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謹賀新年

「初日の出」

和歌山県

中西 康憲 さん

撮影

新春懇談会２０１9年 開催のご案内
広島支部“新春懇談会２０１９年 ”を下記の通り開催致します。
・日 時：平成31年2月22日（金) 10：00から14：05（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：10：00～10：40 社友会本部新春懇談会２０１９（DVD視聴）
社友会真会長挨拶、長谷川専務（仮）IoTビジネスについて
10：40～11：00 西日本豪雨八本松災害状況（DVD視聴）
11：10～12：10 記念写真撮影、東支部長挨拶、通信事業本部 中野本部長挨拶、阿部執行委員長挨拶
12：10～12：40 食事（昼食会の間にヤクルト健康教室「健康腸寿を目指そう」）
13：00～14：05 懇談会 大畠副支部長挨拶、特別講演「気象情報の活用などで大雨災害から身を守ろう」
FM東広島パーソナリティー気象予報士 井上葉子、春季・秋季親睦旅行案内、他
・会 費：1,000円（昼食弁当・お茶）
［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
2面

謹賀新年/新春懇談会の案内
春夏秋冬・東支部長挨拶
/役員会便り
3面 戴会長兼社長挨拶/シャープ
製品購入「一人一 品運動」
実績報告
4-5面 2018年秋季親睦旅行報告
6面 2019春季親睦旅行案内

7面 2019秋季日帰り親睦旅行案内
8-14面 同好会活動報告
15面 ボランティア活動報告
16面 地区役員報告
17面 ふれあい便り/日直当番表
18面 特選品のご案内
19面 スマートフォンAQUOSニュース
20面 地区会員便り（山陰地区）
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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

春夏秋冬

新年のご挨拶

広島支部長

あけまして
おめでとう
ございます。

広島支部長

東 秀次

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。
昨年7月に発生した西日本豪雨で被害に遭われた皆様
には心よりお見舞い申し上げます。これに伴い多くの会
員及び九州支部からも義援金募金にご協力いただきまし
た。皆様にはお礼を申し上げます。これらの義援金は
「お見舞金」として被災された方々にお渡しいたしまし
た。
昨年は社友会広島支部発足25周年目の節目の年に当
たり、記念に残る各種イベントを実施いたしました。
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、あったか支
援隊（タスカル）メンバーを中心に活動を推進いたしま
す。
昨年は西日本豪雨災害のボランティア派遣者が活動を
終えて戻って来たボランティアに、かき氷でねぎらう活
動に参加いただきありがとうございました。
“新春懇談会２０１９”を2月22日（金）に開催致し
ます。本部で開催の２０１９年新春懇談会をＤＶＤにて
視聴、昼食会ではFM東広島パーソナリティー、気象予
報士の井上葉子さんの特別講演会を計画します。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。

役員会便り
※

※

事務局長 松見

東 秀次

◎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
・月次定例役員会でのＴＶ会議を通じての情報共有
・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（1泊）、秋季（日帰り）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を通じて、あったか支援隊
（タスカル）の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！

弘

10月26日（金）に 事 業 本 部 幹 部 と の 懇 談 会 を 実
施。小林事業部長より会社状況及び通信事業本部の
取り組みについて説明がありました。
秋季親睦旅行（2泊3日 宮古島方面）は予定通り
11月6-8日に実施しました。多数のご参加有難うご
ざいました。
なお、2019年度の親睦宿泊旅行は4月に予定してい
ます。詳細は別途案内しますのでご参加の程宜しく
お願い致します。

※

“新春懇談会2019”を2019年2月22日（金）に事業
本部 多目的ホールにて開催を予定しています。
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2019年3月末迄で
す。支部ホームページより製品購入の報告を宜しく
お願いします。
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シャープ株式会社 戴 会長兼社長 新年のご挨拶
さらなる飛躍を目指して
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。
一昨年の12月7日、当社は大きな目標の一つであった
東証一部復帰を果たすことができました。それから約1
年が経過した現在、私たちは、次の3つの重点戦略に
沿って事業を推進しています。
1つ目は「量から質へ」です。
当社は、中期経営計画1年目の業績を牽引した「量の拡
大」から、一定の「量」を維持しつつ、高付加価値モデ
ルやローカルフィットモデルの比率を高める「製品の質
の向上」、さらには、最先端の技術を活用して、創意溢
れる革新的な商品やサービスを生み出しイノベーション
を実現する「事業の質の向上」へと軸足を移し、さらな
る成長を目指しています。
2つ目は「8KエコシステムとAIoTワールドの構築」で
す。様々な8K関連機器やデバイス、AIoT機器やサービ
スの開発を加速するとともに、これらを融合させ、ス
マートホームやスマートオフィス、スマートファクト
リーを創出し、事業ビジョン「8KとAIoTで世界を変え
る」の実現に繋げていきたいと考えています。
3つ目は「グローバル事業拡大」です。
新体制発足以降、まずは、海外市場の中でも当社が最も
力 を 発揮 する こと が でき るASEAN、次 に欧 州 と、グ
ローバル事業拡大の大きな流れを作ってきました。そし
て昨年9月からは、私自らが総責任者となって中国事業
の再構築に着手。現在は、いずれの地域においても売上
拡大と適正利益確保のバランスを取った事業経営が着実
に進展しています。
本年もこうした取り組みを確実に実行し、中期経営計
画2年目の業績目標の達成、さらには最終年度のさらな
る飛躍を目指していきますが、これを確固たるものにす
るためには、「新規事業の創出」「空白市場への参入」
「M&Aや協業等による社外リソースの取り込み」を加
速し、成長のスピードを一段と高めることが重要である
と考えています。

昨年10月のDynabook社(旧東
芝クライアントソリューショ
ン社)の子会社化は、まさにこ
うした取り組みの一つです。
今後は「SHARP×Dynabook」
のシナジーの最大化、つま
り、商材や販路の相互活用、
経営ノウハウの共有といった
“足し算”のシナジーに加
シャープ株式会社
え 、 コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ や 代表取締役会長兼社長
AIoTをはじめとした両者の技
戴正呉
術、アイデアを掛け合わせ全
く新しいものを創出する“掛け算”のシナジーを生み出
し、両社の持続的成長を実現していきたいと思います。
また、昨年12月1日には、8K放送1チャンネルを含む合
計17チャンネルの新4K8K衛星放送がスタートしまし
た。当社はこの放送開始に合わせ、8Kテレビ「AQUOS
8K」AX1シリーズを発売。約2000店の量販店様や地域
店様に一斉に商品展示を行い、販売は順調な滑り出しと
なっています。
この「AQUOS 8K」AX1シリーズは、液晶パネルや
チューナーに加え、画像処理エンジンも自社で開発した
世界初の8Kテレビで、まさに“One SHARP”の結晶、
“Be Original.”を体現する商品です。
当社は100年を超える歴史の中で、様々な世界初・業界
初を生み出してきましたが、今後もこうした商品やサー
ビスを次々と創出し、“まねされる商品”、“Be Original.”の歴史に新たなページを刻んでいきたいと考えて
います。
中期 経営計 画最 終年度 を迎 える本年、2019年は、
シャープの真価が問われる一年です。今後も全社一丸と
なって事業拡大に取り組み、さらなる飛躍を実現してい
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いただきます。

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2018年4－12月 中日）
2018年度4－12月 中日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。
＜各地区別集計結果＞
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２０１８年秋季親睦旅行“宮古島５島めぐり３日間の旅”
日 程：平成30年11月6日（火）～ 8日（木） 2泊3日
観光先：1日目：那覇免税店・守礼門・宮古島
：2日目：クルーズ船モンブラン・伊良部大橋・牧山展望台・渡口の浜・佐和田の浜・下地島空港・
通り池・伊良部大橋・西平安名崎・池間大橋・池間島・砂山ビーチ
：3日目：前浜ビーチ・来間島・竜宮城展望台・東平安名崎・海宝館・島の駅みやこ・宮古空港
宿泊先：宮古島 ホテルピースアイランド市役所通り（連泊）
参加者：総計50名 社友会37名（内同伴10名）紅葉会23名 （男性21名女性29名）
所

感：今回は、“沖縄・宮古島”でした。航空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。大型バスフルサイズ50名の大人数でした。
天候は3日間とも快晴で素晴らしい旅ができました。
記：田井 正治

【1日目】那覇免税店・守礼門・宮古島（那覇⇒宮古島乗継の関係で、免税店・首里城の守礼門のみの観光）
出発は広島空港で、10時30分予定通り全員集合し搭乗手続を済せ、11時35分発ANA1861便は経由地那覇に向け
出発。機内では空弁の昼食を食べながら（空港で早弁された方もいたようですが）丁度2時間の飛行を楽しみ那覇
到着。乗継ぎ時間が2時間25分ある為、3班に分かれての行動となりました。
★1班：ユイレール（モノレール）にて免税店で買い物。多少時間が短かったようですが買い物をし定刻通り、那
覇空港に帰ってきました。
★2班：首里城の守礼門までジャンボタクシーで往復、約15分間の滞在でしたが記念撮影後 首里城の門を見学し
引き返しました。定刻通り那覇空港に帰ってきました。
★3班：空港で待機。予定通りスクランブル（F-15の緊急発進）があったようです。
合流後、16時発ANA1727便で宮古島へ、短時間でしたが快適な空の旅でした。
到着後、観光なしでホテルに直行。入浴後、“琉球ダイニング美南海”で夕食会に臨み、沖縄料理を堪能しまし
た。その後一部のメンバーは三線ライブで沖縄の夜を満喫されたりして、沖縄の夜を楽しみました。

守
礼
門
前
免税店前

【2日目】2日目：クルーズ船モンブラン・伊良部大橋・牧山展望台・渡口の浜・佐和田の浜・下地島空港・通
り池・伊良部大橋・西平安名崎・池間大橋・池間島・砂山ビーチ。

モンブラン号

モンブラン号をバックに記念写真

伊良部大橋

クルーズ船モンブラン号で宮古島の海と焼立パン、ドリンク等を満喫しつつ、航海は約
80分。伊良部大橋をくぐり、橋の下からの景色も圧巻でした。南海の魚を船底の窓から見
ながら約80分の素晴らしい航海でした。

アクアラウンジ

伊良部大橋は2015年開通の無料としては日本最長の橋で3540mあり、橋から見る海の景
色は“海のブルー”“サンゴ礁のグリーン”“海底砂の白”は素晴らしいの一言でした。
2日目 次ページに続く⇒
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伊良部島の牧山展望台からの展望は圧巻でした。その後、伊良部島No.1のビーチ、渡口の
浜へ。渡口の浜では、きめ細かな砂の上を裸足になって気持ちよく歩きました。
その後、日本渚百選の佐和田の浜に向かい、八重山地震が原因の浅瀬に巨岩が点在する景色を満喫。通り池で
は、国の名勝、天然記念物、直径75mと55mの二つの池が存在。非常に神秘な色でした。そこで、非常に珍しいダ
イバーの浮上する所を見ることができました。上級者のダイバースポットだそうです。
2日目前ページより

西平安崎へ。宮古島の西端東シナ海に面する岬「海の色はここが一番です」。そこから池間大橋を渡り池間島へ
一周2.8Kmを周回し、島唯一の商店街で買い物。
砂山ビーチへ移動車中にガイドさんの三線演奏と唄を聞かせていただきながら砂山ビーチに到着。砂山を下り白
い砂浜へ。エメラルドグリーンの海、自然の力で造られた吹き抜けの洞窟。帰りは息を切らせながら登りました。
本日の行程は終了。見るもの沢山の一日でした。

牧山展望台

通り池
西平安名崎

渡口の浜

三線名人のガイドさん

砂山ビーチ
池間島商店街

佐和田の浜

【3日目】前浜ビーチ、来間島、竜宮展望台、東平安名崎、昼食・海宝館、海の駅みやこ
前浜ビーチへ、沖縄で一番美しいといわれるビーチ、又、トライアスロン宮古島大会のスタート地点。
来間大橋を渡り来間島へ。竜宮城展望台から対岸は前浜ビーチ、来間大橋、伊良部大橋、伊良部島、下地島を見る
ことができました。
いよいよ、最後の観光地、東平安名崎へ向かいます。宮古島最東端の岬、西と違い断崖が2Km続く半島です。こ
こにも八重山地震の津波の残した岩が点在しています。灯台から360度展望が可能、灯台の東端のみ太平洋で、周
りは東シナ海です。素晴らしい景色を名残り惜しみながら帰路につきました。
参加者皆様のご協力で、事故も無く予定通り旅を終了することができました。厚くお礼申し上げます。

東
平
安
名
崎
前浜ビーチ
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海
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港

2019年春季親睦旅行のご案内

移動らくらく新幹線利用
実施日：2019年4月11日（木）～ 12日（金）
集合場所：広島駅新幹線口
集合時間：8:45分
旅 費：36,000円／40名参加
募集開始：2019年1月15日より、早めの申込みをお願いします。
【1日目】 9:17広島駅＝のぞみ12号＝10:38新大阪11:16＝サンダーバード19号＝加賀温泉駅13:30→那谷寺
→鶴仙渓→山中グランドホテル
【2日目】 9:00山中グランドホテル→九谷萬月→兼六園→兼見亭（昼食）→金沢城公園→ひがし茶屋街→金沢駅
16:00＝サンダーバード34号＝18:33新大阪19:05＝のぞみ49号＝20:26広島駅
紅葉の名所でもある真言
宗の名刹。白山信仰の寺
として、康澄によって
717年に創建。数々の国
指定重要文化財を所蔵。
見どころ：奇岩霊石がそ
そり立つ「奇岩遊船仙
境」。

藩政期の街並みを今に
伝えるひがし茶屋街。
格子戸から漏れる灯が
ほのかに通りを照らす
夕刻が散策のおすす
め。東山ひがしの町並
みは国の重要伝統的建
造物群保存地区に指
定。

那谷寺

山中温泉

加賀藩主・前田家が居
城とした加賀百万石の
象徴。2001年以降、菱
櫓五十間長屋・橋爪門
続櫓河北門、橋爪門が
復元された。"
見どころ：石川門、
三十間長屋、鶴丸倉
庫や明治以降の木造
城郭建築物 として 最大
規模の菱櫓・・・など

「扶養三名湯」と称して
愛 し た 松 尾 芭蕉 を は じ
め、古くから多くの文人
墨客たちがおと訪れた温
泉地。見どころ：ゆげ街
道・鶴仙渓遊歩道・共同
浴場「菊乃湯」・「山中
座」・山中漆器を扱う店
舗・温泉街の街並み。

日本三名園のひとつに
数えられ、その名は、
ひとつの庭園が兼ね備
えることの難しい六つ
の景観を兼備すること
による。
見どころ：/霞ヶ池の
微軫灯籠/唐崎松の雪
吊り/根上松の奇観/珍
しい兼六園菊桜/日本
最古の噴水など。

山中の温泉街に
沿って流れる大聖
寺川の上流、こお
ろぎ橋から黒谷橋
までのおよそ1kmに
わたる渓谷
見どころ：斬新な
デザインのあやと
りはし、総檜造り
のこおろぎ橋、松
尾芭蕉を祀った芭
蕉堂など

兼六園
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ひがし茶屋街

金沢城公園

鶴仙渓

2019年秋季親睦日帰り旅行（案）

シャープ社友会広島支部
紅葉会
企画 ： 山陰地区委員長

とっとり花回廊と古代ロマン体験の白鳳の里
実 施 日：2019年11月7日（木）
集合時間・集合場所： 8:30分 ラポール賀茂駐車場
： 8:45分 JR西条駅
：11:45分 むぎばんだ史跡公園
参加費（40名参加の場合）
山陰：2,000円、広島：7,000円

む
ぎ
ば
ん
だ
史
跡
公
園

白
鳳
の
里

天
の
真
名
井

と
っ
と
り
花
回
廊
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写そう会

---

新年あけましておめでとうございます

---

中西 康憲

熱気あふれるヤングパワーに圧倒されて（10月度定期撮影会）
10月7日、呉市吉浦八幡神社「吉浦カニ祭り」の撮影に出掛けました。
最大の見どころ、大勢の若者が稚児4人を
乗せた神輿を担ぎ、大きな掛け声とともに
狭く急なお宮の石段を上下左右に練り歩く
「だんじり」は迫力満点で、撮影にも思わ
ず力が入りました。
7月 西 日 本 豪 雨 災 害 を 受 けた 呉 市 吉 浦 地
区。災害に負けずに祭りを盛り上げる地元
の人たちのパワーに頭が下がる思いの一日
でした。（記: 谷水 毅）
昭和の街と光の国へタイムスリップ（11月度定期撮影会）
11月23日、福山の「みろくの里」へ出かけました。テーマゾー
ン「いつか来た道」では昭和の街角を再現したセットやニュース
映画の上映など懐かしい情景の撮
影を楽しみました。
日が暮れるとイルミネーションが
一斉に点灯されて辺りは昼間とは
一変、華やかな情景が展開されま
した。レザー光と花火の競演もあ
り、寒さを忘れて光の国の撮影を
楽しみました。（記: 西尾 弘）
出雲の国の故事に因んだ寒中船神事を激写
（12月定期撮影会）
12月3日、島根県美保神社の諸手船神事（もろたぶ
ねしんじ）の撮影会を実施しました。この神事は出
雲の「国譲り神話」に因んだ美保関二大神事のひと
つ。大国主命が国譲りの意向を確認するため美保関
で釣りをしていた事代主命（ゑびすさま）を諸手船
で迎えに行ったという故事に因んで毎年12月3日に
行われます。櫂で
激しく海水を掛け
合いながら漕ぎ競
う場面に、周囲は
カメラの高速連写
音で包まれていま
した。
（記: 下重 進）

佐賀バルーンフェスタへ出掛けました（有志撮影会）
一度は撮ってみたいと思っていた佐賀のバルーン競技世界大会、写そう会の仲間から誘いがあり出掛けました。
足掛け2日かけて広い会場を歩き回っての撮影でしたが、好天にも恵まれ、壮大なスケール感のバルーン競技や幻想
的な夜間係留など余すところなく撮影
できました。長閑に見えるバルーンも
風を読みながらバーナーの点滅だけで
熱気球を上下左右に飛行させる操縦の
難しさを聞くと一層興味が深まりまし
た。また夕暮れ後、大音量で響くテン
ポ良い曲と掛け声に合わせて光るバ
ルーンが川面に映り込む様は圧巻であ
り、実に幻想的なものでした。
（記：中西 康憲）
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新年の決意

絵手紙

大久保進也

平洋子

丸山紀夫

アマチュア無線

平 洋子

新年明けましておめでとうございます。皆様良い
年をお迎えられたことと存じます。今年は元号が新
しくなります。新しいというのはなにかしら嬉しい
ものですね。私も気持ちも新たに健康で笑顔で頑張
るぞ！・・・と心を新にしております。
昨年は“何ごとも意欲的に取組もう”をテーマにし
・5/25 総会に作品を出品（森本康夫さんの遺作も展示）
・6/ 9 ファミリーフェスティバルへ作品展示と絵手紙
体験コーナー開催（去年より参加者が多く親子で筆を
動かしている様子をみて、私たちも嬉しくなりました）
・6/29～7/31 八本松東郵便局に於いて作品展
(少し長い展示期間であり、作品を分け期中に入れ
替えました。郵便局を利用される方が多くその数
は4000名にも達したと聞いております。シャープ
社友会と絵手紙同好会のアピールになったものと
確信しております)
個人的にも嬉しいことがあります。私の絵手紙を
見て習い始めた友人に平茸を差し上げました。早速
お礼の手紙が届きました。中身を見てびっくり！平
茸が上手に描かれているではありませんか！彼女の
上達ぶりに感心すること暫し。私も負けてはおられ
ません。
絵手紙を改めて思うに絵と文章と文字から成り立
つものであり、本年はその中の文字に焦点を当て工
夫したいと考えています。文字の形・大小・強弱・
濃淡など要素は数多くあり、個人の特徴を描き出し
どうアピールするか挑戦して参りたいものです。
今年はもっともっと描くぞ！初心新たにし頑張ります。

尾和ミチ子

増田清

三宮紘代

迫谷富子

第46回SEANETコンベンション・ インドネシア大会参加

稲生妙子

吉房 幸治

今年は10月18日～21日の日程でJA3AER 荒川さん、JK3IYB 西さん、
JA3KVT 銭谷さんJA3IBU 逵さんと私の計4名が参加しました。
東南アジアを中心に各国のアマチュア無線家が年1回集まり親交を深
める当コンベンションも46回目を向かえました。今回はインドネシア
アマチュア無線連盟(略称：ORARI)の主催で12カ国から約100名が古都
ジョグジャカルタに集まりました。
1日目夜の歓迎パーティーに始まり翌日は公式セミナー、ORARIが先
の「スワワシェ島での地震/津波による被災地救援の非常通信活動」を
紹介。会場には被災者支援の募金箱が置かれ参加者が募金に応じていま
した。当社OBにより技術セッションで1テーマを担当しました。
セミナー終了後、2年後の開催国が審議され、中東のオマーンに決定し 吉房から現地組織にアンテナアナライザー提供
ました。夜は正装で公式ディナーに出席。民族舞踊を皮切りに地元歌手によるライブ、そして各国の余興、最後は
タイ代表の音頭で全員が輪になりダンスに興じ各国の参加者が一体となった楽しいひと時を過ごしました。

王宮前集合写真

ウエルカムパーティー集合写真
(9)

あるこう会

忘年会ウォーキング奮闘記！

小森山 光朗

あれから21年。あるこう会が12名のメン
バーで発足して、早くも21年の例会を重ね
て今回で第416回になる「グリーンピアせと
うち」での大忘年会ウォーキングを12月1日
(土)に50名という多くの方々が参加して開催し
ました。その顛末です。天気は曇り。
どんよりした天気にもかかわらず、忘年
司会者開会宣言
会というワクワク感を抱いて、三々五々参
インターバルジョギング
加者がシャープの駐車場に集合。沢山の参加の為に、大型バス
1台とタクシー1台になった。幸先がよい9時に出発。車の中で
今日の予定を聞き、一路グリーンピアせとうちを目指した。
10時に到着。直ぐにストレッチを行い、海岸を目指し歩きに
入った。しっかりコースの今回はインターバルジョギングと言うこと
で、速足、歩き、速足と交互に行いながら、坂をオレンジビー
チまでの往復4km、坂あり登りありで結構きついコースになり
ました。フウフウと息を切らせながらのウォーキングであった。
グランドゴルフ
ゆったりコース7名は途中でＵターン、一部の7名はグラウンド
ゴルフで汗を流した。11時30分にグリーンピアせとうちに戻り、風呂で汗を落とし一休み。
12時30分に今回のメイン宴会を開始。グ
リーンピアせとうちの高山支配人の挨拶、東
支部長の挨拶、菊池さんの音頭での乾杯、盛
沢山の会席料理のご馳走、来年のあるこう会
活動計画発表を行い、カラオケ自慢の人の熱
唱を聞き(バックダンスの盛り上がり)、最後
に大いに盛り上がったビンゴゲーム。グリー
ンピアせとうちのお土産をいただいて、15
時30分に田村さんの中締めで終了した。
来年のさらなる健康増進する為に、心地よ
いひと時であった。皆さんも一緒に1ヶ月2
回開催されるあるこう会に参加しましょう。
参加者集合写真
そして、一緒に汗を流しましょう。

テニス同好会

下手の横好き、テニス好き

新緑の春、酷暑の夏、落ち葉の秋、北風寒い冬。春夏
秋冬、「雨が降ろうが、雪になろうが、槍が降ろうが水
曜日はテニスじゃ～」との強い掛け声で、水曜日10時に
は、三々五々東広島運動公園屋外テニス練習場7番、8
番、9番コートに集まる部員の中に居る私。
2013年4月に発足以来通って練習をしていますが、今
だ、上達には程遠い日々を過ごしております。テニスを
始める前からテニスを苦手にしていた当方としては、皆
について行って、やっと、ボールが当たるようになって
きたかなと思います。
コーチのアドバイスを受け、その時には、習
得した気になって、「やればできるじゃん」と

忘年会開会挨拶

乾杯～1

乾杯～2

ビンゴゲーム

小森山 光朗
内心喜ぶ。しかし、少し時間がたてばまた、バラバラ。
特に、顕著なのは、サーブ。サーブが入らなければ試合
にならない。と口酸っぱく言われているが、入らない。
苦労の連続ですが、青空の下、大勢で、ああでもないこ
うでもないと励ましあい、汗をかく。練習が終了時に
は、さわやかな気持ちになります。
日常の嫌なことは、ボールにぶっつけ気持ちを発散。
皆さん、一度コートに来ませんか、そして練習をしませ
んか、待っています。
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ボウリング

ボウリング同好会 活動報告

神崎 保範

ボウリング同好会では、年4回の大会と8回の月例会を
開催しておりますが、2018年度はシャープ社友会広島
支部結成25周年と、ボウリング同好会発足20週年とが
重なり、感慨深い年となりました。1月12日（金）の月
例会を皮切りに、2月の月例会＆玉子取り、3月は第78
回大会と順調に開催することが出来ました。
又、6月に開催した79回大会は、社友会広島支部結成25
周年の記念大会として支部の援助を戴き、又会場の賀茂
ボールからも協賛の商品を提供戴き、何時にもまして充
実した大会を楽しむ事が出来たと思います。
10月には今年2回目となる「玉子取り」を実施しまし
た。200個の新鮮玉子を用意、男子はストライクで、女
子はストライクかスペアで1個獲得出来る事とし、19名
の参加者が争奪戦繰り広げ、多い人は2パック（20個）
を獲得されていました。おそらく当日は卵料理が沢山出
たのではと思います。
ボウリングは誰でも気軽に楽しめるスポーツですがそ
の健康効果は多く、3ゲームのプレイで約70分の散歩と
同様の運動量があり、心拍数の幅が他のスポーツに比べ
緩やかで安全であり何より糖質と脂肪が半分ずつ消費さ
れる理想的な「有酸素運動」の代表的なスポーツです。
一度試してみたいと思われる方は是非ご連絡下さい。

〔2018年 10月～11月実績〕
10月 月例会 参加：19名
敬称略
1位 坂田 広海 621点
2位 田岡 政行 575点
3位 村上 孝一 522点
4位 堀岡 光郎 506点
5位 内田 義盛 504点
11月
1位
3位
5位

月例会 参加：18名
神﨑 保範 545点
川股 幸雄 510点
田岡 政行 487点

敬称略
2位 堀岡 光郎 532点
4位 坂田 広海 496点

〔2019年 活動計画〕
1月11日：月例会
2月 8日：月例会（玉子取り）
3月 8日：第82回大会
4月12日：月例会
5月10日：月例会（新元号記念お任せ景品取り）
6月14日：第83回大会
7月12日：月例会
8月 9日：月例会
9月13日：第84回大会
10月11日：月例会（玉子取り）
11月 8日：月例会
12月13日：第85回大会（総会＆忘年会）
開催日は各月第２金曜日です。
※各大会は、フルハンデ（直近3回のアベレージをハン
デキャップとする。初参加は自己申告を優先し決定。）
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ものづくり

私のものづくり－2

森田 秀次

前回の報告は随分前になってしまいましたが、今も「ものづくり」は楽しんでいます。
皆さんと同じように、家でこんなものがあったらいいなから始まり、子供や孫に頼まれ、色々な
ものを作っています。もちろん自分でできる範囲は限られていますが…。まずは糸鋸作品の紹介
から。ご存知の方もおられると思いますが竹原の街並み保存地区にある『ゆめ工房 登夢想野』
に影響を受け、自分でもできないかとトライしています。
最初に作ったのが自転車仲間『輪友会』のために何か記念になるものと考え、毎日の積算走行距
離が地球一周に相当する4万キロ達成の記念オブジェをと思い、5人分作りました。円い輪を地
球と見立て、そこを自転車で走っているイメージです。走った距離に合わせて回して楽しめます。
次が今年3月に最初のひなまつりを迎えた孫の 輪友会の記念オブジェ
お雛様です。収納時は円いケースに収まります。
ケースの蓋に孫の顔とメッセージを焼きゴテで描
きました。最後が娘に頼まれた、とある住宅メー
カーのマスコット。大きさを変えて家族4人分作
りました。いずれも材質はウォールナットで蜜蝋
ワックス仕上げです。
収納ケースとその蓋
マスコット
お雛様
他には孫の食卓用椅子、TV台、本立て、いずれ
も娘の依頼。椅子は同じデザインで2脚目。下の孫はまだ
小さいので6cm高くし、高さ変更・脱着可能な足置きを付
け、大きくなったら脚をカットします。それから扉付きの
調味料入れ、扉に
TV台
はこれも焼きゴテ
で絵を描いてみました。
最後にV字ラック、これはテーブル
の上が広く使え重宝しています。これ
からも、他人に喜ばれ、自分も楽しめる
本立て
食卓用椅子
調味料入れ
V字ラック
「ものづくり」を続けたいと思っています。

楽器演奏の会

「楽器演奏の会・アンダンテ」活動報告

楽器演奏の会「アンダンテ」は師走の12月7日、東広
島市八本松南集会所に於いて「ギター演奏会」を行いま
した。八本松南地区をエリアとし地域の方々が定期的に
「八本松南ふれあいの会」として食事会、合唱、勉強会
等々を実施されていて、今回東支部長の奥様より楽器演
奏の会に演奏依頼が入りました。ふれあいの会会員の方
の他、地域の方も含め約40名近くが参加頂きました。8
割方が女性の方でした。午前10時から開始し、「八本松
南ふれあいの会」の代表浮田様より紹介を頂き、益田の
司会にて進行致しました。リーダーの江頭さんより、メ
ンバー全員が年相応ということで焦らずゆっくり行こう
と「アンダンテ」の名前にした由来を説明致しました。
皆さん納得されたようでした。「ラ・クンパルシータ」

益田 猛

の演奏からスタートし「若者たち」「知床旅情」「川の
流れのように」「旅愁」「赤とんぼ」「七つの子」をギ
ター演奏に合わせ合唱し、第一部を終了致しました。
休憩の後「それゆけカープ」「四季の歌」を合唱し「星
の世界」の演奏を聴いた後「きよしこの夜」を歌い、最
後を「故郷」の合唱で締めくくりと致し、午前11時に終
了致しました。ほとんどの曲がよく知られた童謡唱歌、
歌謡曲で皆さん大きな声で歌っていただけて、大いに盛
り上がりました。
(YouTube ： https://www.youtube.com/watch?v=NV-pD6-5o6o)

演奏会終了後メンバー全員ビンゴゲーム、食事会に参
加させていただきましたが、浮田様よりこの地域には
シャープの現役、OBの方がたくさん住んでおられると
の事でこれからも地域密着でお願いしますとの言葉があ
りました。今後も依頼があれば積極的に参加致したいと思
います。
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ゴルフ

ゴルフ同好会報告

渡邊 大輔

第215回のコンペは10/9晴天の安芸CCで開催されました。
まだ紅葉には早すぎる季節ですがゴルフのシーズンです。
この所参加者が減ってきて少し寂しいコンペとなりました
が、日頃の練習に励んでいる清田さんが優勝されました。
第216回は11/12白竜湖CC。この日の天候は少々雨に降ら
れましたが、大した雨でなく助かりました。先月よりさらに
少ない25名の参加者です。周りの景色を見ると少し紅葉した
木々と緑のグリーンが美しかったです。この日はこのところ
絶好調の山脇さんが優勝をかっさらいました。12月は少し寒
くなると思いますが、大勢の方がご参加頂けると思っています。皆さんゴルフを長く続けれるよう体力を維持しましょう。
第215回 社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ）
優勝 清田 英司さん（写真中央）
同好会の殆んど皆さんが、過去の上位入賞でハンディキャップがカット
されてアンダーパーでの優勝が非常に厳しくなっている中で、私は最近
ラッキーな飛賞はあるもハンデをカットされる様な上位入賞も無く、有
利な条件で参加できた事が久し振りの優勝の最大の要因だと思います。
今後も又上位入賞が出来るよう頑張ります。
準優勝 鈴木 弘幸さん（写真左）
今日のラウンドで残り3ホールは体力が持たなくガタガタでした。ところが同伴者の2名は明日もラウンドの予定と
涼しい顔でおっしゃいます。体力UPのトレーニングが必要と思い知らされました。頑張って次回は優勝するぞ！
第3位 谷口 眞貴雄さん （写真右）
第196回優勝以来の約2年振りにhibikiに投稿させて 頂く事になりました。加齢により色々とスコアーアップに問
題があり練習方法を変えて見ました。最近まで練習場で、1球打ちで練習して150球前後を練習していましたが、今
は打ち放題に変更して2時間で300球前後の打ち放題に変更したのが良かった様です。
第216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）
今回のコンペは思いもかけず二度目となる優勝をさせていただきまし
た。これも良きメンバーに恵まれた賜物と思います。二度ある事は三
度あるとか言われますが？(笑)。皆さまへの感謝を胸にこれからも三
度目を目指して頑張って行きたいと思います。
準優勝 西尾 弘さん（写真左）
小雨がぱらつき肌寒い天候でした。ドライバー、フェアウエイウッド
が好調で先ず先ずの成績を収めることができました。優勝までもう一息頑張れ！
第3位 津郷 和男さん（写真右）
昨年末準優勝以来の入賞ができました。小雨の中でショットが不安定でしたが、後半はそれを取り戻すことが出
来、スコアをまとめることが出来ました。これからも社友会ゴルフ同好会コンペのシルバーティから楽しくプレイ
を続けたいと思います。

囲碁

囲碁同好会の近況

河上 國男

支部25周年記念大会以降もいつも通りの活動を進め
対局中は誰しも勝ちたいと願いますが、その気が強す
ており特段変わったことはございません。
ぎると盤面全般が見えずに思考が局部的になったり、自
11月度の例会では、鈴木さんが4名の対局者に6勝無敗 分中心の読みになって大怪我をするのが落ちです。
と一人勝ちの状態でした。12月度は3日に開催し、由井
お互い歳を重ね大きな手術で病を克服された方も何人
さんが初戦の山口さんには負けましたが、その後全てに かおられますが、和気あいあいの対局です。
勝ち5勝1敗と好調でした。
10月にリーダーの杉山さんが多忙を極められている
当同好会の対局では実力差を置き石でバランスを取っ 現状から、メンバーから声が上がり、河上が事務的なこ
ております。2段から8級とメンバーは多彩ですが、い とを受け持つことになり現在に至っております。
つも楽しめています。日によって集中力や冴えが凄い 例会は社友会サロン室にて
時、又どうもスッキリしない時とかありますから、勝ち 第1月曜日10時からとして
続けることはあまりなく、例会ごとに良かったり悪かっ おりますから、関心をお持
たりで来ています。しかしながら力を付けて勝率が上が ちの方は気軽にのぞいてみ
り、年間のまとめで7割を超えると昇段や昇級となり、 てください。
次年度より対局の基準を変えております。ちなみに昨年
は相馬さんが昇級されております。
12月3日初戦山口さんと由井さんの対局
(13)

山歩会

山歩会例会、登山記

新川 昭雄

深入山(1152.7m)安芸太田町。平成30年11月12日(月)天候 曇りのち小雨紅葉とススキの白
穂が銀色に輝く深入山にて、例会登山を実施する。
参加者 18名(男11名女7名)は、曇りの中マイク
ロバスで安芸太田町に向かった。中国自動車道、戸
河内ICを降りて道の駅で休憩して10時40分深入山
いこいの村に到着。深入山は4つの登山コースがあ
り、当初計画は林間コースより西登山コースより登
頂して東登山コースを降りる2時間30分コースを計
画していたが、小雨にて東登山コースにて登山開始
した。小雨の中、足元を気にしながら、景色を楽し
みながら、12時に頂上に到着した。そこからの景色
は、360度の素晴らしい眺めだ。北東に天狗石山、南東に白木山、野呂山、南東に、広島
県の最高峰、恐羅漢山や羅漢山、と一望出来た。
下山は草尾根コースを滑りながらの
最短ルートを降りて深入山グリーン
シャワー管理棟に12時40分到着、管
理棟にて楽しい昼食になった。食後の
コーヒーを飲みながら、天気の良い日
にもう一度来たい素晴らしい山だ、と
仲間と話した。水墨画のような小雨の
潤む山々を眺めて着途についた。
今回も多数参加頂き盛大に登山が実
施する事できた。次回も愉快な、山仲間
と登山が楽しみだ。山仲間、募集中。

歴史探訪の会

歴史探訪の会 第26回 「府中市出口町コース」を訪ねて

第26回例会は備後府中市の「出口通り」を、参加者21
名(男性10名 女性11名)で、11月13日(火)に訪ねまし
た。
「府中」と言う名は、今から約1300年前、備後の国を治
める役所「国府」があったことに由来しているそうです
が、江戸時代には岩見銀山から採掘した銀を、瀬戸内海
を経て大阪に運ぶ「石州街道」の宿場町として栄えまし
た。その石州街道が中国山地からやっと平地に出たとこ
ろ、と言うことから名づけられた「出口通り」がこの度
の 我 々 の探 訪 目的 地 で、府 中駅 の 西北 に位 置 す る 約
500mくらいの古い通りです。
通り沿いには現在も虫籠窓や「うだつ」、白壁を有す
る建物などが混在しています。
南北に通じるこの街並みは、古い街並み特有の幅の狭い
メイン道路（当時は7尺幅）と、屋根が低くて間口の狭
い家々、そしてその家々の隙間を走る細い路地や小さな
神社、少し行けば今度は立派な白壁の商家跡や大きなお
寺、役所の史跡（番所跡や木戸）や石塔の道しるべなど
が混在していて、月並みな表現ながら、「歴史のロマン

町屋 恋しき

矢部 昭

を感じさせてくれる街並み」と言
えるかと思います。
我々一行は、この街並みを現地
の ボ ラ ン テ ィ ア ガ イ ド（初 老 男
性）に案内されて2時間近く見学し
ま し た が、ガ イ ド の 説 明 は 上 手
で、聞き易くて分かり易く、加え 見張りの松の縁側.
てユーモアもあって楽しい時を過
ごすことができました。
最 後 は、府 中 名 物 の ひ と つ と
なっている「味噌」を製造・直販
売している、「金光味噌」に立ち
寄り、味噌やその加工品をお土産
首なし地蔵
として購入して帰路につきまし
た。

商家のうだつ

慶照寺
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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
～～ 第20回東広島健康福祉まつりに燻製(くんせい)を出店 ～～
11/3（土祝）4（日）の2日間、東広島市総合社会福祉
センターで健康福祉まつりが開催された。あったか支援
隊（タスカル）は、4（日）屋外ゾーンで燻製（くんせ
い）で出店した。ウィンナ、チーズ、ちくわの3種類を
提供した。4（日）は、体力測定や血糖値、体脂肪、脳
年齢、歯の健康状態などの無料検査行われ、たくさんの
人たちでにぎわった。我々の出店にも、燻製の煙の香り
に誘われてか、たくさんのお客さまに来店いただいた。
我々が社外の場で有料で店を出すのは初めてで、商品決

めや価格設定など、いろいろ検討して上記3種を150円
で売ることに決めた。商品がおやつ感覚で、昼食時に集
中することなく、どの時間帯でもお客が来たことと、燻
製というものが出店で売られる機会が少ないので、もの
珍しげに、また話のタネに買われたお客もいた。好天に
恵まれたこともあって、160食の売上となった。我が
あったか支援隊（タスカル）も、機会あるごとに外部に
出て、色々な活動を広げたいと考えています。

～～ ボランティア活動・旧シャープの森 吉川 枝打ち作業 ～～
11月25日(日)今年も11月最終日曜日になり、恒例の
枝打ち作業に参加した。市から高垣市長及び農林水産課
2名、吉川地区48名、シャープは藤井総務部長以下14
名、社友会24名の総勢約90名の参加となった。作業後

高垣市長挨拶

藤井総務部長の終了挨拶

はこれも恒例の暖かい豚汁を振舞われて労をねぎらい
あった。環境にやさしい森林に仕上げていくことに協力
でき、地域社会に貢献することにより、社友会が地域密
着の団体として溶け込むために来年度以降も継続したい。

社友会・東支部長終了挨拶

シャープの森参加者集合写真
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豚汁のごちそう

地区役員報告

企画担当幹事

安井 良策

啓発ほか、ダイナブッ
ク買収に伴う、来春
シャープ社屋合流予定
の紹介。

〔広島地区〕
山根 行雄
■10月28日(日)ゆうゆう会第15回総懇親会(懇親の集
い)」ザ・ロイヤルホテル広島リバーサイドで開催(参
加者48名/社友会員32名)。15周年記念大会にて各地区
から旧友多数参加、特別イベント(フラダンス演舞・
地元歌手の歌謡ショー・ジャンケン大会・サプライズ
プレゼント)等もあり、参加者全員 食卓を囲み祝杯、和
気藹々に情報交歓、大いに親睦旧交を深めました。
〔山口地区〕
特に報告事項はありません。

松田 正博

〔四国地区〕
尾崎 巧
■2018年度のゴルフコンペ実施状況について報告します。
本年度は比較的の天候にも恵まれ、6月に雨天中止と
なりましたがその他11か月は実施する事が出来ました。
■①11月3日(土)開催予定(広島支部25周年コラボイベン
ト)「宮島登山」参加者都合つかず次年度へ順延。
②11/6～8 社友会広島支部「沖縄宮古島5島めぐり」
へゆうゆう会員として参加。（支部HP 記事公開中）
③11/26～27 シャープ設備OB会(四国/香川県琴平町
開催)広島地区よりOB3名で参加。
11/26 懇親会(とら丸旅館）参加者17名。
11/27 ゴルフ/観光2班に別れ 観光組へ参加（歌舞
伎演技場)金丸座見学
■11/3～4 大野市民センター「おおの文化祭」開催
「書道クラブ(遊筆会)」会員5名書道作品出品、
ゆうゆう会員(中村さん他)観覧来場
〔山陰地区〕
山澤 純一
■昨年第10回社友会山陰地区懇親会は9月26，27日山陰
シャープ合同の懇親会として、古刹大山寺開創1300
年に当たり大山の歴史を尋ね、米子「皆生温泉」で開
催されました。2019年の第11回は海鮮料理で島根半
島一泊案にて開催を計画中です。
■山陰磯釣同好会(門脇利郎会長)は昨年と同様、ヒラマサ
200匹フィバーの浜田地区、島根半島と隠岐の島での釣
行を計画致します。県外からの参加者も大歓迎です。
〔岡山地区〕
池田 征三郎
■2018年岡山シャープ忘年懇親会 年忘れゴルフコンペ
2018年岡山シャープ忘年OB懇親会 開催報告
開催日：平成30年12月9日（日）18：00開催
会 場：瀬戸大橋温泉[やま幸] 倉敷市下庄140-1
＊平成の年、最後の岡山シャープ忘年OB懇親会を県南
の瀬戸大橋温泉[やま幸]で開催しました。
県外から9名(女性、7名・初参加、2名)を含め、36名の参
加で実施。吉川幹事さんの司会で今年11月逝去、福田
健さんの黙祷に始まり、戸苅さまのOB代表挨拶。
社友会広島支部代表、大畠 昌巳副支部長より、新規
加入含め3ポイントのご案内。現役責任者、SMJ岡
山、三原 亨支店長より、シャープの現況と、8K/4K
液晶テレビ、12月BS本格放送開始に伴い、バイシャープ

■忘年会：12月14日 マリンパレスさぬき(高松市)に
於いて16名の参加で忘年会を実施致しました。
日中は、12月のゴルフコンペを実施しこれの表彰式も
兼ての実施となりました。今年一年のプレーの反省と懇親
に大いに盛り上
がり、 途中から
はカラオケで現
役時代に研鑽し
た自慢ののどを
披露する場面も
有りました。
〔福山地区〕
星野 高範
■福山工場の周囲草刈と清掃作業・バラ園造り
・9月5日 工場への進入路及び周囲の
草刈作業
・10月2日 工場周囲市道の草刈と清掃
作業
・11月2日 バラ園造り パーゴラ作り
・11月20日 既存花壇の復旧・新規
造園・バラ苗植え付け
〔関西・中部・関東地区〕
特に報告事項はありません。

伊藤 宜夫

<編集者よりのお詫び>
hibiki87号の地区役員報告のページにて、四国地区の
ゴルフコンペ実施状況のスコア表が誤って岡山地区の
掲載記事のところに乗せてしまいました。関係者の皆
様に深くお詫びすると共に、訂正させて頂きます。
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ふれあい便り

中西 康憲

2018年度 東広島市美展において、社友会メンバーが入賞・入選されました。
①「書の部」の「仮名の書」で、新林達人さんが優秀賞に選ばれました。
題名：「この多ひハ」です。
内容は、百人一首の中から十三首を選んで書かれたものです。

②「写真の部」で、廣兼惟央さん、新林達人さんが入選されました。
・廣兼惟央さん
題名「海霧舞う朝」
三原市須波駅前の海岸で撮影。
晩秋から冬の透き通るような夜明けに海霧が発生
します。一艘の漁船が漁をしていたのがラッキー
でした。

・新林達人さん
題名「夕景」
島根県の石見畳が浦にて撮影。
浜で落日を撮ろうと待っていると、
そ こ に漁 師が やっ てき て船 を浜 に
ロープで手繰り寄せる姿があったの
で撮影しました。

第22回 朝日写真サロン 中国において、西尾弘さんが入選されました。
・題名「海峡」です 広島県尾道市の因島大橋の夜景です。
この写真展は、全日写連関西本部並びに朝日新聞社が主催し、中国地区在住の
写真愛好家を対象とした写真コンテストで、今年は224名930点の応募がありま
した。普段は小型漁船の多い海峡ですがこの時は、大型フェリーが通って海面
を明るく照らしてくれて珍しい一枚が撮れました。

社友会広島支部日直当番表

〔 期間：2019年(H31年) 2月

～

2019年(H31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。
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スマートフォン AQUOS ニュースVol.1６

あなたにピッタリの AQUOsense
２‼
AQUOsense２

あんしんの使いやすさに磨きをかけ、スマホ初心者にもおすすめ！
AQUOS sense2 SHV43（au）を紹介します。
★快適さ・・・外出時も安心の電池長持ち
IGZOディスプレイと省エネ技術で「あ、充電しなきゃ！」が減る電池持ち。しかも電池に負担の少ない充電。
水回りでも安心して使える防水・防塵に対応。画面に水滴がついてもスムーズな動作を実現。
★安心セキュリティ・・・スマートにロックを解除。*
本体前面の指紋センサーで、机などに置いたままでもすば
やくロックを解除できます。新たに顔認証にも対応し、ロ
ック画面を正面から見るだけで解除。
*ご利用には指紋および顔の登録が必要です。

指
紋
認
証

顔
認
証

★AIが自動で撮影モードセレクト *
写真撮影時に、花や夕景など、撮影するシーンにぴったの
モードをAI が自動でセレクト、被写体に合わせた最高の1枚を残せます。
*メインカメラのみに対応しています。

花
夕 景
★かんたんモード搭載・・・スマホが初めてでも快適に。
大きなアイコン、地図や文字が見やすい！
快適に使うための機能を一括で設定する*ことが
できます。
*出荷時の設定はOFFです。

★あなたの生活にあわせて、話しかけてくれます。
シーンに応じてタイミング良く役立つ情報を話しかけてくれるエモパー*。朝知りたい天気予報や、今急上昇して
いるワード、電車の遅延情報など、豊富な話題の中から、あなたの生活に合わせてお話ししてくれます。
詳しくは「エモパーク」で検索！
*話しかけてくるスマホの人工知能。
写真・画像はイメージです。
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り
山陰地区会員

私のお勧めスポット!!

藤原 徹

現在の山陰地区会員数は19名とエリアの規模からすると比較的多い会員数だと思います。また、地区の定例会＆
親睦会は幹事持ち回りにて企画し毎回多数の出席が有り、元SHARPの同志として強い絆を感じられ元気の出る会
になっています。
前回のhibiki (vol 87*)に山陰地区委員長（山澤さん）から報告の通り今年度は9/26に第11回“社友会地区例会”と
“山陰シャープOB会”を合同開催としました。当地区では従来より社友会とは別に不定期ながらOB会を開催して
おりましたが、会員の高齢化等の事情で社友会に合流したほうが参加者も増えるとの思いからでした。結果、ほぼ
好評で今後の企画の参考にもなったように思ます。
私は1987年に山陰地区を離れて2011/1月の定年後も退職時の会社（SESJ）で非常勤ながら就業させて頂き
2017年4月から米子市にJターンして30年ぶりに山陰での生活をスタートしました。若い頃や帰省都度に何気に見
ていた身近の出雲大社や国宝松江城、霊峰伯耆大山、鳥取砂丘などメジャーな名所以外で歴史的、文化的価値の高
いスポットが多いかを再認識しました。
今回その中でも私的に気に入っている山陰三城跡（月山
富田城跡・米子城跡・鳥取城跡）美保神社（ゑびす様の総
本宮）、三徳山投入堂（国宝）、日御碕灯台(高さ日本
一)、金持神社(金運のﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ)の写真を掲載しますので
山陰へお越しの際に是非立寄りされることをお勧めしま
す。
美保神社

月山富田城跡
因みに山陰定例会時に観光協会認定の大谷会員から出雲
大社の本格的ガイドを頂いたり美保神社では当該地区最古
の福間旅館の館主から説明を頂き、直近では大山寺・大神
山神社奥宮を観光協会のガイドで散策したりして造詣を深
めております。
（紙面の関係で島根県西部の情報は割愛させて頂きました）
* 16頁 地区役員報告（山陰地区）

金持神社
日御碕灯台

三徳山投入堂

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）
2018年10月1日～12月末までの入会者
まつかわ

よしふみ

松川 佳史
もりた

カメラモジュール(本) 生産技術部

No.6687

SESJ近畿営業部

No.6688

パーソナル通信(事) 機構開発部

No.6689

アフターサービス事業統轄部

広島支部行事予定

かつひろ

栃原 克廣
こいけ

No.6678

みちのり

森田 満則
とちはら

敬称略

やすよし

小池 保義

広島支部会員数 482名、2018年12月15日日現在

1月25日
2月22日
3月22日

2019年1～3月

定例役員会/ふれあいサロンの会
新春懇談会/定例役員会
定例役員会/ふれあいサロンの会

編集後記：我が家では家に掛る勧誘電話でイライラが募り、何時も留守電にして余計な電話は出ない様にしていま
した。今回シャープのJD-AT85Cを買いましたが、優れもの。カミさんは絶賛していて、何故もっと宣伝しないのか
と言っています。電話帳登録以外の番号から掛ると『ただ今、振り込め詐欺対策モードに成っています。この通話
を録音します。あなたのお名前をおっしゃってください。』これで100%勧誘電話は向こうから切れます。 M.N.
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