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「今年でお別れ」 島根県(JR三江線)                            辻 重樹さん 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 
   新春懇談会2018開催報告 

6面～13面 
     同好会活動報告 
   サロン室の貸出ブルーレイ

ディスク リスト 
14面 特選品のご案内 
15面 スマートフォンAQUOSニュース 

16面 地区会員便り（四国地区） 
  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30年5月25日（金） 10：30から15：30（受付10：00から） 

・場 所：シャープ通信事業本部 多目的ホール（センタービル2階） 

・次 第：10：30～11：30 第1部 定期総会 

     12：00～15：30 第2部 懇親会 

・会 費：無料（昼食弁当・お茶代は、支部結成25周年記念総会のため無料とします：年会費は徴収します） 

・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30年度分 3,000円     紅葉会 平成30年度分 1,000円 

・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。 

 ・平成29年度で日直当番をされた方には当日商品券をお渡ししますので、ご出席をお願いします。  
 ・懇親会では「東広島市都市ビジョンについて」前東広島市市長・藏田義雄様の講演があります。  
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シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2017年度通期） 
 

2017年度通期（2017年4月～2018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（2017年4月～2018年3月）：合計 27台 

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

 SHV38SPA(1台)、SHV38SLA(3台)、AQUOS U(2台)、601SH(1台)、SH-01J(2台)、SH－01JK(1台)、 

 SH-M05(1台)、SH-01K(4台)、602SH(1台) 

 先般の新春懇談会の時にもお話が有りました様に、

シャープ株式会社の業績も随分改善してきたようで、喜

ばしい限りです。従業員の皆様や、協力会社を含む関係

する皆様のご努力に心から敬意を表すると共に、更に力

強く発展して頂く事を心から祈念を致しております。 

 話は変わりますが、数年前から何とか運動不足を解消

しようと、毎朝数kmのウオーキングを始めましたが、

私には珍しく随分長続きをしています。 

 肉体面だけではなく、さらに精神面をリフレッシュす

る方法はないかと色々調べた結果、座禅が良いのではな

いかと言う事が分かり、１年少し前から始めてみまし

た。月に1回広島の禅寺に行って、座禅の本質を教わる

と共に、家でも出来るだけ、毎日数分程度座禅を行うよ

うにしております。 

 

 座禅とは、宗派や思想、宗教に関係なく、心を落ち着

かせて精神を鍛えるもので、心を落ち着かせて、余計な

ことは一切考えずにいられることでリラックス効果を得

ることができると言われています。主な効用として、リ

ラックス効果、集中力の向上、心が落ち着く、記憶力向

上、不安の解消 等々の効果が有るそうです。 

本来は、座禅は自我を捨てて無になり、自我以外の存

在、感覚を全神経で受け入れるものだそうです。自我や

自分の存在、邪念、煩悩をすべて捨て去り、ただ自分と

いう物体がそこに座っているだけという感覚をつくり、

とにかく無心になるのが座禅だそうです。 

 中々言われているような境地には至りませんが、これ

からも適度な運動と精神のリラックス効果で、すこしで

も心身ともに健康に過ごせればと思っております。 

秋 春 夏 冬 
                               「 座禅 」                          副支部長  黒田 隆 

 役員会便り          事務局長 松見 弘  
 

※ “新春懇談会２０１８”を2月24日(金)に開催しま

した。社友会本部懇談会の様子をDVD録画にて視

聴。多数のご参加有難うございました。  
※ 2018年春季親睦日帰り旅行は福山地区の企画担当で 

  4月5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。 

※ 2018年広島支部定例総会は5月25日(金)に事業本部 

  多目的ホールにて開催します。 

  今年は広島支部結成25周年を記念して、各種のイベ 

 
 

  ントを計画しています。その一環として総会後に 

  懇親会を開催し、特別講演、ラッキープレゼント等 

  予定しています。 

  奮って多数のご参加をお待ちしております。 

※ 広島支部結成25周年記念イベントとして総会後の懇 

  親会に加え、労使合同開催のファミリーフェスティ 

  バルへの参画(6月9日)とふれあいフェスティバル 

  (8月26日)開催を予定しています。皆様のご支援、

ご協力を宜しくお願い致します。 
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社友会広島支部日直当番表 〔 期間：2018年(H30年) 5月 ～ 2018年(H30年) 7月 〕 

《お知らせ》 

「日直当番業務日誌」（手書き）を廃止し、パソコン入力（電子化）へ移行します。また「社友会居室利用チェックシート」も廃止

し、社友会室ドアに貼り付けている「最終退出チェックシート」に必要事項を記載して日直業務を終了してください。  

〔広島地区〕             山根 行雄 

■ 1月21日(日)ゆうゆう会ウオーキングクラブ H29年

度新年会 開催：(場所)佐伯区 天然温泉「ほの湯」参

加者10名(男性8名・女性2名) 近況と本年度の抱負を

披露。4月8日(日)に『花見会』を佐伯区「海老山公

園」で開催、親睦促進強化を図る。 詳細は広島支部

HP「OB会ニュース」にて記事公開中です。 

■ 2月23日(金)社友会広島支部２０１８新春懇談会 (ゆ

うゆう会員)檜原さん・佐々木さん・安井さん・平賀

さん・山根4名参加 本部DVD放映視聴、シャープ㈱

社友会本部、並びに広島支部の取組方針・慶長会員さ

んの報告などから8KとAIoTへのチェンジ、健康管理

徹底、地区貢献活動を通じて地区民との絆の強化が今

後の課題と痛感。 

■ 3月中旬(19日頃) ゆうゆう会 H30年度 第1回世話人

会開催、ゆうゆう会行事スケジュールを確定して地区

活動スタートいたします。 
 

〔岡山地区〕            池田 征三郎 

■ 予定通り、3月23日岡山シャープOBゴルフコンペを

開催しました。   

 風邪による、欠席もあり

ましたが、4組13名で、

快晴の天候に恵まれ、

今年度 初回のプレーに

なりました。成績は、

以下の通りです。 

        スコア/ネット         スコア/ネット 

・優勝 白神 稔   93/80.0  ・2位 井上 恵夫 98/82.0 

・3位  山垣 徹郎 98/82.0     ・7位 小野 喜久二           

 次回42回 岡山シャープOBゴルフコンペを、6月20日

(水)9時40分スタート、岡山たけべの森ゴルフ倶楽部

で行うことを決定！ 多数の参加をお待ちしています。 

 

〔山陰地区〕              山澤 純一 

■ 今回は特に報告事項及び行事はありませんでした。 
 

〔山口地区〕              松田 正博 

■ 特に行事はありませんでした。 

 4月に恒例の花見を開催予定です。 

  今年度は地区のOB会の開催予定はありませんが有志

で懇親会を行いたいと計画しています。 
 

〔四国地区〕             尾崎 巧 

■ 定期のゴルフコンペは下記の通りです。 

 1月29日 讃岐CC      16名 4組 

 2月26日 高松グランドCC  19名 5組 

 3月30日 志度CC 実施予定。 
 

〔福山地区〕                        星野 高範 

■ 活動状況は下記の通りです。5月以降も山歩きの会、

7月末納涼会、9月秋のゴルフの会を予定してます。福

山地区会の方々多数の参加を待っております。ことの

ほか厳しい寒さでありました1～2月

は活動ありません。暖かくなった3月

よりぼちぼち動き始めております。 

■ 3月17日 山歩きの会で「貝掘 」を

挙行しました。残念ながら今年も収穫

の乏しい貝掘 でありました。 

■ 3月26日 恒例の「青春18きっ

ぷで行くローカル線の旅」この

春は四国新居浜「マイントピア

別子」東洋のマチュピチと売出し

中の銅鉱山跡、見ごたえあり。 

■ 4月は3日に花見の会、23～24

日は春のゴルフの会を行いま

す。以降は山歩きの会、7月末

納涼会、9月秋のゴルフの会を予定してます。参加を

お願いします。 
 

〔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。 

 この5月～6月にかけて親睦会の開催を考えております。 

地区役員報告       企画担当幹事 金國 信太郎 



(4) 

新春懇談会２０１８ 開催報告 

 開催日：2018年2月23日（金） 開催場所：通信事業本部 センタービル 2F 多目的ホール 

 参加者：77名 （社友会 67名・紅葉会10名）                          記：中崎 春香 

先般行われた、本部懇談会での真社友会会長の挨拶、野村副社長（経営状況報告）、西山取締役（8Kテレビの展望

について紹介）の話しを、DVDに編集された映像を視聴するかたちで実施しました。 

 新春懇談会２０１８ 

 シャープの経営

は順調に回復して

いるが、社友会と

して今後も少しで

も貢献すべく、バ

イシャープ運動を

進めて参ります。

広島支部は地域に

密着したボラン

ティア活動による

魅力ある社友会活

性化推進を図る。 

支部結成25周年の節目を迎えるので、5月の定期総会で

は特別イベントを計画しますので是非とも皆さんの参加

を期待しています。今年も夏にふれあいフェスティバル

を実施致します。 

 通信事業本部

の経営状況。 

従来キャリア別

製品開発より全

キャリア同一商

品開発に変えた

ことで大量生産

が可能に成り、

利益もでてシェ

アも回復し2位

に成った。 東 支部長（支部方針につて） 小林事業部長（事業本部状況について） 

 ファミリーフェ

スティバル成功へ

の協力お礼と春季

生活闘争が始まっ

ている。会社の状

態は良くなってい

るが、まだ1年目で

あり交渉は厳しい

状況である。 

労働組合 阿部執行委員長 

 ソフトバンク

様よりAQUOS

フォンを展示し

て頂き、実際に

操作・体験が充分

にできました。 

操作説明をされ

る石井チーフア 

ドバイザー(右) 

AQUOSフォンの操作説明 
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新春懇談会２０１８（支部懇談会） 

 

 

 

 

 昨年より広

報担当副支部

長に就任して

いる。副支部

長の知りえる

会社状況を、

各商品を例に

しながら説明

された。 

大畠副支部長（懇談会開催挨拶）  

 会員は11名

で現地で親睦

会を実施。 

全員が後期高

齢者で活動に

は厳しい状

況。 

伊藤地区委員長：関東・関西・中部(地区活動報告) 

 あるこう会・囲碁

の同好会に参加又、

地域の夜回り、清掃

活動、グラウンドゴ

ルフなどに参加して

いる。またシャープ

バレーボール部OB

会/平野での職場同

好会等も行っている

健康面では胃癌・膵

臓癌を患い20kg程体

重が減った。 
慶祝者挨拶：由井さん（古希） 慶祝者挨拶：明石さん（喜寿） 

 春は福山地区

の企画で、福山

城の桜/笠岡方面

で、秋は宮古島

2泊3日、定員確

保済で、3月14

に旅行説明会実

施しました。  

 シンプル

スマホ2017

秋モデルの

デザインか

らの使い勝

手のよさを

強調。 

田井幹事（春季・秋季親睦旅行案内） 小林事業部長（スマホの紹介） 

歓談中の皆さん 渡邊副支部長（閉会の辞） 

 通院しな

がらではあ 

るが、犬の

散歩で減量

ができた。 

朝晩お経を

唱えボケ防

止の役に

たってい

る。 
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写そう会         新たな被写体「鳥を撮る」に挑戦している話題と、絶景のご紹介    中西 康憲  

 2月度定期撮影会（蒲刈の河津桜とメジロ）  
 

 2月度、定期撮影会は桜の開花と天候不順で日程を決めるのに大変苦労しました。 

当初、2月22日に安芸津町大芝島

の河津桜とメジロの撮影を計画し

ましたが、今年は寒い日が続いた

影響で開花が大幅に遅れた為、急

遽、撮影地を呉市蒲刈町「県民の

浜」に変更し、3月6日（火）に6

名参加で実施しました。前日の雨

の影響で花弁が少し傷み、時折、

強風が吹く中での写真撮影でした

が、メジロは、花から花へと蜜を

求めて気ままに飛び回っており、その動きの一瞬を捕える為に悪戦苦闘。今回の

撮影会は高速連写とフォーカス追従機能を駆使して、動きの速い被写体に追従す

る技術力向上を図る撮影会でもありました。                       （記事：下重 進） 

 

 香川県三豊市 父母が浜(ちちぶがはま)で「ウユニ塩湖風」写真を撮りました  
 

 2月18日、香川の「ウユニ塩湖」（＊注参照）と言われる父母が浜へ有志で出

掛けました。ここでは、来訪者がインスタ映えする定番のポーズで写真を撮って

います。時には我々に撮ってくれとカメラを渡されたり、撮った写真を自分の

メールアドレスに送ってくれと頼まれたりする始末です。中でも最も驚いたの

は、我々に撮らせた写真をその場で自分のカメラにwifiで転送する猛者まで現

れ、お蔭様で此方もモデルを準備しなくて済むので願ったり叶ったりの撮影会に

なりました。写真は頼まれた来訪者の皆さんです。尚、父母が浜の絶景は、干潮

と日没が重なり風の無い日が絶景のチャンスです。三豊市のHPに来訪最適日が

掲載されています。行かれる方はそちらを確認して出掛けて下さい。  

                                                      (記事：中西 康憲) 

  

 

---ぶらり気ままな撮影行④---  “宝石の翡翠” カワセミの美しさに魅せられて 
 

 水面上に青緑色の一筋を残して飛び去って行くカワセミの姿を見たことが

きっかけで野鳥撮影を楽しんでいます。カワセミは昔から飛ぶ宝石と呼ばれ、

頭から翼は青緑色で胸から腹にかけては柔らかな橙色、背中は鮮やかな瑠璃色

が流れて一度見ればその体の美しさに魅入られてしまいます。最近、野鳥撮影

の為に600㎜の望遠レンズを購入しカワセミとの出会いを楽しみにしています

が、何分にも体長17㎝と小柄なうえに50㌔/h

のスピードには望遠レンズもなかなか追従出

来ません。カワセミのオスは春になると伴侶

を得て、メスやひな鳥の為に身を粉にして小魚探しに奔走している姿を目の当た

りにして、何処か現代社会に似た光景に「頑張れ!!カワセミ君」と声援を送って

います。水中に飛び込んで魚を取るカワセミとの一瞬の出会いに淡い期待を持ち

ながら日々、シャッターチャンスを待っています。           (記事 : 谷水 毅)  

河津桜とメジロ 

 
 

Good jump 

揃い踏み 

 

＊注）ウユニ塩湖：高低差50cm以内の世界で最も平らな場所にある塩湖。別

名「天空の鏡」と言われ、空を湖面に映し出す神秘的な絶景が見られる事で

有名。南米のボリビア西部にある都市ウユニから車で1時間ほど、アンデス山

脈に囲まれた広大な塩の大地「ウユニ塩湖」。 

標高約3,700mと富士山と同じくらいの高さに位置し、面積約11,000km²に広

がっている。ちなみにその広さは岐阜県(10,620km²)とほぼ同じ！ 日本には

他にも、鳥取砂丘、ミイケ塩湖（福岡）、余呉湖（滋賀）等、10か所程有る

と言われています。 
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平成あそび隊              農業技術センター＆中国醤油醸造共同組合 見学               上野 義則  

 2月26日、今シーズン初めてのメバル釣りです。朝5時

に安芸津港を出発しました。今日は昼から波が高くなる

予報です。したがい、午前中が勝負です。 

 今年はメバルの当たり年で昼でも大型が良く釣れるそ

うで、期待はおおきいです。ポイントは始め中島の沖で

したが、波がないので急きょ松山沖の青島になりまし

た。安芸津から1時間40分の距離です。広島の沖付近で

はだんだんメバルが釣れなくなり、ポイント

も遠くになりました。昔は蒲刈、中島、鹿島

で良く釣れていましたが今はダメです。夜も

だんだん遠くまで行かないと釣れません。 

 7時過ぎにポイントに着きました。すでに5

隻ほどがきています。広島はもちろん山口、

松山からも来ているそうです。早速仕掛けを

投入しました。今日はサビキ釣りです。サビ

キにもいろいろありますが、船長のすすめで

鳴門船サビキの針5号ハリス0.8号です。2投目

から当たりです。昼のメバルは大きくても25

センチです。普通20センチですから、1投げ

で3～4匹を釣らないとダメです。追い食いです。船長は

早く上げないで指示するまで上げるなと言います。皆釣

れています。時合いが来ると1回で4匹5匹と釣れます。

メバル竿は柔らかいので大きく曲がります。このときが

釣りの醍醐味です。青島から、二神島、情、ダッシユ島

を回り午後2時前に帰りました。良く釣れました。サイ

ズも良かったです。メバルはこれからで。 

釣 り       今年はメバルの当たり年です                                                          川田 正勝 

 晴天に恵まれた3月13日（火）、我々18名は農業技術セン

ター（広島県立総合技術研究所 農業技術センター）と中国

醤油醸造共同組合の見学をしました。農業技術センターで

は、野菜・花き・普通作物（稲・麦・大豆）の品質向上、地

域特産品種の育成等幅広く研究されています。特に関心を

持ったのが、シャープと共同開発された、LED光による防蛾

照明技術。従来より黄色光は害虫を寄せ付けないとして、果

樹などに用いられていたが、光に敏感な菊には使用できな

かった。そこで目を付けたのがLED。農家の畑を借りて黄色

の点滅光にし菊の開花に影響を及ぼすこと無く害虫防除がで

きる。次に稲やレタスの苗を育てるのに省力化できる「浮き

楽栽培法」の説明と見学、家庭菜園にも応用できます。 

皆さんご存知でしたか？アメダス（地域気象観測システム）

が、農業技術センターに設置されている事を。東広島市の気

温、降水量、風速等は全て当該地区で測定されたものです。 

 昼食は、しゃぶ葉東広島フジグラン店で堪能。お腹いっぱ

いで車窓より差し込む暖かな日差しを浴びてこっくり、こっ

くりしていると芳ばしい香りとともに、中国醤油醸造共同組

合に到着。 

 当組合は、各蔵元の共同出資により設立され、原料（大

豆、小麦、食塩）から火入（加熱）をする前段階までの「生

楊」製造を行っています。工場見学中も醤油は料理に欠かせ

ない身近な調味料なので、会員より活発

な質問が相次ぎ大変有意義な見学となり

ました。 

 今回の見学で我々の身近な

所で様々な研究や生産等が行

われていることに改めて気づ

きました。 

浮き楽栽培 

アメダス 

農業技術センター 

中国醤油プレゼン 

 

中国醤油醸造 

もろみ醸造タンク群 

搾取プレス機 
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第208回社友会ゴルフコンペ（賀茂カントリークラブ）  

優勝 前田 訓さん 
 

確か昨年度末コンペは100オーバーの不

甲斐ない成績。その事も有ってこの冬は

『下半身主導のスイング』を意識した練

習に取り組みました。それが功を奏した

のか？ 何と優勝し本人もビックリして

ます。  
 

準優勝 亀田 秀昭 さん  
 

肌寒い中でのプレイ、準優勝出来て感激

しています。昨今、特に飛距離が下が

り、サービスホールでもパーONが程遠

い状態となっていましたので、グリーン

周りでの1パット圏内の寄せに集中し

て、何とかスコアーを整えました。それ

と矢張りハンディに恵まれました。  
 

3位 廣瀬 勇 さん 
 

前日の長雨の後でフェアウエイはぬかる

み、強風が吹いて好条件では無かった。昨

年位から歳のせいか集中力も気力も体力も

なくなって3桁付近をさ迷ってばかり。今

回は今迄に大切に蓄積して来たハンデ

キャップ（HDCP）のお陰で見事3位にな

れました。ありがとうございました。これ

からもHDCPの蓄積に努めたいと思っています。 

《グランドチャンピオン戦（GP戦）》 

優勝 長谷川 正義 さん 
 

賀茂カントリーは1年振りで、風が強く

て寒い一日でしたが、運よく優勝する事

が出来ました。2016年8月にホールイン

ワン(本郷カントリー)も達成出来ていま

すので、我がGOLF人生に悔いはありま

せん。私のGOLFの特徴は100ヤード以

内、すべてSWで、攻めて来ました。 

これからも体のケアーしながら、頑張り

ます 。 

ゴルフ同好会報告                                  末沢 公彦 ゴルフ 

テニス同好会に入会させてもらってもうすぐ1年にな

ります。高校、大学、社会人と続けきたテニスを、椎間

板ヘルニアで数年間休止していましたが、社友会への入

会を機にテニス同好会に入れていただき再開しました。 

社友会ですので平均年齢も高く、怪我をしないように

準備運動やストレッチから初めて、練習も軽いミニテニ

スから順に基礎練習を行っていきます。練習の後半は試

合形式のミニゲームを楽しみます。高校から続けていた

こともあり練習の中では指導する側になりますが、指導

する中で皆さんから飛び出すナイスショットを喜び合う

のは特に嬉しい瞬間です。週に1回2時間程度のテニスで

すが、同好会の皆さんとテニス談義や世間話を楽しみ、

テニスの珍プレイに大笑いして、

気持ち良く汗をかく2時間はとて

も楽しく、週の中で大きな楽しみ

になりました。 

 今年の冬は寒さが厳しかったの

ですが、それでも12人～20人が毎

週集まり、厚着して震えながらで

も体を動かして楽しみました。 

平成30年度は広島支部の設立25周年とのことで、各

同好会とも活性化を図る動きになりそうです。テニス同

好会でもイベント等検討が行われていて楽しみです。 

テニスは体力や年齢に応じて体を動かし楽しめる、長く

つきあえる健康パートナーです。 

 健康のためにも週に1回のテニスを一緒に楽しみませ

んか？ 

             長くつきあえる健康パートナー                  栃原 宏昭 テニス 

第208回社友会ゴルフコンペ（賀茂カントリークラブ）

3月22日昨年度の最終戦を、賀茂カントリークラブで開

催いたしました（今年最初となりますが・・） 

前夜の長雨と、予期せぬ寒い風のせいで、私のように

“やっとこさ”playされた方も多くいらっしゃったので

はと思います。今回の優勝者前田さん、上位入賞者、そ

れに栄えあるグランドチャンピオン戦を勝ち取られた長

谷川さん、技術だけではなく、自主トレの1月2月を、

基礎から鍛え、体作りをされた努力に、敬意と称賛を送

りたいと思います。皆さんゴルフで健康を！  
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        菜の花畑 鞆の浦玉津島 ＆ ひな祭りコース                        藤井 良幸   

 今年度のテーマは季節の花巡りであり、3月3日

（土）39名参加で、福山田尻町・菜の花畑の鑑賞

し、ヒナ祭り真っ只中の鞆の浦を歩くことに。 

 当地は過去の例会や個人的にほとんどの会員が

訪れている場所であるが、今回、しっかり組は、

鞆の浦の南西2.5kmに浮かぶ、観光的にはマイ

ナーであまり知られていない陸続きの玉津島を歩

くことに。 

 田尻町では30万本の菜の花が八分咲きで、青い

海をバックに黄色の絨毯が鮮やかだ。 

 旧鞆シーサイドホテルでのバイキングでは、海

に面した席で、地元で採れた野菜、魚や果物での

メニューが並び、皆、食欲に応じて胃袋を満た

す。室内にはヒナ飾りがあり、琴の生演奏でヒナ

祭りの雰囲気を楽しんだ。胃袋を満たして、しっ

かり組は鞆の浦の南西2.5kmに浮かぶ玉津島の往

復ウォーキング。島は防波堤で陸続きで、玉津島

神社や灯台がある。防波堤から島に上陸する道は

岩場をよじ登るチョッとハードなコースで、健脚

でない人には少しきつかった。でも普段では行け

ないコースを歩けて満足であった。 

 ゆったり組は、常夜灯で引き返し古い町並みを

散策し、甘酒を飲んだり、保命酒の試飲や買い求

めをした。 

 鯛工房で海産物のお土産などを買い求めて帰路

のバスに乗った。 

あるこう会 

菜の花畑 

バイキング 1 

バイキング 2 

玉津島へ 

常夜灯 

甘酒を飲む 

灯台にて 

灯台へ 

島へよじ登る 2 

島へよじ登る 1 ひな祭り 
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絵手紙       迫谷先生の御蔭です                                  川田 正勝     

 絵手紙同好会は12年前に発足しました。当時まだ同好

会の活動も少なく他の同好会もなにから活動したらいい

のか迷っていました。私はたまたま社友会の役員で同好

会の担当でした。広島でも同好会活動を広げて多くの方

が参加してもらえる同好会がないか考えました。大阪で

は多くの同好会が活動していることも知っていました。

しかし地域の状況も考えてとりあえず同好会の数を倍に

しようと思いました。野外活動以外も含めて役員の意

見、やりたい活動をアンケートをしてもらい5つほど新

しく創りました。その１つが絵手紙同好会でした。 

 水彩画、油絵も有りましたが指導者、場所の問題で絵

手紙にしました。当時絵手紙は盛んで、熊野の筆の里工

房もでき、ありがとうの絵手紙で全国的でした。その

頃、福祉センターで熟年大学が有り、絵手紙の講師が

シャープ社員の迫谷さんでした。内容を説明して何とか

社友会の絵手紙講師になってもらえないかとお願いしま

した。今思うと無理なことをお願いしたなと思います

が、先生は「いいですよ」と心良く引き受けてくれました。 

 あれから12年、元気でこの同好会活動を指導してくれ

ています。本当に感謝です。そして今リーダーの丸山さ

んです。彼は絵手紙が大好きなのです。筆の里工房での

作品展に何回も入賞しています。着物まで絵手紙用にそ

ろえていますし、筆の里工房の会

員でもあります。迫谷先生、丸山

リーダーがいる限り絵手紙同好会

はこれからも魅力ある同好会とし

て活躍、活動をすると思います。

皆様も絵手紙をはじめてみません

か。   

三宮 紘代 

川田 芙美子 迫谷 富子 

平 洋子 

吉田 巡子  大久保 進也 稲生 妙子 

 ボウリング同好会では、平成30年最初の大会となる

『第78回3月大会』を3月9日(金)10時より賀茂ボールで

開催致しました。今大会は、総勢20名(男性会員12名、

女性会員8名)の参加となり、熱戦を繰り広げた結果総合

優勝は『田岡政行さん』、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(ハンデキャップ含む)合計得点で競技を競

い、総合優勝の田岡政行さん

が721点。準優勝の村上孝一

さん658点、第三位の内田義

盛さんが648点とハイスコア

の結果となりました。 

 女子の部優勝は、総合5位

の中根美鈴さんが623点の好

スコアで獲得されました。 

ハイゲーム賞は(男子の部)『田岡政行さん247点』、(女

子の部)『中根美鈴さん191点』でそれぞれ獲得。ノーミ

ス賞は、田岡政行さん3ゲーム、村上孝一さん2ゲーム、

内田義盛さんと川股さんが1ゲームずつ達成となりました。 

 平成29年度最後の大会も無事に終了しほっとしていま

す。今後とも元気に楽しく回を重ねて行きたいと思いま

す。又、ボウリングに興味をお持ちの方の新規加入をお

待ちしております。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は是非一度お越

しください。手軽に健康維持が出来るボウリングを皆で

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）〕 
 

 1位 田岡 政行 721点   2位 村上 孝一 658点 

  3位 内田 義盛 648点   4位 川股 幸雄 633点 

  5位 中根 美鈴 623点   6位 坂田 広海 607点 

 7位 神﨑 保範 601点   8位 牛田 峰子 593点 

  9位 牛田 晴雄 590点    10位 堀岡 光郎 566点  

ボウリング        ボウリング同好会 ｢第78回 30年3月大会｣ 実施報告               神崎 保範 
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 例会登山（大竹市 三倉岳）                                  新川 昭雄   山歩会 

 平成30年3月12日に山歩会例会登山を実施した。参加

者１9名（男11名女8名）は、晴天のもとマイクロバス

で第三工場前を9時に集合して大竹市に向かつた。 

第60回山歩会例会は全国からクライマーが訪れる三倉岳

である。Aコースは自然石の急坂が続く登山道、Bコー

スは長い鎖場が2本もあり花こう岩の鋭くとがつた岩峰

に続くコースである。今回はAコースでの登山を実施し

た。山陽自動車道、大竹ICを経てAコース登山口に10時

35分に到着、登山準備を終えて2合目までならだかな坂

を登りそこより自然石の石組を1歩1歩踏みしめて頂上を

めざした。三倉岳三角点（701.8m）に1時間50分かけて

到着、楽しみな弁当とコーヒータイムになる。和気あい

あいの中コーヒー争奪戦でじゃんけん大会を楽しんだ。 

 食後は下ノ岳（夕陽岳）に向かう。夕陽岳からの眺め

は北側には県境の山、北東に大峰山、大野権現山がのぞ

めた。登ってきたAコースを降りたが、急坂を登った事

に感心して下山した。下山後三倉岳休憩所に移動した。

そこよりの眺めは「三本槍」と呼ばれる東から上ノ岳

（朝日岳）、中ノ岳、下ノ岳（夕陽岳）が迫つてきた。

絶景を楽しんで着途についた。今回は2名の新メンバー

と多数の参加頂き、身体ともどもリフレッシュ出来た。 

 山歩会 会員募集中です。  

ストレッチ いざ出発 翁岩で休憩 頑張ってます 

ポーズ 

頂上到着 

帰ります 

三倉岳遠景 

下山中 1 到着 2 下山中 2 到着 1 

集合写真 またまた集合写真 
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歴史探訪の会、第21回は3月6日に坂の街、尾道の神社仏閣めぐりを実施しまし

た。社協マイクロバスを利用、21名が参加して10時前にラポール賀茂寮を出発、

途中三原道の駅で休憩し尾道に向かい11時40分尾道に到着。海岸沿いの尾道ロイ

ヤルホテル内のレストランで昼食し、午後からは尾道シルバー人材センター観光

ガイドと合流して神社仏閣めぐりをスタート。 

先ず千光寺ロープウェイ麓駅近くの天寧寺から。寄進された526体の五百羅漢は

表情豊かな仏さまが壮観で、自分似の仏さまを探す楽しみもあるようです。庭一

面に牡丹が咲き牡丹寺とも呼ばれる慈観寺。龍の彫刻が施されたりっぱな山門の

福善寺。菅原道真が大宰府に流される途中立ち寄った御袖天満宮・大山寺は石つ

くりの五猿（ご縁）がとてもユニークでした。巨大な草履が奉納されている西国

寺。境内には名水の延命水が今も湧く正念寺。聖徳太子が創建したとされ、足利

尊氏が戦勝祈願をした国宝の浄土寺。 

多くの古寺がある尾道ですが今回は千光寺ロープウェイから東方面の7寺院をめ

ぐり、坂道の石段、石畳の上り下りを繰り返し歩く探訪は天気もよく少し日焼け

し、また適度な疲労感が残る一日でした。 

15時には帰路に、行きと同様三原道の駅に立ち寄り16時半にはラポール賀茂に無

事到着しました。  

西国寺草履 

西国寺集合写真 浄土寺集合写真 

 早いもので同好会に入会させてもらって3年になろう

としています。入会からの記録をまとめてみたところ、

今までに19種類で合計26作品作っています。写真の3点

は昨年春から今年初めにかけて制作した孫姉妹用です。

作業工数が思った以上に多かったこともありますが、3

点共完成までに目論見の倍以上の時間を要してしまいま

した。特に時間を要したのは“ハンガーラック”です。 

 現在孫たちは海外で暮らし

ているため、送付するには梱

包サイズの制限があり、高さ

が約130cmあるハンガーラッ

クは3分割で制作し現地で組

み立てる必要がありました。

制作では3分割した丸棒の垂

直度及び同芯度を出すのに苦

労し完成に時間が掛かり過ぎ

たため、当初2台の制作予定

を諦め1台を姉妹で共用して

もらうことにしました。 

木材同士の接合方法にしても

今までは釘や金物を使った方法しか利用したことはな

かったのですが、同好会では先輩諸氏の指導のもと「だ

ぼつぎ」「留つぎ」「組みつぎ」や「ビスケット使用」

等での接合方法により、釘や金物を使用せず、強固で見

た目も美しい仕上がりの作品を作れることを知りまし

た。日ごろ使っている家具や木工品については、今迄特

に興味を持って見てこなかったのですが、木造建築や家

具、建具の分野においても古くから色んな技法を使って

ものづくりされているのを、身を持って感じています。 

 覚えるよりも忘れる方が早くなり苦労していますが、

常に安全第一を肝に命じ、これからも心のこもった作品

作りに励みたいと思っています。 

ものづくり         孫への贈りもの                          米澤 齊  

木製キッズ冷蔵庫 

           尾道神社仏閣めぐり                          原田 告男  歴史探訪の会   

子供ハンガーラック 本立て 

 

天寧寺五百羅漢 
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昨年度は色々な処を訪問し、活動の範囲を内から外に広げました。今年度も同

様に、5月には『ドエル東志和』さん、7月には他の同好会との交流演奏会、12月

には地域のボランティア会での演奏等々、対外活動を計画しています。レパート

リーも初めは童謡唱歌が中心でしたが、今では昔に流行った歌謡曲、フォークソ

ング、洋楽、映画音楽と20曲以上に広がっています。 

これからも、活動場所とレパートリーを広げ、地域の皆さんやお年寄りに楽し

んで頂ける様な活動を進めていきたいと思っています。 

 

 今年度の活動                           中川 宗和 楽器演奏の会 

 

楽器演奏の会ではバンド名を『アンダンテ』として、その名の通り、年相応

に焦らずにゆったりとした活動を目指すことに成りました。 

サロン室の貸出ブルーレイディスク リスト 
 

 サロンの会が一昨年の1月から始まり、レコード鑑賞や映画/演芸等の鑑賞を社友会室隣のサロン室で実施し

てきました。(H/P：http://shayukaihro.hippy.jp/saron/index.htmlを参照ください。) 

実際に鑑賞した演目以外に、下記のリストにありますように、多くのタイトルのブルーレイディスクを準備し

ています。今後もタイトル数を増やしていきますので、社友会室が開いている時にサロン室で鑑賞頂く事が出

来ます。また、貸し出しも実施していますので、どしどしご利用ください。 
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閉め切りがちのお部屋の空気の汚れ対策に、加湿 空気清浄機がおすすめです！ 
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スマートフォン AQUOS ニュースVol.14 コンパクトなのに迫力ある大画面 ‼コンパクトなのに迫力ある大画面 ‼コンパクトなのに迫力ある大画面 ‼   

コンパクトサイズなのに画面は4.9インチと大きく、手のひらに 

しっくり収まる AQUOS R compactを紹介します。 

楽天モバイル、DMMモバイル、

他、4つの事業社で取扱中 

★★★話題のコンパクトスマホ★★★ 

 

   

★コンパクトなのに広がる大画面 

 と表現力。 

 先進の「EDGEST fit」デザイン。 

★スマートフォン「AQUOS」で初 

 めて搭載した「フリーフォーム 

 ディスプレイ」により実現した 

 革新のデザイン「EDGEST fit」 

 を採用。狭額縁設計によって、 

 4.9インチの画面を幅66mmの 

 コンパクトサイズに搭載。 

★一瞬を切り撮る広角アウトカ 

 メラ＆みんなの視線が決まる 

 広角インカメラ。 

★アウトカメラは焦点距離約 

 25mm、インカメラは約23mm 

 相当（35mmフォルム換算） 

 の広角レンズを搭載。 

 また、アウトカメラには「位 

 相差AF」と「コントラスト 

 AF」を組み合わせた「ハイ 

 ブリッドAF」を採用。狙った 

 被写体を逃すことなく瞬時に 

 思い通りの撮影ができます。 

★高精細で美しく、さらに快適操 

 作も実現 ハイスピードIGZO。 

★動きの激しい動画や画面スクロー 

 ル時の文字の残像を抑えてなめら 

 かに表示する、120Hz駆動の「ハ 

 イスピードIGZOディスプレイを搭 

 載。さらに、高精細「フルHD+ 

 （2,032×1,080）」の解像度で写 

 真や動画をきめ細かく色鮮やかに 

 表示します。 

  

SH-M06 2018年1月下旬以降順次発売 SHV41 

2017年12月22日発売 2017年12月22日発売 

当社従来機種 AQUOS R compact AQUOS R compact 当社従来機種 

★★★話題のコンパクトスマホ★★★ 
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広島支部行事予定 2018年4月～6月 
 

 4月 5日(木) 春季親睦日帰り旅行 

 4月27日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

 5月25日(金) 25周年記念定期総会－役員会 

 6月 9日(土) シャープファミリーフェスティバル 

 6月22日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

編集後記：寒暖の差が激しい時期も過ぎ、麗らかな季節

となりましたが、会報編集のこの時期は、パソコンと睨

めっこする日々で、視力低下が気になるところです。次

回の運転免許更新時に行う視力検査が心配です。さて、

当会報では皆様の何気ない日常やホットな話題の投稿を

お待ちしています。宜しくお願いします。   Y.U. 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2018年1月1日～3月末までの入会者    敬称略 
 

 梅下 郁夫
うめした いくお

       No.6647 通信事業本部 事業戦略部IT 
 

    広島支部会員数 486名、2018年3月末現在 

 地 区 会 員 便 り 

四国地区委員長 尾崎 巧 「夏草や 兵どもが 夢の跡」 

広島支部の会員の中にも、かつて四国で活躍された方も多く居られる事と思います。国内の地域毎の営業部門の

「オオトリ」で第9営業部として編成されました、昭和50年代には四国4県で9ケ所に営業拠点を網羅し皆様の活躍 

により今日の営業基盤と成りました。 

（当時の営業拠点：香川＝高松、丸亀。徳島。 高知＝高知、中村。 愛媛＝松山、宇和島、新居浜、八幡浜） 

◎当時の拠点の現状についてご紹介しますのでタイムスリップして見て下さい。 

・高松：木太町ビル 

未だ開発途上の郊外に四国の母店としてポツンと立っていました、路地を隔てた隣の北村皮膚科病院の駐車場や 

住宅に成っています、散髪屋も元気です。 

・徳島：常三島ビル 

仕事を終え帰途に吉野川越えのネオンが見えると“ホット”した方も多かったと思います。阿波踊りにシャープ 

連が参加していました。浴衣も書庫に有りましたが処分しました。 

・高知：相模町ビル 

毎年のように上陸した台風の翌日には社屋前の道路で魚が泳いでいた事も有りました。後に家電量販店（英弘 

チェ-ン）でしたが、既になく今は解体されてパチンコ店になる予定です。 

・愛媛：竹原町ビル 

 マンションに変わって居ますが、隣の共栄自動車は現在も活躍しております。町名も竹原町から空港通り1丁目 

 へと変更されています。 

・愛媛：宇和島ビル 

宇和島地区で初めての動くネオン塔を、屋上に有したビルで愛媛新聞に記事掲載されました。 

 旧 高松ビル 旧 徳島ビル 旧 高知ビル 旧 松山ビル 旧 宇和島ビル 

香川 朝日町 徳島 問屋町ビル 高知 高須 愛媛 高岡町 

◎現在の営業拠点です。徳島はテナントビルへの入居ですが、他の3拠点は自社ビルで頑張っております 


