空港へ。皆さんのご協力で全員体調を崩すこともなく、無事に帰着するこ

とが出来、ありがとうございます。幹事として厚くお礼申しあげます。 

リゾートしらかみ 到着 “リゾートしらかみ”にて 

千畳敷にて記念撮影 

五能線 “リゾートしらかみ”内にて 

秋
田
空
港 

羽
田
行
機
内 千畳敷駅にて 青池 
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 2018年 春季・秋季親睦旅行同時申込みのご案内  
 春季：福山城と笠岡の花満開を楽しむ旅 旅行実施日：4月5日(木) 

 秋季：宮古島5島めぐり3日間の旅 旅行実施日：11月6日(火)～11月8日(木) 

     2泊3日 募集締切3月10日(土) ＊定員になり次第締め切らせて 

        頂きます。別途、メール、ハガキ（hibiki発送時に同封）にて募集案内致します。 

 2018年 春季親睦日帰り旅行 

 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 

シャープ社友会広島支部 

           紅葉会 

企 画：福山地区委員長 

●桜満開の福山城 
 日本最後の建造、福山大空襲によって消失するも、国宝の伏見櫓、鉄筋御門は焼け残りました。 

●カブトガニ博物館 
 世界で唯一のカブトガニをテーマとした博物館、建物は上空から見るとカブトガニに見えます。 

●道の駅 笠岡ベイファーム 
 花の駅 笠岡ベイファーム、春は菜の花やポピー 夏は100万本のひまわり 秋は風に揺れコスモスがお出迎え。 

●花と石彫の太陽の広場 
 笠岡湾干拓地の締切堤防沿い約3kmに及ぶ多目的広場、四季折々の花が咲く花壇と転々と連なる 

  石の彫刻があります。 

      宮古島宮古島宮古島555島めぐり島めぐり島めぐり333日間の旅日間の旅日間の旅   
 

2018年 秋季親睦旅行 シャープ社友会広島支部 

        紅葉会 

 

 

 

 

実施日:11月6日(火) ～ 11月8日(木) 2泊3日 
行先:宮古島  広島空港⇔那覇空港⇔宮古空港行き 

行き:広島 11:45 ANA1861 那覇 14:25 ANA1185 宮古 15:20  

帰り:宮古 13:50 ANA 那覇 15:30 ANA 広島 17:15 

旅費：75,000円～80,000円 
     （40名参加の場合） 

実施日：4月5日(木) 

集合時間・集合場所： 

 8：30 ラポール賀茂駐車場 

 8：45 JR西条駅前 

10：00 福山城駐車場 

参加費：福山：2,000円 

 広島：5,000円 

《いらっしゃい、美しい島、宮古島へ》 
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写そう会 新年明けましておめでとうございます。                                       中西 康憲 

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」に努めると共

に、趣味の写真を通じて現役のシャープ社員とも交流の輪を広げ、シャープ社友会写そう会の存在を内外にアピー

ルしたいと考えますのでよろしくお願い致します。                 （写そう会 会員一同）  

１）平成29年度 二科広島公募展&東広島市美術展に入選 
 

 昨年10～11月に開催された二科広島公募展と東広島市美術展に写そう会から4名(合計5点)の作品が選ばれまし

た。二科広島公募展の入選者は、下重進さん、新林達人さんの2名、東広島市美術展は中西康憲さん、新林達人さ

ん、廣兼惟央さんの3名で、入選作品は写そう会HPトップページ上部にある[コンテスト作品]をクリックするとご

覧頂けます。（記事: 谷水 毅） 

 

２）ファミリーフェスティバルに参画 
 

 11月開催のファミリーフェスティバルでは写そ

う会ブースを展開。作品を展示するとともに、カ

メラ機材を並べた相談コーナーも設け、作品や機

材に触れながら写真談議に花を咲かせたり、ママ

さんからお子さんの室内競技の撮り方の相談を受

けたりと、来場の皆さんと親しく交流しました。

日ごろ見慣れない魚眼レンズや大型望遠レンズを

覗いたり写真を撮ったりと、お子様にも楽しんで

いただけたと思います。また写真に興味のある現

役社員の方々と交流の約束が出来た事も写そう会

の将来に繋がる大きな成果でした。 （記事：吉岡 嘉之） 
 

 

３）忘年会＆鳥取撮影会 
 

 11月1～2日に参加者8名が2台の車に分乗し、鳥取砂丘で一泊二日の忘年

会と撮影会を行いました。忘年会としては一ケ月も早い時期ですが、行き

帰りの途中で紅葉撮影のリクエストもあり、紅葉の撮影時期に合わせて日

程を前倒して実施。夜の宴会後の二次会では参加者全員が持ち寄った今年

の思い出の写真を見ながら今年を振り返り、写真談義に花が咲き、和やか

なひと時を楽しみました。1日目は奥津峡(岡山)で紅葉の撮影と鳥取砂丘の

夕景撮影。2日目は砂丘のラッキョ畑、大山寺、大山鍵掛峠、木谷沢渓

谷、御机と定番の撮影ポイントで撮影しながら2日間の撮影旅行を楽しみ

ました。（記事：西尾 弘）  

 
 

 

４）ぶらり気ままな撮影行③ ※1 
 

 綺麗なモミジが撮りたくなり、ぶらりと小

豆島の寒霞渓に出かけました。ところが、残

念ながら「〇心と秋の空」で、時々小雨が

降ってきました。それでも観光客は多く平日

で小雨模様なのにロープウエーは1時間待ちで

したが、山頂の展望台からの景色は素晴らし

く、この待ち時間の間に多くの写真を撮るこ

とができました。大きな火山岩と多彩な色の紅葉がまじりあい、独特の風景を作り出しています。特に紅葉は雨に

濡れてより色はきれいに見えました。山頂とロープウエーの中から紅葉を満喫して、多くの写真と共に帰路につき

ました。（記事：辻 重樹）                                ※1：①はhibikiに81号、②はhibiki83号に掲載 

写真相談や作品鑑賞等会場スナップ 

170°視角の魚眼レンズでの

会場スナップ---子供さん達

に人気でした。 

小豆島 寒霞渓秋景-1 小豆島 寒霞渓秋景-2 小豆島 寒霞渓秋景-3 小豆島 寒霞渓秋景-4 

国民宿舎-砂丘荘での忘年会 

砂丘  大山  
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平成あそび隊   中国電力エネルギア総合研究所＆独立行政法人・酒類総合研究所 見学   藤井 良幸 

 11月14日(火) 21人参加。11月度も近場で東広島市の広島中央

サイエンスパークにある多くの研究所の中から、我々の生活に

馴染み深い中国電力エネルギア総合研究所と独立行政法人・酒

類総合研究所を見学した。 

 サイエンスパークは、県が企業や公益法人などの研究機関を

誘致し、マツダスタジアム12個分の敷地に12機関が集約存在し

ている。中電エネ研では、大企業が利潤を目的とした研究テー

マとは一線を引く、地道ではあるが必要不可欠な課題を研究し

ているとの説明があった。太陽光発電、高電圧放電や電気自動

車や環境技術分野では屋上・壁面緑化システムが見学できる

コースにあった。電力のコストダウン、安定供給技術、情報通

信技術、電気高度利用なども続けられているとの説明も。 

 昼食は同じパーク内にある、ひろしま国際プラザ内JICA中国

ラコルトでバイキングを食べた。海外留学生が多く利用するた

め、700円の安価な割には質/量とも充実していた。酒類総合研

究所は、独法つまり国立の酒関係の研究所では日本ではここだ

けと言うことだった。ウィスキー以外の、日本酒/ワイン/ビー

ルなどの研究用の小規模の生産設備があり、地道な研究が行わ

れていた。また多くの研修生が訪れていて講義を受けていた。

日本酒の試飲もさせてもらった。今回の見学で、近場でも我々

が気づいていない色々な分野での研究が日々進められているこ

とを実感できた。 

中電・太陽光発電 

中電・高電圧放電実験室 

中電・電気自動車 

壁面緑化システム 

/発電機負荷体験 中電・集合写真 

酒類研・杉玉 

酒類研・ワイン発酵室 

酒類研・日本酒試飲 

酒類研・集合写真 

  

テニスとは全く縁もゆかりもなかった筆者の7か月間

の体験奮戦記です。 

日頃よりお世話になっている先輩から仕事を辞めた

ら、一緒にテニスをやろうと誘われて、昨年4月の退職

を機に挑戦の一歩を踏み出しました。正直な所、タフで

ハードなイメージのテニスは、69歳という年齢と全く知

識も経験もない筆者には無理かなと思いつつ、先輩の顔

を立てるつもりで参加したのですが、案の定、早速腰を

痛めて3週間程病院通いをしました。が、これを発奮材

料に体力維持を重点目標にして練習に励んでいます。 

毎週水曜日10時から12時までの2時間（毎月最終水曜

日は9時から12時までの

3時間）の練習で、最初

の1時間が基本練習、残

りの1時間（或いは２時

間）は無作為にペアを組

んでダブルスの試合でレ

ベルアップを図っていま

す。今は足を引っ張るば

かりで申し訳なさと悔し

さで涙を流す日々です

が、先輩方の懇切丁寧な

指導で少し上手くなったような気分（錯覚）にさせても

らい、和気藹々のテニス談議にあっという間の2時間

（毎月最後の水曜日は3時間）を楽しんでいます。 

何も知らないがゆえに好奇心に溢れ、体を動かす機会

の少なかった筆者が、未知のスポーツに挑戦出来る嬉し

さを満喫しています。今年はレベルアップを図って、未

経験の新人とペアを組んで大先輩ペアからセットを取る

野望を密かに夢見ながら練習に励みたいと思っていま

す。 

“テニスって本当に面白いですね！！” 

“特に未経験の皆さん！一緒に楽しみませんか！！”  

未知への新たな挑戦～奮戦記                                    藤村 建一  テニス同好会 
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 あるこう会は平成29年12月2日(土)に、結成20周年記念イベントと

して野呂山・山頂ウォーキングと野呂高原ロッジでの忘年会を開催し

ました。当日は今年一番の冷え込みとなりましたが参加予定者45名

（男性27名・女性18名）全員が揃っての

イベントとなりました。 

 朝9:00事業本部駐車場に集合、ロッジからの送迎マイ

クロバス2台に乗込み野呂山に向け出発しました。黒瀬町

郷原から林道を登り紅葉の始まった野呂山へ。約１時間

で山頂の野呂高原ロッジに到着しました。快晴で風もな

く、山頂からは瀬戸内海が太陽の光に反射して鏡の上に

浮き上がったような島々や、遠くの四国の山々が絵に描

いたように見え最高の景色でした。 

 午前中は全員でストレッチのあと、インターバルジョ

ギングとウォーキング/グラウンドゴルフとウォーキン

グ/グラウンドゴルフのコースを各自の体力・体調に合わ

せ3班に分かれ楽しみました。その後ロッジの風呂で汗を

流し、午後からはいよいよ忘年会の始まりです。最初に

東リーダーの挨拶、乾杯のあと来年度の活

動計画の紹介を各企画担当が行いました。

美味しい料理とお酒で気持ち良くなったこ

ろ20周年の手作り記念ペンダントが全員

に配られ来年も楽しく歩こうと語り合い、

つづいて恒例のカラオケ、ビンゴゲーム、

じゃんけん大会と中身の濃い忘年会となり

ました。“ビンゴゲーム”や“じゃんけん

大会”でゲットした豪華賞品とロッジで購

入したお土産など沢山の荷物を積んで帰路

につき、午後4時過ぎに集合場所に到着、

解散となりました。  

あるこう会 結成20周年記念 忘年会ウォーキング                  菊池 明夫  

20周年ペンダントづくり 

インターバルジョギング練習 

野呂山集合写真 

グランドゴルフ大会 

忘年会 

ビンゴゲーム 

 

  

 

 「歴史探訪の会」は10月23日(火)に下蒲刈島史跡をめ

ぐる例会を実施しました。 

社協バスを利用して(22名参加)10時に賀茂寮を出発し、

ゆめタウン学園店にて弁当を購入し呉東広島バイパスを

利用し下蒲刈島へ向かい、途中安芸灘大橋を渡り直ぐに

ある白崎園にて休憩。快晴の天気で瀬戸内海の島々を見

渡せる場所にて昼食絶景の景色を楽しめた。 

 12時15分にガイドの船田さんと合流し下蒲刈市民セン

ターにバスを駐車し、船田さんのガイドにより石畳散

策、マップに沿って石畳めぐりを実施。ガイドの船田さ

んは名物ガイドとの評判通りの説明で、観欄閣、福島雁

木、侍屋敷、三ノ瀬本陣、白雪楼、松濤園と順番に見て

回り、下蒲刈三ノ瀬地区の往事を忍ばせる歴史を堪能す

ることが出来特に、朝鮮通信使の資料を展示している松

濤園は建物や大量の展示物(陶器、資料など)は充分楽し

むことが出来ました。途中ミカンの売り場があり、みん

なで購入しました。 

 3時半に見学を終わり出発し4時半に賀茂寮に到着。 

全員何事もなく無事に帰ることが出来ました。 

 余談ですが、その後すぐに松濤園の展示物が世界記憶

遺産に登録されたことがメディアなどで告知され、ガイ

ドの船田さんがテレビのニュースに登場し名物ガイドぶ

りを発揮されていました。 

歴史探訪の会      下蒲刈島石畳めぐり探訪                      廣瀬 雅昭 

白崎園 松涛園 見張りの松の縁側. 
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 「広島事業所・労組広島支部結成五十周年記念ファミ

リーフェスティバル」開催に際して、社友会支部長から

イベントの出演依頼があり、楽器演奏の会で出演するこ

とになりました。当日は気温も低く、ギターを演奏する

うえで、最も大切な指が悴んで動きません。初めての野

外舞台での演奏で、突風に楽譜がめくれるなどのハプニ

ングもありました。また、開始前の音出しでは、良く聞

こえていたモニター(他の演奏者のパートの音)が聞こえ

難かったり、雑音(会場近くでの笑い声等)が多く、演奏

を合わせるのに苦労しました。 

 出演に際し、紹介に当たってのグループの名称が有っ

た方が良いと言う事で急遽皆で相談しました。しばし熟

考の末に、あるメンバーから、「何事にも走らないで、

確実に歩いて行こう」との意味で『アンダンテ』という

提案が出、皆が賛成してアンダンテに成りました。我々

OB会の同好会名にはふさわしい名称と思っています。 

 老人ホームへの慰問演奏や、地域敬老会での演奏等、

1年前に比べてレーパートリーも随分増えました。 

これからも地域や外部での活動を増やしてゆきたいと考

えています。 

 

注):アンダンテ=歩くくらいの速度。 

 「楽器演奏の会・アンダンテ」                            江頭 敏晴 楽器演奏の会 

 2017年7月に東広島市安芸津町に古民家を購入し、約4箇月掛

けて古民家を一人でリフォームしました。 

古い不用品を燃える粗大ゴミ、不燃粗大ゴミとして分別処分。 

 最初に全室砂壁を漆喰に塗り替えそのあと畳、襖、障子を張

替えて完成。洋間を6畳から11畳に。低い天井と壁をぶち抜き

屋根、床断熱のフローリングに。12月入ってリフォームが完成

しました。其処で、劇的ビフォーアフターのお披露目を兼ね

て、12月10日にアマチュア無線同好会の忘年会アイボールを開

催しました。8畳と6畳の襖を開放、14畳の大広間で、よせ鍋

（牡蠣/魚/豚/鶏/野菜など）を食べながら、和やかに無線談義

を楽しみました。 

 自作のAM送信、自作コンデンサーテスター、ツエナーダイ

オード測定器製作の苦労話など有意義でFBな情報交換が出来ま

した。 

 

   古民家を劇的リフォームと忘年アイボール開催               吉房 幸治 アマチュア無線 

古民家 

参加者乾杯 

参加局（居間） 

自作AM送信機の説明 

自作AM送信機 

自作コンデンサーテスター 

自作AM/FMラジオ 

参加局（和室）左から内野（JR4PDP）、岡本（JA4KFO）、古城（JJ4KME）、吉久、吉房（JA4DPL）、又吉（JI4WHS）、東（JA3DBM） 

  

 

https://www.weblio.jp/content/%E9%80%9F%E5%BA%A6
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ボウリング        ボウリング同好会 ｢第77回 29年12月大会｣ 実施報告               神崎 保範  

 ボウリング同好会では、今年最後となる『第77回12

月大会』を12月8日(金)10時より賀茂ボールで開催致し

ました。併せて大会終了後に場所を移し総会と忘年会を

兼ねて会食、懇談会を行い今後の健康とスコアアップを

目指す事を誓い合いました。 

 大会の方は、17名（男性会員10名、女性会員7名）の

参加となり、総合優勝は『堀岡光郎さん』、女子の部優

勝は『友田光枝さん』がそれぞれ獲得されました。 

 3ゲーム（ハンデキャップ含む）合計得点で競技を競

い、堀岡光郎さんが628点で総合優勝。（準優勝）川股

幸雄さん618点、（第三位）田岡政行さん615点の結果

となりました。女子の部優勝は、総合4位の友田光枝さ

んが獲得されました。(田岡さんと同ピンの615点でした

が、ハンデキャップ差で四位)、 

ハイゲーム賞は（男子の部）『坂

田 広 海 さ ん222点』、（女 子 の

部）『友田光枝さん180点』でそ

れぞれ獲得。ノーミス賞の達成者

は、堀岡光郎さん、川股幸雄さん

の2名が達成。川股さんは2ゲーム

達成となりました。 

 20年目となる今回の大会も無事

に終了し、今後とも元気に楽しく

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。毎月第2金曜日の午前10時よ

り賀茂ボールで活動していますので興味ある方の参加を

お待ちしております。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。  
 

〔上位10位までの成績(3ゲーム合計点HDCP含む)〕 

                                           敬称略     

 1位 堀岡 光郎  628点    2位 川股 幸雄  618点  
 3位 田岡 政行  615点    4位 友田 光枝  615点  
 5位 牛田 峰子  570点    6位 細井 博文  569点  
 7位 坂田 広海  542点    8位 牛田 晴雄  530点  
 9位 神﨑 保範  523点    10位 村上 孝一  522点  

 

  対外の話                                           丸山 紀夫 絵手紙 

 絵手紙を始めたころ、熊野の筆の里

工房でインストラクター養成の講座が

開講されることを知り、受けてみたい

と申し込んだ。ところが、申込者が多

数であったのだろう審査の結果は不合

格であった。そりゃそうだろう、駆け

出しの何の技量も実績もない初心者で

は当然のことである。しかし断られて

どうしてもその研修を受けたい一心で

粘った。3・4度交渉したと思う。 

結果、再考してもらい受講を許されたのである。 

 1回目は1日だけだが基本コース・道具の基本となる筆

について、手入れ・保管の仕方・筆使いの基本・文字の

配置や運筆の基本などみっちり教え込まれる。筆の本場

だけに手抜きはない。 

ことほどさようにして、1年半ほどの間に合計4回、 

9日間のカリキュラムに日展書家・TV出演の水彩画家・

大学講師・新聞社解説員・地元著名篆刻家など多士済済

の諸講師により絵手紙に関するすべてと云っていいほど

の内容を履修させてもらったのである。 

また、受講生同士の状況を聞くとなんとほとんどが教

室を持ち、教える立場にある人であり、中には放送局や

新聞社と繋がっている人までいるのである。これらの

人々は目的がはっきりしている

から凄まじい、エネルギッシュ

で意欲がある。それには圧倒さ

れたが、刺激的であり、その印

象はいまだに忘れることはでき

ないのである。これらの仲間は

20人ほどであるが全国に散ら

ばっている。集まる機会も作っており、普段は絵手紙の

交換・・・これも特徴的なのは気の合ったもの同士では

なく片寄なくやりとりすることや、絵手紙列車を走らせ

たり、何といっても年1回の研修会である。この会は京

都を皮切りに7回続き昨年は大分・国東。本年は5月に福

島の予定であり、年末に案内状が届いている。幹事は腕

によりをかけ新しい作品を発表したり、新しい技法など

を披露したりしてくれ、刺激の少ない小生どもには大変

良い勉強になる。さらにこの会の自慢をすると、筆の里

のありがとう展で大賞を獲った者が4名おり、優秀賞な

ど毎年数名もいる状況で秘かに日本一の絵手紙グループ

だろうと自負している。こう云った人々の刺激を受け、

美点を吸収して精進したいと思う。 

稲生妙子 

和田紀一 

丸山紀夫 

丸山紀夫  川田芙美子  神野和彦 
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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、紹介致しますのは、次男の嫁に頼まれました、

キッチンと洗面台の小さなリフォームです。要望とし

て、キッチン調理場は、多機能のフラットのテーブル

で、調理台の高さを105㎝（標準85㎝）と高くして使い

勝手を改善、出っ張りを無くしフラット感を出す事、洗

面台は鏡の裏にも収納を増やし整理を出来るようにした

いとの要望を受けました。 

調理台の多機能フラットテーブルは、厚さ3㎝、奥行

70㎝、横幅260㎝のゴムの木の集成材をネットで購入。 

他の木材は近くのホームセンターでの調達と成りまし

た。特に大変だったのは、フラットテーブルを塗装ムラ

無く仕上げる事。天気を見ながら例会以外の日も梅田工

房の場所を借り、延べ5日間をかけ、スプレー塗装しま

した。また長さが260㎝と長く、重量が約60㎏ある為、 

1人では持ち運びと移動が出来ない為、複数人の手伝い

が必要な事、最終組立が設置現場でないと出来ない事で

した。 

洗面台は、収納箇所を多くする為、鏡ユニットを上下

にスライド出来る構造にしました。鏡ユニットは元々

あった鏡に木枠を施しリサイクルしています。吊り方式

の為、重量バランスを取り、両サイドの木枠の中に錘を

下げ、コロで吊り、鏡ユニットをバランスを取りながら

上下に動かせるようにしています。特に、大変だったの

は、スライドの鏡ユニットの重さが2.6㎏あり、左右2個

の錘でバランスを取る為1.3㎏の錘を作る事でした。 

錘の材料は釣具店で釣りに使う鉛を購入し、百円ショッ

プで購入した鍋に鉛を入れ、下からガスコンロ、上から

ガスバーナーで熱を加えて鉛を溶

かし、気泡が出来な

い様に石膏鋳型に流

し入れる事でした。 

 小さなリフォーム

が完成し、使い勝手

がよく成った調理台

と収納が増えた洗面

所に、大変喜んでい

ただいています。  

ものづくり  小さなリフォーム                                  古賀 誠次郎   

フラットテーブル ① フラットテーブル② 洗面台 

 

 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。  

 2017年度の釣果を振り返り18年の参考にしたいと思

います。魚が少なくなったのか釣り方が下手だから釣れ

ないのか真剣に悩みます。しかし上手に釣る人がいると

言うことは釣りの技術が足らない事になります。結論は

魚が少なくなり釣り方が難しくなったと言うことです。 

 春はメバル、夏はアジ/蛸/烏賊、秋はイイダコ/ハ

ゲ、冬は太刀魚、が年間の釣魚です。 

だんだん釣果が難しくなる中で特に難しくなっているの

が蛸と太刀魚釣りです。5～6月に三原沖で釣れる真蛸で

す。昔は蟹の形をした偽物で30匹ほど釣れていました。

しかも手釣りでした。それが、今は竿を使った電動リー

ルの釣りです。仕掛けも大きく変わりました。エビを似

せたもので1つ1500円します。根がかりしますと1500円

が海です。多い日は3個くらい無くなります。金がかか

り釣れないと難

しい釣りになり

ました。 

 そして今が釣

りシーズンの太

刀魚です。5年前

は一人30～50匹

は釣れていまし

た。しかもイワ

シを餌にしてい

ました。竿をゆっくりと巻き上げさえしていれば、太刀

がテンヤの針にかかり大きく引きました。苦労をしない

でもドラゴンが釣れていました。今はどうでしょう。 

テンヤだけでも形、色の違う新製品が多く有り、どの仕

掛けがいいのかその訳はと話が尽きません。仕掛けに取

り付ける餌もイワシ、サヨリ、サンマ、サンマを3枚に

下ろしたものと多彩です。一番難しくなったのが当たり

の違いです。竿先が1センチから2センチ上下したときが

太刀魚の当たりです。太刀魚が針にかかって大きく持っ

ていく当たりはまず有りません。2～3センチの竿先の当

たりをみて針で太刀魚をひっかけるのです。タイミング

が難しいのと当たりの見分け方が難しいのです。特に波

の高い日は更に難しくなりま

す。当たりが大きいほど魚は

小さいのです。小さい当たり

を確実につかんで針で太刀魚

をひっかけるのです。 

だんだん難しくなる釣り方。

しかしそのために仕掛けを工

夫したり、餌を変えたり竿を

変えたりするのが楽しみでも

有ります。 

 今年も頑張ります。 

釣 り 釣果を振り返り                                                                川田 正勝 
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第205回 社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

 優勝 村重 泰弘さん（写真中央） 

当日は快晴で気持ちのいい天気でしたが、セカンド、サード

ショットが最近絶不調でどうなるかと心配しておりました。意識

的にショットの力を抜きリラックスを心がけプレイを続ける内に

ショットも安定してきて何とかスコア―を纏めることが出来まし

た。 

 準優勝 西尾 弘さん（写真左） 

10月にしては暑い一日でした。スタートの2ホールはトラブル続きで今日も駄目かと思ったが、次第に調子が上が

り、思いがけない良い成績で終わることが出来ました。あの失敗が無ければ優勝できたのにと、ちょっと悔やんで

います。とにかくゴルフは楽しい！ 

 第3位 猪飼 雅澄さん （写真右） 

今回はスタート時のドライバーの乱れもラッキー等に助けられ、練習場の成果が後半に繋がりました。 

また、天候、同伴メンバーに恵まれ、幸運にも上位入賞出来ました。 
 

 

第206回 社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ） 

 優勝 山脇 隆さん（写真中央） 

社友会ゴルフコンペに参加させていただいて早や10年、この度

思いもかけず優勝する事が出来ました。まぐれにまぐれが重な

り、自分でもびっくりする様なスコアで上がる事が出来まし

た。これからも頑張りたいと思います。 

 準優勝 丸本 静馬さん（写真左） 

前回４位で今回準優勝できました事大変うれしく思います。 

攻める所はしっかりと攻めて、ここという時は慎重にプレイした事が結果として出た事だと思います。今まで以上

練習して上位入賞をめざし頑張ってまいります。 

 第3位 弓井 克己さん（写真右） 

昨年9月以来の上位入賞ができました。白竜湖CCのこの日のグリーンはとても早くてパットに泣きました。3パット

が5回も、計38パットと散々でしたが、フェアーウェイウッドに助けられました。課題はパット、次は32パット以

内を目指します。 
 

第207回 社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

 優勝 有田 守夫さん（写真中央） 

古稀を迎えたので前のティーグラウンドでショットすることが

出来、今回この特典で最近にない好スコアが出て、優勝する事

ができました。身体の不調で、過去三年間ゴルフが低調で悩み

ましたが、現在はほぼ快復したので、これからも社友会Gコン

ペを楽しみたいと思っています。 

 準優勝 津郷 和男（写真左） 

本年ラストの社友会ゴルフコンペで準優勝することが出来、感謝しています。またハンディーに恵まれました。 

練習も欠かさず続けていることが良かったと思います。これからもゴルフを年齢的ハンディーに負けず、社友会メ

ンバ－と楽しくやりたく思います。 

 第3位 矢野 隆志さん（写真右） 

練習しても思うようにならず、あきらめモードで参加

したが、寒さの中で皆調子が悪く、結果オーライにも

恵まれ期待以上の結果でした。飛ばなくなって力が

入っていたドライバーも、寒いせいとあきらめたおか

げでまっすぐ飛び、アイアンの不調を補ってくれまし

た。来年は安定性確保とゴールドからのテイーで、年3

回優勝を目指します。 

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

新年おめでとうございます。今年も元気でゴルフができるよう頑張りましょう。 

さて昨年の第205回、206回は天候にも恵まれ、伸び伸びと日頃の成果を発揮された方も多かったようです。 

村重さん、山脇さんおめでとうございます。でも207回は真冬の寒さで、私など早くお風呂に入って温まりたいと

いう気持ちだけでした。その中で奇跡のゴルフをされた、有田さんにはびっくりしましたね。  
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社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2018年(H30年) 2月 ～ 2018年(H30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。 

 例会報告 可部冠山 登山記                                    菊池 明夫   山歩会 

頂上まじか 

 平成29年11月20日(月) 曇り 気温5度 

午前9時、山歩会メンバー14名（男性8名、女性6名）が磯松池横の駐

車場に集合。社協マイクロバスに乗り込み、今坂トンネル⇒志和口⇒

井原市⇒大林⇒三入⇒南原ダム⇒登山口のルートで本日の目的地『可

部冠山』に向かった。途中、三入のコンビニ“ポプラ”で弁当を購入

し県道253で南原ダムを右に眺め秋を感じつつ一路冠山へ。AM10:25林

道の終点（標高320ｍ）で車を降り、入念なストレッチ後出発。 

（AM10：40）登山口「可部冠山旧街道コース登山口」から登山開始。

しばらく大きな石がゴロゴロした沢沿いの道を進むと、ヒノキ林の中

に入る。ここからは歩きやすい道となった。AM11:05峠のみちしるべ

「可部峠へ 可部町へ」の石柱が立っている所に到着、小休止。ここか

ら少し急坂となる。AM11:40「石見街一里塚」の石柱の峠に到着。更

に急坂を登りAM11:55頂上に到着。頂上で約1時間、昼食と休憩、HOT

コーヒー、梅茶のサービスもあり寒さを忘れ楽しい時間を過ごした。 

 頂上からは周りの山々や可部の町、更にその向こうに瀬戸内海？ 

も見え、眺めの良い山だった。12：50下山開始。登ってきた道をたど

り14：00無事登山口へ到着。小休止後マイクロバスに乗り込み集合場

所（出発地）へ帰ってきた。安全運転に努めていただいた社協バスの

運転手さん、毎回おいしいお菓子や果物などを差し入れてくださる女

性陣に感謝し、「次回も参加しようと心に決め帰路についた。」 一里塚 

途中 

出発 

到着 

下山 

一服 

頂上 

集合・方位岩 

  

可部冠山集合写真 
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〔広島地区〕             山根 行雄 

■10月16日(月)ゆうゆう会 第5回世話人会開催 

 場所：ホテルJALシティ広島(世話人6名 出席)、参加

者確定リスト、本番進行プログラム＆イベント出演者

等の確認、本番時の役割分担を確定。 

■10月29日(日) 

 ゆうゆう会 第14回

総会懇親会開催 

 会場:ホテルJALシ

ティ広島、 

 参加者:36名 
 

■12月19日(火)ゆうゆう会ウオーキングクラブ H29年

度忘年会 開催(場所)佐伯区 天然温泉「ほの湯」 

 (時間)AM11：00～14：00(参加)11名、詳細な開催報

告に付きましては、第14回総会と併せて、広島支部

HP「OB会ニュース」にて記事公開中です。 
 

〔山陰地区〕             山澤 純一 

■平成29年10月4日に第10回社友会山陰地区懇親旅行会

が出雲の大谷さんのお世話で開催されました。(17名

参加)出雲市公認ガイドの大谷さんの案内でJR旧大社

駅舎、古代出雲歴史博物館見学、出雲大社参道から境

内へ、続いて神楽殿での正式参拝で家内安全、互いの

健康を祈願して大社周辺の散策。夜はこの7月にオー

プンしたばかりの豪華ホテル「月夜のうさぎ」で懇親

会、お互い旧交をあたためました。(広島支部ホーム

ページ「行事」→「OBニュース」検索参照) 

■本年度、第11回社友会山陰地区懇親会は米子の藤原さ

んのお世話で開催計画中です。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■＜2017忘年岡山シャープOB懇親会 開催報告＞ 

 開催日時：平成29年12月6日(水)18：00開催 

 会場：真庭リバーサイドホテル 

  参加者：27名[男性25名 女性2名(県外参加者8名 、 

新規参加者2名)] 

 開催内容：当日は、

県北の絶景と穏やか

な自然をバックにし

た『真庭リバーサイ

ドホテル』に送迎バ

スと自家用車で、合

流！一年振りの再会！歓談する人！まにわ温泉でゆっ

たり湯に浸る人など、集合写真の時間になると、県外

から8人、SEKメンバー10名他、27名の精鋭が、集ま

り、写真班 天野さんの記念写真に収まりました。  

■＜2017忘年岡山シャープOBゴルフコンペ 開催報告＞ 

 開催日時：平成29年

12月7日(木)8時半

スタート 

  開催会場：真庭カン

トリーゴルフ倶楽部、

参加者：3組11名 

 二日酔いを朝風呂で

吹き飛ばし、朝の冷え込みの中、懇親会メンバーから

新たに1人加わり、3組で真庭カントリー倶楽部を8時

過ぎ、記念写真を撮ってから懐かしい仲間同士、晴天

に恵まれスタートしました。 

 優勝：池田 征三郎(ベスグロ)、準優勝：中村 雅信 

 3位：森田 達治、ドラコン：三原 正 

 ニヤピン：森田 達治×2、池田 征三郎 
 

〔山口地区〕             松田 正博 

 平成29年は地区OB会を実施しました。また3年後の実

施となります。 

 平成30年は大きな行事はありません。4月にお花見の

予定です。体調管理に努め、いつまでも元気に過ごせ

るよう努めます。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■ゴルフコンペ 12月15日(金)屋島カントリークラブ(高

松市)にて6組22名で実

施しました。昨日まで

の寒波も去り、この季

節としては暖かい天候

の下で実施する事が出

来ました。 

■12月15日(金)酔灯屋(高松市)にて16名の参加で実施

しました。開催に先立

ち当日の成績発表と表

彰を実施し、忘年会と

なりました。当日並び

に本年度のプレーの反

省やら「タラレバ」や

らで大いに盛り上がり

ましたまた。最近の諸ニュースの話題が続き、最後に

はお決まりの健康問題で、そこらのグループで話題沸

騰です。来年度のに向けての体力維持と更なる親睦を

図ることで散会しました。 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

■恒例の年末忘年会を12月11日福山駅前のとある居酒屋

で行いました。 

■関西方面からの福山事業

所出身者を含め12名の参

加でありました。残念な

がら本年ご逝去された先

輩、同僚のご冥福を祈り

献杯の後近況報告など行い、また来年も元気で頑張ろ

うと語り合うひと時となりました。 

■福山地区会では年3回の全体会合・春秋のゴルフの会

を行っておりますので、地区会の皆さん多数の参加を

お願いします。 

■年明けてからの活動は3月の山歩きの会・4月の花見の

会・春のゴルフの会を予定していますので多数のご参

加をお願いします。 
 

〔関西・中部・関東地区〕         伊藤 宜夫 

■11月16日京都鉄道博物館にて親睦会を開催。参加者は 

 4名。当日は11時に博物館前に 

 集合。当博物館は平成28年4月29 

 日に開館したばかりです。 

 詳しくは、社友会HPの新着情報 

 を確認してください。 

地区役員報告       企画担当幹事 金國 信太郎 
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町内に立ち上げた「高齢者支え合い活動」     記：福山地区 白川 仲男  

 前回の投稿後5年が経ちました。今回は昨年度から町内(福山市東部の坪生町川原山地区)に立上げ、今年11月に

は延べ15回を無事に終えた「高齢者支え合い活動」を紹介させて頂きます。 

 我が町内は300世帯と中規模ですが、少子高齢化は避けて通れない状況です。所属する町内のボランティアGr

「ひまわり会」の会員に民生児童委員の男性が居ます。 
 

 会の活動方針として、民生委員業務の手助けの一助となるよう、2年前より「高齢者支え合い活動」を企画 

立案し、昨年6月に設立セレモニ＆いきいきサロンオ－プニングを盛大に挙行し、今年2年目を迎えました。 
 

活動方針の骨子は 

 ①困りごとの対応としての互助会活動 

 ➁居場所づくりの「いきいきサロン」の開設です。 
 

 一般的に町内会の役員は任期が2年と短く、大儀なく過ごす任務が中心で、改革するのはタブ－でした。 

幸い、私の立場は町内会役員(体育部理事)でもあり、「ひまわり会」の役員として、民生委員を加えた、三位一体

活動(町内会・ひまわり会・民生委員)を仲間の3名と結束し、地域住民にも理解を求めてきました。年度始めの各

総会で其々、承認を頂き、予算も計上頂き、息の長い、活動の一歩を踏み出す事ができました。 
 

 町連の会長や福祉の責任者を迎え、セレモニ－には60余名の参加を賜り、サロン活動を先行して、スタ－トさせ

る事が出来ました。昨年7月3日のオ－プニング日はおばあちゃんがお孫さんと一緒に来館され、楽しく過ごして頂

きました。サロンも当面は「おしゃべり」をメインとし「健康教室」「全員合唱」等を模索中です。将来は広島支

部の“ふれあいサロンの会”を見習って映画鑑賞等も実施したいものです。 
 

 お助け隊員やサロンのボランティア員の確保等、難題も山積していますが、 

①三位一体活動  

➁誠のボランティア精神・・「下から目線で」自ら実践  

➂ささえ合い・・70歳以上の元気・気力・体力・情熱のある方が、昔程、元気では無くなった高齢者を 

  ささえ合いましょうを、モット－に推進したいものです。 
 

機会があれば次回は町内の「安全・安心・クリ－ン化」を目指し取り組む「ひまわり会」の活動を紹介させて頂

き度く。 

ふれあい便りふれあい便りふれあい便り   

高齢者支えあい活動を立ち上げた白川さん 

いきいきサロンで楽しく過ごされる皆様 
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編集後記：明けましておめでとうございます。 

今号は増補版の新春特別号です。16ページから20ページと4ページ増えています。社長の挨拶や、会社情報も満載で

す。また、皆様からお送り頂いた記事も多く、嬉しい悲鳴を上げていた編集担当ですが、支部長の一言『ページを

増やそう』で解決しました。でも年末年始と重なる今号の編集は、本当に担当者泣かせです。      M.N. 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2017年10月1日～12月末までの入会者    敬称略 

 

 

 谷本 啓介  No.6629   BS 次世代 第2開発室 

 

     広島支部会員数 491名、2017年12月末現在 

広島支部行事予定 2017年1～3月 
 

1月26日 定例役員会/ふれあいサロンの会 

2月23日 新春懇談会/定例役員会 

3月23日 定例役員会/ふれあいサロンの会 

 地 区 会 員 便 り 

   山陰地区 門脇 利郎  

山陰磯釣り同好会発足2年目を迎えた2017年は、前半3回の釣行を開催しました。 
 

◇ 第1回目は5月10日、出雲市大社町鵜峠 大崎鼻にて開催。開催前の門脇個人の事前釣行では、60cmの石鯛を

筆頭に黒鯛、寒鯛、グレの釣果があり、大いに期待された本番でしたが、手のひらサイズの石鯛、アジ、

ボッカ（ガシラ）等の貧果に終わりました。 
 

◇ 第2回目は6月14日、前回の雪辱を果たすべく舞台を島根西部の浜田港の沖防波堤＆シャックリ防波堤に移し、

午後から渡船にて上り翌朝までの通し釣りを敢行。昼間は子サバの餌取りに悩まされるも、日没前から待望の

イサキ良型の爆釣。ポイントを知り尽くしている下手さんは明け方には、真鯛、ヒラマサも追加し大満足の釣

行となりました。 
 

◇ 第3回目は7月5日、出雲市大社町鷺浦 越鳥に渡礁。例年なら青物（ヒラマサ、ワカナ等）やイサキ、真鯛の

実績のある人気の磯での釣行でしたが、小型イサキやカワハギ等の釣果に終わりました。 
 

 今年は春先からラニーニャ現象で異常気象が続き、例年なら秋にはヒラマサフィーバーで賑わう山陰の磯も、 

今年は青物はさっぱりでしたが、そこは魚影の濃い山陰の海、来年こそはきっと我々磯釣り同好会のメンバーを 

暖かく迎えてくれる事でしょう。 

２０１７２０１７２０１７年の活動を振り返って年の活動を振り返って年の活動を振り返って   

山陰磯釣り同好会メンバーと釣果 


