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「有明海の秋」 熊本県(有明海)

下重 進 （写そう会）

hibiki87号 支部発足25周年記念特大号
役員会便り

事務局長 松見 弘

※ 西日本豪雨災害“たすけあい義援金”に多くの方か
らの義援金有難うございました。義援金は被害に遭
われた方々に“お見舞金”としてお渡しすることに
したく、ご了解ください。
※ “ふ れ あ い フ ェ ス テ ィ バ ル ２ ０ １ ８”を8月26日
（日）に開催しました。今回で三回目となりますが

晴天に恵まれ、多数の来場が有りました。今回初め
てのかき氷販売も好評で、地域との交流に貢献出来
たのではと思います。野菜及びフリーマーケット用
品の提供を頂きました皆様のご協力に感謝申し上げ
ます。
※ 2018年秋季親睦旅行（宮古島2泊3日の旅）は11月6
～8日に予定通り実施します。すでに募集人員に達
しましたので、募集は締め切られています。

主 要 記 事
1面 表紙写真/役員会便り
2面 春夏秋冬/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 西日本豪雨の被害状況報告
5面 ボランティア活動
6面～7面
ふれあいフェスティバル２０
１８開催報告

8面～9面
広島支部発足 25周年記念行事
10面 ２０１８年 秋季親睦旅行
11面～18面

同好会活動報告
19面 特選品のご案内
20面 地区会員便り（福山地区）
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
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春夏秋冬

「シャープ

再建開始から2年」

シャープがホンハイ精密工業の出資を受け傘下にな
り、ホンハイ副総裁の戴氏がシャープの新社長として就
任されてから今年8月で2年になりました。
8月31日に戴会長兼社長よりシャープ社員に対してメッ
セージが発信されたとの記事がネットに出てました。
冒頭「一昨年8月に新体制が発足し、2年が経過した。
まずはこの間、シャープの成長に向け、私と共に懸命に
取り組んでくださった皆さんに改めて感謝する。本当に
ありがとうございます。」と述べられるとともに今後の
取り組みについて強い意思表示がされているようで、こ
れからが本当の正念場であることが感じ取れます。
最初の半年で営業利益を黒字にして、次の年度（17年
度）4年 ぶ り に 純 利 益 黒 字 化 を 達 成。17年12月7日、
東証一部復帰と着実に回復の軌道を進んでいます。これ
については戴会長兼社長の強いリーダーシップとシャー
プ社員の努力の賜物と思います。
既にシャープは昨年6月に中期計画を発表「8KとAIoT

社友会広島支部日直当番表

副支部長

大畠 昌巳

で世界を変える」という新 しい事業方針 を掲げ成長
フェーズに向けて取組強化中です。今年8月にはIoT事業
本部と健康環境事業本部を統合してIoT HE事業本部が
発足し長谷川専務がその責務を担われています。「ガイ
ヤ の 夜 明 け」と い うTV番 組 で「独 占！復 活 の シ ャ ー
プ」というタイトルで長谷川専務がシャープの新しい取
組について話されていたのを見られた方も多いのではと
思います。又今年8月にドイツで開催されている展示会
で第2世代の8KTVの発表（国内では12月に60型を従来
の半額程度で提供する）、有機ELスマートフォンの展
示（年末国内販売との予測あり）、欧州向けスマート
フォン展示、東芝PCの買収によるdynabookの展示等
いろいろな動きが活発になって来ています。
シャープが復活して一歩づつ成長していくには、新し
い事への取り組みが成果として出てくる事が絶対条件と
なると思います。そうすれば株価も配当も上昇してくれ
ると思います。そのためにも我々OBとしていろいろな
面から応援していこうではありませんか！

〔 期間：2018年(H30年) 11月

～

2019年(H31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。

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2018年4－9月）
2018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＞

携帯電話機購入実績（2018年4～9月）
スマホ 12台 ガラケイ 2台
合計

単位：円

14台
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地区役員報告

安時代最盛期、僧兵3000人)の歴史を尋ねました。
懇親会は皆生温泉「皆生風雅」で開催、社友会情報連
絡の後、高見博さんの会社現況報告があり、仙台から
参加の宅和芳美さんの乾杯挨拶でスタートし、シャー
プ応援を再確認すると共に、ジャンケン大会で盛り上
がり、旧交を温め、時間を忘れて歓談、来年松江での
再会を約束しました。翌日、磯釣り班は波高く中止、
ゴルフ組は大山アークccで山垣徹郎さんのお世話にて
親睦ゴルフを楽しみました。(優勝は中村雅信さん)

企画担当幹事代理 山根 行雄

〔広島地区〕
山根 行雄
■ゆうゆう会ウォーキングクラブ「第5回バーベキュー
大会」開催。8/5 極楽寺山温泉・アルカディアヴィ
レッジ/野外施設（キャンプ場）にて実施。昨年度参
加メンバーに加え、東広島地区から、豪雨災害にて通
行難の中、藤井義信さんにも参加頂き、今回の西日本
豪雨状況他、多くの有益な情報交換・食卓を囲み、和
気藹々に大いに親睦旧交を深めました。
（社友会支部HP/OB会ニュース欄にて記事公開中)

■ゆうゆうゆう会「第4回 世話人会」開催。8/20 JALシ
ティ広島 世話人7名参加。今回15周年記念にて「余
興追加＆会員特別報告」の実施検討
①「第15周年記念 ゆうゆう会 懇親の集い（総会懇親
会）10/28 開催」ご案内状原案決定（懇親ゴルフコ
ンペ大会10/29）開催のご案内につき 9/18 サクラピ
ア 世話人4名参集、「懇親の集い」開催案内状/返信
ハガキの封筒詰め作成送付作業実施。
②社友会広島支部 25周年記念コラボイベント「ゆう
ゆう会ウォーキングクラブ 宮島弥山登山」11月3日
（土）実施決定。
③新規会員確保 世話人1名当たり一人/未参加OB紹
介動員チャレンジ ④役員交替の件 ⑤西日本豪雨災害
義援金カンパ支援の件
〔山陰地区〕
山澤 純一
■9月26,27日、山陰シャープ合同親睦会が内藤健一さ
ん、藤原徹さん両幹事のお世話で開催されました。
(参加者25名、内社友会員15名) 今年は大山開山1300
年に当たり、大山博労座駐車場に集合、大山観光案内
所のガイドで大山寺本堂を経由して、大神山神社奥宮
迄、日本一長い石畳の参道(片道700m)を小雨の中、
山岳信仰の聖地、開創1300年天台宗の古刹大山寺(平

〔岡山地区〕
池田 征三郎
■SH-G43回ゴルフコンペ実施 8月22日 岡山御津ゴルフ
クラブ 1位 長谷快洋 2位 河野俊治 3位 額田浩利
4位 池田征三郎 5位 菊池
■SH-G44回ゴルフコンペ計画 10月24日 岡山たけべ
ゴルフクラブ 9：30スタート 4組16名参加予定。
■2018忘年岡山シャープOB会計画
＊日時 平成30年12月9日(日)18時～懇親忘年会、
翌日12月10日(月)忘年OBゴルフ 総社国際ゴルフ
クラブ 9：30 スタートにて実施
＊会場 瀬戸大橋温泉「ホテルやま幸」倉敷市下庄140-1
＊会費 男性14,000円（宿泊込み）・9,000円（日帰り）
女性13,000円（宿泊込み）・8,000円（日帰り）
各地よりご参加お待ちしています。
〔山口地区〕
松田 正博
■特に報告事項はありません。年末に有志で忘年会を開
催予定です。
〔四国地区〕
尾崎 巧
■定期的に開催しております懇親ゴルフコンペの実施状
況です。6月が雨天により中止となりましたが楽しく
プレーが出来ております。また年末までも予定済みで
当然乍ら忘年会も同様です。

〔福山地区〕
星野 高範
■地区の活動は「ほどよい関係」をモットーに、年3回
の会合、春秋2回のゴルフの会と随時行う山歩きの会
が主な活動です。
■25周年記念行事として、福山地区の事業所である福山
事業所に役に立つことを事業所とも調整の上、立ち上
げました。
（詳細は今号の『地区会員便り』をごらんください。）
〔関西・中部・関東地区〕
伊藤 宜夫
■秋の親睦会を企画中でしたが、右肩故障にて治療手術
の為9/11入院しています。事前に地区会員各位へ状況
連絡の上、各会員さまへ確認し、今回の親睦会は中止
する事になりました。機会を改めて開催する事と致し
ます。
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西日本豪雨の被害状況報告

渡邊大輔

7月に発生した西日本豪雨はここ東広島市でも、これ
まで経験したことない大きな災害をもたらしました。
豪雨の影響で河川の氾濫や洪水、土石流が砂防ダムを
超えて集落を襲ったり、裏山が崩れて住宅が土砂に埋
まったり、土砂災害などの被害が各地で発生しまし
た。また国道2号線や山陽高速道路は至る所で通行止め
となり、またJR山陽本線も線路が流されたりして広島
駅と三原駅間は不通となりました。現在徐々に復旧し

ておりますが、災害の大きさからまだまだ復旧には時
間が掛かるようです。社友会広島支部の会員（紅葉会
含む）でも多くの方が被災されています。被災されま
した方には心よりお見舞い申し上げます。支部では被
災者を少しでも支援するため、義援金の募集をした
所、多くの会員から募金が寄せられました。また九州
支部からも義援金が届いております。これらの義援金
を「お見舞金」として被災された方々にお渡しします。

えぐられた水田の畦

水田に土砂がれ木侵入

冠水した畑

雨水床下浸水 庭が川に

裏山土砂崩れ

水田に土砂侵入

水田に土砂がれ木侵入
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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

藤井 良幸

西日本豪雨災害 ボランティア活動
7月6日の西日本豪雨災害では、東広島市も甚大な被
害が出た。広島支部でも14世帯が土砂流入などの被害
を受けた。東広島市社会福祉協議会は、すぐボラン
ティアセンターを立ち上げ、被災民家に派遣するボラ
ンティアの募集をはじめた。
社友会も後方支援などの協力を表明し、土砂除去機
具の車両への積み込み、ボランティア応募者用の臨時

車両へ道具の積み込み

駐車場の誘導整理で協力した。また、通常時、社協で
ボランティアグループとして登録している「あったか
支援隊タスカル」のメンバーは、炎天下の作業から疲
れて戻ったボランティア達のために、土日を中心に冷
たいかき氷を無料でふるまい、涼をとってもらい、た
いへん喜ばれた。3日間で600杯あまりを提供できた。
かき氷提供は、プレスネット新聞にも掲載された。

臨時駐車場整理

車両への積み込み

かき氷提供

社協職員の方も

かき氷提供

喜ぶボランティア

東支部長＆阿部労組委員長

喜ぶボランティア

プレスネットの記事
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あったか支援隊タスカルメンバー

ふれあいフェスティバル２０１８開催報告

開催日：2018年8月26日（日)10時～12時

開催場所：かつえ坂ニコニコ第２公園（さくら公園）

【開催報告】
記：黒田 隆
2018年8月26日（日）残暑厳しい日ではありましたが、天候にも恵まれ、第3回のふれあいフェスティバル2018
を例年通り、かつえ坂ニコニコ第２公園（さくら公園）で、10時から12時過ぎまで、シャープ社友会広島支部、紅
葉会の共催で、近隣の皆さんとの交流を目的に開催致しました。
30℃をこす暑い日となりましたが、フリーマーケット、新鮮野菜の販売、無料の冷やしソウメン提供、かき氷の
販売、子供さんを対象にしたゲートボールあそび等々の催しを行い、150人を超える来場者にお越し頂きました。
好評の新鮮野菜の販売では、早々に完売となりました。また多くの皆様にご協力を頂きましたフリーマーケット
に関しましても、好評に行う事が出来ました。
学校の夏休み最後の暑い日で有った事も有り、冷やしソウメンの無料提供やかき氷の販売も大好評で終えること
が出来ました。
多くの子供さんが参加されたゲートボールあそびも早々に、用意した景品がなくなるなど、参加された子供さん
には大いに喜んで頂きました。
夏の暑い時期ではありましたが、事前に多くの皆様から、フリーマーケット物品、また新鮮野菜のご提供を頂
き、誠に有難うございました。
また暑い中、会場設営の為の前日からの準備、当日の準備、販売、後片付け等々に参加を頂きました、社友会、
紅葉会の皆様、その他ご支援を頂きました多くの皆様に、心から御礼申し上げます。有難うございました。

会

場

設

営

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

新鮮野菜市

かき氷コーナー

冷やしそうめん

フリーマーケット

無料試食コーナー

ゲートボールで遊びましょう

フリーマーケット
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各同好会から寄せられたチラシです。実施済みの報告は支部HPでご覧ください。
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２０１８年 秋季親睦旅行【２５周年記念行事】
宮古島5島めぐり3日間の旅
社友会広島支部・紅葉会

いらっしゃい。美しい島。宮古島へ

①モーニングクルーズ

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 ：広島発11：35 ANA 1861
那覇発16：00 ANA 1727
宮古着16：55
帰り：宮古発14：30 ANA 1276
那覇発15：55 ANA 1862
広島着17：40

⑦池間大橋

②伊良部大橋

③佐和田の浜

⑧東平安名岬

④通り池

⑤渡口の浜

★2018年秋季親睦旅行は、宮古島５島めぐり3日間の旅です。
募集人員に達しましたので受付は締切りました。

★2019年春季親睦旅行（1泊2日）は、金沢方面を検討中です。
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⑥砂山ビーチ

写そう会

--

活動報告

--

中西 康憲

1. 高知県のよさこい祭りを撮りに出かけました
7月豪雨の影響で開催が危ぶまれましたが、8月10日から11日の1泊2日
で、高知市のよさこい祭りの撮影会に出掛けました。高知市内の至る所に演
舞場があり、猛暑の中を場所を変えての撮影に熱中症寸前の撮影会ではあり
ましたが、踊り子の元気な姿に後押しされて無事に撮影する事が出来て感動
致しました。翌日は、太平洋でのサーフィン撮影を行いましたが雨で結果は
芳しくなく、加えて仁淀川の渓谷美と仁淀ブルーと言われる渓流の撮影は
キャンセルし、沈下橋の撮影に切り替えて8月度の撮影会は無事に行われま
した。

よさこい祭りメイン会場前で記念写真

2. 東広島合同写真展への出展参加
9月4日から9月16日まで開催された第28回東広島合同写真展に、今年も社
友会広島支部より写そう会が11名22作品を出展致しました。本年は、天気の
悪い日が続き来観者の動向が心配でありましたが、県内各地は及ばず県外か
らの来館もあり、約700名の方々に観覧頂きました。来館者の方々からは、
素晴らしい、感動したとのお褒めの言葉を多数頂戴し、この言葉を励みに更
に精進し感動の与えられる作品作りに励みたいと心に刻んだ作品展となりま
した。

シャープ写そう会メンバー作品の展示

3. 9月度撮影会は秋を撮りに山陰へ出掛けました
9月27日に島根県吉賀町の彼岸花群生地へ撮影に出掛けました。今年の9
月は、天気の良い日が続かず、当日の日中は好天に恵まれましたが彼岸花の
見頃が過ぎており、かろうじて何とか撮影出来たかなと言う状況でした。
参加者は、思い思いの構図で見頃が過ぎた花を相手に悪戦苦闘して、何とか
作品として見せられる写真が撮れたかなと思っています。

島根県吉賀町彼岸花群生地での記念写真

釣 り

釣り同好会の記念釣行

川田 正勝

今回の25年記念釣り行はオオアジ釣りにしました。当
初いいだこ釣りの予定でしたが時期が早く釣れていない
との船長判断でオオアジに。
8月19日朝5時に安芸津港発です。行き先は山口の水瀬
沖で、出てから2時間弱青島沖に着きました。始めに中
アジをみやげに釣り、そのあとオオアジの予定です。7
時半に釣り開始、中アジが30匹ほど釣れたのでいよいよ
オオアジ狙いです。今のアジは産卵の為に佐田岬から
下ってきます。アンカーを降ろして釣り開始。餌をまく
こと15分、待望のオオアジが来ました。40～50センチの
オオアジです。アンカーを降ろしての釣りは撒き餌が勝
負、皆で餌まきです。30分するとあちこちでオオアジが

釣れだしました。タイ、ハゲ、
も混じり、まあまあの釣果でし
た。
今回はイイダコからオオアジ
に変更したので仕掛け、おもり
を用意しました。おかげで全員
釣れました。
オオアジ釣りは疲れます。
10月からは太刀魚です。今年
は釣れますように。
楽しみです。
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平成あそび隊

支部発足25周年記念行事 平成あそび隊 呉港艦船めぐり

観光船に乗って－1

観光船に乗って-2

社友会広島支部発足25周年記念行事として、9月13
日（木）呉海上自衛隊艦船めぐりクルージングを企画
開催した。通常年の倍額の支援金が支給されたので、
常々乗船してみたいと思っていた艦船めぐりをした。
参加人数を募るために会員以外にも呼びかけて7名の
ゲストを招き25名の参加となった。
本来7月に実施する予定だったが、西日本豪雨災害で
道路が不通になったり、社協バスがボランティア派遣
用に使われ、借用できなくなったりで、9月まで延期
された。
11時に乗船し約40分の艦船めぐりになった。港湾は
民間用と海上自衛隊用に分かれていて、民間用側には
造船所があり大きなコンテナ船などが建造中であっ
た。最近の造船はユニットを工場で製造し、ドック付
近で組立てする方法が主流と知った。
海上自衛隊側の湾に移動すると、灰色の大きな練習船
「せとゆき」が300～400mの長い桟橋に横付けになっ
ていて、隊員たちの働く姿も見えた。女性隊員もいて
時代の流れを感じる。日本の海上防衛のために広範囲
の守備を担当する艦船がここに集結しているも現実の
姿を見ることができた。
昼食は、ゆめタウンに隣接するビル内のハイカラ食
堂で「もぐり御膳」を食した。
午後は、実際の潜水艦を改造した「てつのくじら
館」を見学。狭い潜水館の中で多くの隊員が長期間寝
食をともにして職務につく生活は、通常人ではとても
耐えられない特殊激務であることが改めて実感でき
た。

藤井 良幸

ハイカラ食堂-1

ハイカラ食堂-2

“男たちの大和”でポーズ

コンテナ船-1

潜水館の操縦席

コンテナ船-2

練習船せとゆき-2
300m潜水服(てつのくじら館)

練習船せとゆき-1

呉港にて(大和ミュージアム背景)
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テニス

広島支部発足25周年記念イベント報告

社友会広島支部発足25周年記念行事／テニス同好会5
周年記念として東広島運動公園（アクアパーク）テニス
コートで、事業部テニス部との親睦交流紅白戦を行いプ
レーを通じ親睦と交流を深めました。
開 催 日：2018年7月16日（祝）9：00～
場
所：東広島アクアパークテニスコート
10～12コート、練習用7～9コート
競技方法：予選リーグ：6ゲーム1セットマッチ
（6－6タイブレーク）
テニス同好会が発足して5年が経過し、毎週水曜日、
基礎練習に加え試合形式の練習も行っていますが同好会
内での練習試合が主で対外試合の経験が乏しく、今回の
記念行事として事業部テニス部に交流戦開催を申し入れ
賛同いただき実施しました。
参加者は総勢40名、社友会テニス同好会からは23名
と1名の観戦者、事業部テニス部からは17名（内女性2
名、福山から3名）試合
は、現役、OB、女性、全
員をまとめ 6チームに編
成、各チーム6～7名に分
け、6ゲーム、1セットの
団体戦、総当りリーグ
戦、午前9時開会式から午
後3時半の成績発表閉会式
5周年記念行事・プレー

アマチュア無線

増田 隆治

まで実に6時間半、現役のみな
さんのパワフルで素晴らしいテ
クニックのあるプレーに交じっ
て同好会メンバーは一生懸命に
自己のできる事を精一杯プレー
し日頃の練習では味わえない経
チーム割
験ができ出来、ゲームを通じテ
ニスの楽しさを満喫、満足感と
親睦を深められた充実感で程よ
い疲れと大変有意義な一日とな
りました。天候に恵まれ快晴・
猛暑の中、熱中症や怪我、脱落
者もなく無事終了できたことに
感謝。現役の方には迷惑かもし
組合せ、成績s
れませんが、これからも機会を
見つけ交流を図っていきたいと思います。

5周年記念行事・集合写真

社友会本部アマチュア無線同好会と交流会開催

2013年に引き続き広島支部発足25周年を記念し、社友会本
部アマチュア無線同好会との交流会を実施しました。参加者は
広島支部7名、本部大阪７名で全員14名でした。9日大阪から新
幹線組6名が東広島駅に到着すると、JA3DBM、JR4PDP、前
泊のJP3WSW局と出迎えました。1名は乗用車でJA4DPLの誘
導で安芸津宿舎へ直行。JA4DPL/JA4KFO/JI4WHSの3局は安芸
津宿舎に乗用車で向かい昼食の準備をしました。全員揃って昼
食会を開催。午後からは、呉市野呂山(海抜800m)に移動し、
野呂山シャック
HF班とVHF班のシャックに分かれ無線運用を行いました。夕
方近くになると大雨で帰路が心配となり早めに機材を撤収し下
山、安芸津宿舎に戻り、夜は交流会で無線談義を楽しみまし
た。 翌日は、再度野呂山行きを検討するも「大雨警報」で中
止、急遽安芸津宿舎にアンテナを設営し交信を楽しみました。
その後JA4AZCによる「日本初AM1KW送信機」の自作経緯と
総務省による落成検査の模様を説明しました。昼食の後大雨警
報が出ていた為、大阪への帰路が心配となり早めに安芸津宿舎
野呂山シャック移動運用
を後にしました。矢張りところどころ大雨で通行止めになって
いましたが、地元地理に詳しい仲間の誘導で無事東広島駅に到
着しました。予
定時刻の新幹線
で帰路につきま
した。
次回は、是非大
昼食会乾杯
阪で開催をしよ
うと思います。

安芸津宿舎集合写真
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吉房 幸治

安芸津宿舎で移動運用

安芸津宿舎で移動運用

AM1KW送信機説明

夕食会

絵手紙

「絵手紙展」の実施について

迫谷 富子

社友会広島支部発足25周年の記念行事として、絵手紙
同好会は「作品展」を開催し、同好会活動の活性化や地
域へのアピールを図ることと致しました。場所は八本松東
郵便局のロビーをお借りし、6月29日の搬入に始まり、
7月31日の撤収まで1ヶ月間催しました。
開催がスタートすると、まもなく西日本豪雨が発生し
晴れると超猛暑の連続となり、心配致しましたが、こん
な夏だからこそ微力ではありますが、日頃お世話になっ
ている方々・被害に遭われた皆様の癒しになればという
思いもわいて参りました。
作品の入替えを7月20日に行いました。展示スペースが
狭いことから作品をわけて多くみてもらいたいとの思い
がありました。展示内容は葉書に描いたものの他、扇子
や団扇に描いた作品・半裁の1/2サイズのものなど多様
で力作揃いだったと云っていいでしょう。展示について
の小さい気付き、反省点等は今後の活動に生かしたいと
考えております。又、お世話になりました八本松東郵便
局様へはお礼の意味合いを兼ね、いずれ保険や預金など
を考えねばならないかと内心思っております。
平成最後の「絵手紙」展も無事終了し、ほっとしてい
ます。これからも細く長く続けて行きたい所存です。毎
月第3木曜日の午前10時より社友会室で活動しています
ので、興味のある方は是非一度お越しください。「下手
でいい。下手がいい。」の絵手紙を一緒に楽しみましょ

う。最後になりましたが、このたびの豪雨により被害を
受けられました皆様には心よりお見舞い申し上げます。
くれぐれも健康に留意され、一日も早く復旧されますよ
うお祈り致します。

展示の様子

絵手紙同好会の皆さん

《定例の作品群》

迫谷富子

丸山紀夫

大久保進也
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三宮紘代

尾和ミチコ

ものづくり

府中家具見学

古賀 誠次郎

ものづくり同好会の8月度は、例年通り休会とし、そ
のかわりに、会員の知識と技術向上の一環として夏季特
別行事を行っています。今回は、8月17日（金）16名の
参加で、府中家具の、土井木工、松井木工とHOLM230
のショールームの見学を行いました。

土井木工見学風景

松井木工見学風景

朝9時に梅田工房に集合し、車4台に分乗して府中市へ
向け出発。まず、土井木工の工場に伺いました。土井木
工では、高級家具材のウォルナット、チェリー、メープ
ル、ホワイトアッシュの原木探しから、選別、製材と、
こだわりを持って一つ一つの材料の表情を活かし、オー
ダーメイドを中心に製作、販売までを行っておられまし
た。現在、新しい取り組みとして、端材を利用した、熊
野の化粧筆とコラボした商品化も行っておられました。

次に、松井木工の工場に伺いました。ここでも、府中
家具の伝統的な製作技法を大事にして、生活スタイルに
あったオーダー家具づくりを中心に製造、営業活動を
行っておられました。
最 後 にHOLM230の シ ョ ー
ルームに。府中家具のみな
らず飛騨家具など全国から
の家具を取り揃え展示販売
をされておりました。
感想として、府中家具づく
りの文化は、300年の歴史を
HOLM230ショールーム風景 持 ち、特 に 昭 和40年 代、団
塊の世代の大量結婚時代が
訪れ、婚礼家具セットの量産で飛躍的に成長し、加えて
高度な加工技術が定着。
現在は、洋タンス、リビング・ダイニングの高級家具
の生産へシフトし、オーダーメイドを中心に製造活動を
行っておられました。木材の吟味から、加工治具の作
成、木材加工、仕上塗装を含め、見習う加工技術が沢山
ありました。

土井木工集合写真

楽器演奏の会

松井木工集合写真

ギターの魅力

中川 宗和

ベートーベンが『ギターは小さなオーケストラであ
る。』と言ったと伝えられています。シューベルトも
『ギターは素晴らしい楽器である。しかしその素晴らし
さを理解している人ははなはだ少ない。』さらにショパ
ンは『すぐれたギターほど美しいものは他に考えられな
い。』と、クラシック界の作曲家がギター(の音色)を絶
賛しています。ギターは6つの音を同時に出す(ピアノに
は負けますが)ことが出来ます。逆に一つの音の連打の
速さは、トレモロ奏法によりピアノの比ではありませ
ん。音色の妙としては、ブリッジの近く(右の方)で弾く
と硬い音、サウンドホールの左(弦振動のセンター)で弾
くと柔らかい音。指のタッチでは、弾いた指を次の弦で
止める(アポヤンド)奏法では太い音、弦に浅く当てて指
をはねて引く(アル・アイレ)奏法では細い(軽い)音、左
手の押さえた指を揺らすことによるビブラート等々、ま
さに小さなオーケストラに匹敵する音の種類を持ってい
ます。
こんな魅力的な楽器の音を携え、私達「楽器演奏の
会」はグループ名を『アンダンテ』として、地域の敬老

会や老人ホームを慰問し、皆と一緒に懐かしい歌を歌う
活動をしています。
「楽器演奏の会」では何時でも、一緒に活動する仲間を
募集しています。ギターと一緒に合奏できる楽器であれ
ば、種類を問いません。今はウクレレとオカリナができ
るメンバーがいますが、それ以外の楽器(ハーモニカ・
リコーダー・マンドリン等、楽譜が共通の楽器)の演奏
が出来る方も是非入会して頂きたいと思っています(勿
論、ギターも)。
練 習は 第 1、第 3
金曜日の1時～ 3時
ま で、社 友 会 サ ロ
ン室です。
冷やかし大歓迎で
す の で、是 非 サ ロ
ン室にお越しくだ
さい。
普段の練習風景(サロン室にて)
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あるこう会

あるこう会・ものづくり同好会 コラボ

山賊焼

手打ちうどん

うどん茹で

サマーイベント

社友会広島支部25周年行事として、梅田工房での昼食会
を 企 画 し た。例 年、ウ ォ ー キ ン グ 班 は 西 高 屋 駅 か ら の
ウォーキングで集まるが、今回は梅田工房集合とした。
実施日7月7日の前日の大雨は当日朝まで残った。この大
雨が西日本豪雨だった。参加予定者が道路冠水通行止め
で、欠席したり遅れたりしたが、参加者49名の大イベント
となった。前日に雨の中ワイヤロープを張り、大きなブ
ルーシートで屋根を作り、テント柱の無い広い会場を作っ
た。行事の間は曇りで雨は降らず、終わった夕方からまた
雨になった。なんと幸運なことか・・・。
準備班は手分けして手際よく作業した。テーブル、イ
ス、ベンチを並べて会場づくり、音響機器の設置、2つの
ドラム缶コンロで炭火を起こして山賊焼き、こねて踏んで
伸ばして切ってゆでての手打ちうどんづくり、大鍋でカ
レーづくり・・・。
準備ができたところで、乾杯でスタート。すべて美味し
い。落ち着いたところで、あるこう会員3名＋特別参加2名
の高屋ハーモニカクラブによる情感・郷愁豊かなハーモニ
カ演奏。続いて、はじめて聞いた楽器名「ユーホニアム」
の演奏。特別参加の楽団員Yさん、上手だ。
ふわふわ氷のかき氷でヒエヒエ。蛇足だが、今年このか
き氷機が大活躍した。ファミリーフェスティバルに、災害
ボランティアへの振る舞いに、ふれあいフェスティバル
に・・・。最後は甘いスイカで食べ納め。
悪天候のため宝探しはせず、少し離れたところまで歩
き、箱から宝札を引いて戻り、番号に合わせたラッキープ
レゼントをゲット。楽しい時間が過ぎ、みんなで後片付
け。最後に一本締めで閉会し、帰路に就いた。
準備、片付け等大変だったが、有意義な行事であった。
尚、詳細はHPで。

梅田 正明

ハーモニカ演奏会

かき氷

スイカ

http://shayukaihro.hippy.jp/arukoukai/07-1/top.htm

カレーづくり

集合写真
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ボウリング

「第80回 9月大会」開催実施報告

ボウリング同好会発足後20年の節目の大会となった
『第80回9月大会』を9月14日（金）に賀茂ボールで開
催致しました。広島支部発足25周年大会として開催した
前回大会に続き、同好会としても記念の大会として22名
（男性会員13名、女性会員9名）の参加により実施、総
合優勝は『神崎保範さん』、女子の部優勝は『牛田峰子
さん』の結果となりました。
大会成績は総合優勝 神崎保範さん（662点）、準優勝
牛 田 峰 子 さ ん（614点）、第3位 和 田 清 子 さ ん（586
点）、女子の部優勝は、総合準優勝の牛田峰子さんが獲
得され、女子の活躍が目立った大会となりました。
ハイゲーム賞は（男子の部）『神崎保範さん230点』、
（女子の部）『牛田峰子さん203点』でそれぞれ獲得。
ノーミス賞は、牛田峰子さんの1ゲームのみでした。
又、ゾロメ賞（555点）を出口昌孝さんが獲得されました。
今月のレーンコンデションは、月末に開催される中国
新聞杯の男子最終予選を想定したレーン設定となってお
り、全員が苦労された様で、スコアはやや低迷しました
が、皆で楽しい時間を過ごす事が出来ました。
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。

神崎 保範
〔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 662点
2位 牛田 峰子 614点
3位 和田 清子 586点
4位 梅田 啓二 585点
5位 西尾
弘 558点
6位 田岡 政行 556点
7位 出口 昌孝 555点
8位 川股 幸雄 552点
9位 坂田 広海 537点
10位 川田 芙美子 515点

ノーミス達成

ス
ト
ラ
イ
ク
！
xx3人組

1位～3位入賞者 （両手に花）

参加者集合
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ゴルフ

ゴルフ同好会報告

末沢 公彦

この度の西日本を中心とする豪雨により被災された皆
様ならびにご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げま
す。我々の仲間や友人にも被災された方もおられ、東広
島市の道路も寸断されたところも多く、ゴルフ同好会も
7月の第212回コンペ（白竜湖cc）を中止といたしまし
た。従い今年度は年9回となります事報告いたします。
さて今年の夏は豪雨や猛暑でコンディションを崩され
た方も多い中、体力と気力、そして技術を鍛えられた
方々には敬服いたします。当然ながら、下記記載のよう
に入賞されております。やるね！

第212回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ）
西日本豪雨で中止
第213回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ）
優勝 中村 雅信さん（写真中央）
4か月前から急に飛距離が出なくなり、フォームの確認もし悩んでました
が、7月半ば過ぎに急に飛ぶ時があり、ジムの打ちっぱなしで十分確認し
ました。今回その成果が出たと思います。今回から70歳でティーショッ
トを前で打てたのも要因です。
準優勝 河上 國男さん（写真左）
今回は9位がダブルで賞をもらえると解りいつもより気楽にスタートしま
した。前半を終了した時点でそこそこの位置かなと感じ無理せずにプレイした結果です。ゴルフは気持ちの持ちよ
うだと強く思いました。
第3位 前田 訓さん （写真右）
台風の影響も有って、微風快晴の中、スタート。何んと38/41 トータル79 3位ゲット、本人もビックリ。これは
目標とする好敵手の存在/暑い中、練習場での打ち込み/体力維持を兼ねたテニス等のお蔭と感謝、感謝。
次回メッキが剥がれないように精進します。
第214回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ）
優勝 神野 和彦さん（写真中央）
社友会ゴルフ同好会に入会し「約11年」今回初めての優勝の栄誉を頂き
ました。本当に嬉しく思って居ります。入会したからには「1度は優
勝」をと願っておりました。長い間の不成績からのハンディキャップに
恵まれた事と、パートナーとの楽しいゴルフの賜物と思っています。
今後も更に参加出来る機会を一層増やし、諸先輩に負けず老年ゴルフを
頑張り度いと思います。
準優勝 前信 正義さん（写真左）
準優勝させて頂きありがとうございました。今回は天気も良くメンバーにも恵まれ、気楽にプレイ出来たところが
良かったです。また懐かし顔にも会えて、楽しい一日を過ごすことができました。これからも上位入賞を目指して
頑張ります。
第3位 佐々木 和治さん（写真右）
安芸カントリーは、今年初めてのプレイだったのですが、ゴールドマークから打たせていただいたのと、一番苦手
としている、16番ショートの砲台グリーンにワンオンし、 パーで上がったことです。無論メンバーに恵まれたこ
とは、言うまでもありません。
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25周年記念事業 「バラ園を作ろう」

り

福山地区委員長 星野 高範

福山地区だより
社友会広島支部福山地区会は平成24年6月発足、今年で6年目となりました。現在地区会会員は32名であります。
なかなか連絡の取れない方もいらっしゃいますが、今年は久しぶりに新入の方もあり引き続き定期的な会合、ゴル
フの会、地区会会報の発行などの活動を行ってまいります。ただ、定期会合等の参加者は十分でなく今後の会合な
ど地区会会員さんの積極的な参加をお願いしたいものです。
1）福山地区活動状況
地区の活動は「ほどよい関係」をモットーに、年3回の会合（春の花見の会、夏の納涼の会、年末の忘年
会）、春秋2回のゴルフの会（1泊2日2ラウンド、岡山美作の作州武蔵GCを恒例の会場としています）と随
時行う山歩きの会が主な活動です。地区会の方々の多数の参加をお待ちいたしております。（とは言いまして
も「まだまだ現役の方」「地域活動で多忙な方」「趣味に邁進の方」等々お忙しい毎日をお送りのようでなに
よりなのではありますが）。もう一つ、年3回の会合に合わせて「地区会会報」を発行いたしております。
（A4、1～2枚、会合時配布、内容は ①活動状況 ②健康手帳（テーマは“伸ばそう健康寿命”）③会計報告です。

花見の会（平成30年春)

納涼会（平成30年夏）

忘年会（平成29年年末）

ゴルフの会（平成30年秋）

2）25周年記念行事・・・福山地区の事業所である福山事業所に役に立つことを!!
①事業所内の休憩コーナーに「バラ園」を作ろう。
②事業所でなかなか手が及ばない周辺市道を中心に草刈等のクリーン作業を行う。

「
バ
ラ
園
」
予
想
図

バラ園は植え込みの時季の問題もあり11月初旬からの作業を計画しています。
草刈・クリーン作業は1回目を9月から
スタートいたしました。
ク
草の伸びる時季を中心に月1回を予定して
リ
おります（4月～12月）。
ー
ン
作
業

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）
2018年7月1日～9月末までの入会者

よしだ

ひでお

No.6671

AV・技術開発ｾﾝﾀｰ

No.6672

通(本)パ事 機構開発部

広島支部会員数

481名、2018年9月末現在

吉田 秀夫
たにぐち

敬称略

特許開発室

しょうじ

谷口 昌治

広島支部行事予定

2018年10月～12月

10月26日(金) 役員会/ふれあいサロンの会
11月6日(火)～11月8日(木)
2018年 秋季親睦旅行
11月26日(月) 役員会/ふれあいサロンの会
12月28日(金) 互礼会/役員会

編集後記：7月の西日本豪雨災害では、広島支部会員/紅葉会会員も多数土砂流入などの被害を受けました。社友会
会員もボランティア隊員の後方支援などの協力をしました。当会報にボランティア関連記事を掲載しています。
「頑張ろう 社友会広島支部・紅葉会」を合言葉にし、hibikiを通じ情報発信し応援してまいります。
Y.U.
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