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主 要 記 事 

「春爛漫」  山口県(錦帯橋)                            下重 進さん 撮影 

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：2019年5月24日（金） 10：30～15：00（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：10：30～11：45 第1部 定期総会 

     12：10～15：00 第2部 懇親会 

・会 費：無料（昼食弁当・お茶代は、多くの方に総会に出席頂きたく無料とします：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 2019年度分 3,000円     紅葉会 2019年度分 1,000円 

・推進事務局：社友会 企画担当幹事  田井・柿本・中崎    紅葉会 代表  原 

［その他連絡事項］ 

 ・懇親会では「ロボホンの取り組み(仮称)」ロボホンの母と言われているシャープ景井部長と 

  東広島市地域福祉課「2018年7月豪雨災害における社会福祉協議会の対応」の講演があります。 

 ・来場時は社友会名札を持参ください。 

 ・平成30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。  

 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 
 4面 新春懇談会2019開催報告 
 5面～12面 同好会活動報告 
13面 ボランティア活動報告/ 

   広島支部日直当番表 
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（山口地区） 
   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 



（2） 

“顧みて昭和と平成の点検”              事務局長 松見 弘 

 社友会広島支部も新年度を迎え、新しい取り組みを含

め活動して参りますので、皆様ご健勝でご協力の程宜し

くお願い申し上げます。 

 

 さて、4月1日に新元号「令和」が発表されました。 

 ほとんどの会員の方が昭和に生まれ、そして平成に定

年退職されたと思います。 

 

 戦前から戦後に、20世紀から21世紀に、そして第三

元号目（四元号目の方も居られるかも知れませんが）と

なる新元号に、このような変化に立ち会う機会はそうあ

るものではなく、この機会に昭和という時代（昭和に残

したもの）、平成という時代（平成に残したもの）そし

て新元号に残したいものの点検を各人でするのも良いの

ではないでしょうか？ 昔読んだ本を読み直したり、よ

く聞いた好きな音楽を聴き直したり（レコードを聴くの

が最近見直されて来たと聞きます）、思い出深い場所に

もう一度行くことも一案では。 

 

 青春時代、学生時代、社会人時代、激動の時代、そし

て現在（第二の人生謳歌中、長寿人生）いろいろと頭を

過るものです。皆様奮って顧みてください。 

 

 次に余談ですが今年の5月連休は10連休に決まってい

ます。皆様いろいろと予定を計画されている方も居られ

ると思いますが、当方も然りですが我々年代では孫達が

来ることへの対応を考えると大変ではないでしょうか。

（頭が痛い！！） 健康に留意され新しい元号を迎え、 

孫たちを迎えましょう。 

役員会便り                                  松見 弘 

※ “新春懇談会2019”を2月22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。 

  特別講演の“大雨災害から身を守ろう”はどうでしたでしょうか？“災害は忘れた頃に来る”は“災害は忘れ

ない内に来る”に現実には変わりつつあります。皆様備えには怠り無く。 

※ 2019年春季親睦一泊二日旅行は予定通り金沢方面に4月11～12日に実施します。次回の親睦旅行をご期待くだ

さい。 

※ 2019年広島支部定例総会は5月24日（金）に事業本部 多目的ホールにて開催します。総会後に懇親会を開催し

ます。多数のご参加をお待ちしております。 

※ 2018年度バイシャープ運動の実績カウントは3月末にて終了しましたが、2019年度バイシャープ運動は4月よ

りスタートしますのでご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2018年4月～2019年3月） 

 2018年4月～2019年3月の実績を報告いたします。＊年度実績として12百万円（月平均百万円）以上達成 
 2019年度も引き続きシャープ製品の購入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。 

  
東広島地区 広島地区 福山地区 岡山地区 四国地区 山口地区 山陰地区 

関西・中部 広島支部 

  関東地区 合計 

4月集計分 406,120  33,200              439,320  

5月集計分 473,694  123,120    76,500      99,690    773,004  

6月集計分 776,922  76,320    291,584          1,144,826  

7月集計分 822,634  259,308  275,000            1,356,942  

8月集計分 309,304  30,132              339,436  

9月集計分 798,962  107,876  406,000  476,020      212,528    2,001,386  

10月集計分 140,192  158,000    125,000      33,696    456,888  

11月集計分 413,372  49,800    46,170      394,400    903,742  

12月集計分 740,635  102,600  18,000  445,800          1,307,035  

１月集計分 253,468      12,442          265,910  

2月集計分 2,220,000      30,500          2,250,500  

3月集計分 1,005,062  118,000    23,120  30,000        1,176,182  

2018年度合計 8,360,365  1,058,356  699,000  1,527,136  30,000  0  740,314  0  12,415,171  

〈各地区別集計結果〉  単位：円 

 ★携帯電話機購入実績合計 24台  （スマホ 21台/ガラケー 3台） 
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 地区役員報告                             企画担当幹事 安井 良策 

［広島地区] 報告者 塩安 清 

★ゆうゆう会新年会の開催報告！日時 平成31年2月 

 2日（土）場所：広島市佐伯 

 区楽々園ほの湯 内容“い 

 い湯だねと飲み放題の食い 

 倒れ御膳”を堪能しながら 

 近況報告を行った。 

 

★ゆうゆう会 ウォーキングクラブ 2019年度花見会開 

 催報告  日時：平成31年3月30日（土） 

 開催場所 佐伯区 海老山公園 参加者 15名 

 海老山公園の山頂を目指して、元気にウォーキング 

 スタートより可なり急な階段があり、転倒等注意し 

 全員、無事山頂へ到着。 

  岩場に登り、集合写真を撮影。頂上から海側の 

 「瀬戸内海の多島山並み」「廿日市大橋」「鈴ヶ 

 峰」山麓に展開する広島市街地一帯を眼下に俯瞰。 

 素晴らしい眺望を十分に堪能して下山。海老山公園 

 の花見会場広場で『花見の小宴会』を開始。団欒 

 タイムへ互いの元気な再会と親睦交流を祝して交 

 盃。 早速、和気藹々に 

 飲食歓談、一服後、近況 

 報告あり・地区活動・趣 

 味や・色んな話題で情報 

 交換を行い全員大いにお 

 花見を堪能。 

 

[山陰地区] 報告者 山澤純一 

★平成31年度第12回社友会山陰地区懇親会は、シャー 

 プ山陰地区合同懇親会として開催いたします。 

 5月26日（日）27日（月）の両日、島根半島の「マ 

 リンパーク多古鼻」一泊にて開催いたします。 

  初日は日本三大舟神事のひとつ、松江の祭「ホー 

 ライエンヤ還御祭」の観覧と夕方から懇親会、二日 

 目は自由参加の釣同好会とゴルフの、二つのコース 

 を計画しております。 

 

[岡山地区] 報告者 池田征三郎 

★岡山県地区SH-Gゴルフコンペ開催報告。 

 開催日:平成31年3月18日（月）開催場所：岡山御津 

 カントリークラブ 平成の年号最後のSH-Gゴルフ 

 コンペになり、晴天下、4組14名の参加で、ゴルフ 

 新ルールの中、プレーにチャレンジしました。 

  また、バイシャープの案内として、シャープエン 

 ジニア扱いの、ドライブレコーダー（コムテック 

 製）斡旋価格、カタログ啓発を行いました。 

  最後に、次回のコンペ日程も、5月15日、たけべ 

 の森ゴルフクラブに決め散会しました。 

 成績は、下記のとおりです。(上位5位) 

 スコア HDCP NET ①白神 稔 94 10 84 

 ②山垣徹郎 100 16 84 ③池田征三郎 102 17 85 

 ④菊池文男 108 19 89 ⑤江口文夫  116 26 90 

 

[山口地区] 報告者 松田正博 

★3月31日（日）山口地区OB会の花見会を岩国で行い 

 ました。15名の参加で（男子12名・女子3名）お互 

 いの近況報告をし、大いに盛り上がりました。 

 社友会未加入者には入会促 

 進をしました。次回は秋 

 の釣り大会を実施予定で 

 す。山口地区OB会は2020 

 年7月に行う予定です。 

 

[四国地区] 報告者 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。本年度も順調に開催ができ会員相互の懇 

 親を深めることが出来ております。 

★今月（4月）は花見を兼ての実施予定です。 

 

[福山地区] 報告者 星野高範 

★福山事業所に昨年秋社友会で作庭した「バラ園」の 

 手入れを1～3月に5回実施。春の施肥も終わり順調 

 に生育しています。 

★3月5日地区会有志（6人）で事業所の手が届かない 

 場所の植栽の手入れ。（3工場西法面上のモッコク植 

 え込みを覆っている葛の除去作業） 

★3月末～6月活動予定 3月29日 山歩きの会「ローカ 

 ル線の旅・高知ひろめ市場で美味いもんを喰らう 

 旅」 

★4月4日 花見の会「福山城」。 

 

[関西・中部・関東地区] 報告者 伊藤宜夫 

★今後活動として、当地区の社友会メンバーが 

 主催の“街並みと民家を訪ねる会″に3月22日 3名 

 参加。又、親睦会を5月中旬～6月中旬のどこかで 

 開催予定。大阪 通天閣界隈の散策を考えています。 
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新春懇談会２０１９ 開催報告 
 開催日：2019年2月22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：76名 （社友会 66名・紅葉会10名）                          記：柿本 昌 

先般行われた、本部懇談会での真社友会会長の挨拶、IoTHE事業本部白石副本部長の講演、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２０１９ 

  

   ご来賓、主催者の方等から、ご挨拶・方針等のお話を頂きました。詳しくは支部のホームページをご参照ください。 
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ミニテニスとは、テニスと卓球がミックスされたもので、テニスに近いスポーツです。 

何と早や6年目 テニス 

 当テニス同好会も設立後6年目に入りました。私は設

立と同時に入会しましたので、何と小学校入学から卒

業迄の経過を歩むことになります。同好会は『親睦』

『健康』『体力維持向上』がモットーですが、それ以

上に会員相互の和やかな雰囲気とチームワークの良さ

は、毎週水曜日には、常に運動公園の3コートに20数名

が集合することでも頷けます。 

 毎週、ベテラン先輩諸氏から手取り足取り指導頂

き、やっとのやっとサーブ・リターン・ストローク・

ボレー・スマッシュの入口領域に入り、ラリーが少し

続けられるようになったと内心喜んでいましたが、非

常に残念ながら肘痛を患って現在欠席中です。早く復

帰 し て、和 や

かな練習の雰

囲 気と 共に、

一緒にプレイ

したい気持ち

で 一杯 です。

私の目標レベ

ル とし ては、

出来る限り失

敗をしないス

トロークを行

う こ と で す

が、現 状 は ラ

ケットへ当た

る面・角度・スイングスピードのバラツキが大きく、

打った後に「アー!」っと、大きな声で歯ぎしりばかり

している状態です。しかし焦らずにやって行こうと

思っています。テニスは瞬発力を基本とした割ときつ

いスポーツと思いますが、2時間の

練習を終えると、心身共に非常に

清々しい達成感が味わえます。これ

に若干でもスキルが付いて来ると、

黄色いボールと友達になれて、生涯

健康で楽しいテニスライフを大いに

楽しめると確信しています。 

 

 是非、見学方々毎週水曜日の練習

に気軽に来て戴きたいと思います。 

亀田 秀昭 
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写そう会 

コンビナートの日没 原塩の山々 息吹くプラント 

写そう会ホームページで会員の写真をお楽しみください 

    写そう会ホームページでは毎月1日と15日、「今月の写真」を更新しています。 
    支部ホームページトップ「同好会」からアクセスいただけます。 

河津桜と メジロと 工場夜景と                         中西 康憲 

 河津桜の咲き具合とお天気をにらみながら、2月17日（日）に蒲刈町

の県民の浜で「河津桜とメジロの撮影会」を行いました。良いお天気に

恵まれ、当日都合のついた7名が参加しました。 

 

 メジロは河津桜の蜜を求めてすばしこく動き回るため､焦点距離の長

い大きなレンズを振り回しながら後を追うのは大変です。 

各撮影者はメジロが飛ぶ姿を撮ろうと枝に止まっている間から高速連写

のシャッターを切り続けるため辺りは軽快なシャッター音が響きわた

り、各メンバーの撮影枚数も数千枚にも及ぶなど後のデータ整理も大変

でした。 

2月定期撮影会は蒲刈の河津桜とメジロ撮影                             記事：辻 重樹 

2月定期撮影会は徳山・周南地区のコンビナート 夕夜景撮影 
 
 中国地方瀬戸内には岡山の水島・広島の大竹・山口の徳山に大規

模なコンビナートがあります。この内 水島と大竹は過去に撮影会を

行いましたが、徳山周南地区のコンビナートは初めての挑戦です。 

 3月に入って絶好の撮影日和となった3月8日（金）メンバー9名の

参加で開催しました。大型貨物船からの荷下ろしや大小のパイプが

幾重にも絡み合う化学プラントではあちこちで煙や蒸気などが噴き

出し、夕日輝くゴールデンアワー、更には日没後に訪れるブルーア

ワーに浮かび上がるプラント群など参加者銘々思い思いの構図を見

つけてコンビナート夕夜景撮影のひと時を楽しみました。 

記事：中西 康憲 

コンビナートを背景に記念写真 

上蒲刈島県民の浜にて 
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絵手紙  主人と私と絵手紙                         増田六美（増田清夫人） 

 親孝行とは何か。親孝行の根本的な性質は理屈抜きの親

に対する素直な気持ちから生じるものでなければなりませ

ん。親に対する素直な感謝の気持ちから発する敬愛の行為

こそが、親孝行です。 

 

 兵庫県丹波市に今年91歳になる母は一人で生活してく

れていますが、ちょっと日帰りで行ってくる・・と云う訳

にはいかない少し離れた処に住んでおります。親だから、

歳をとったから、ではなく親の喜ぶことをさせてもらいた

いという思いから時々、絵手紙を送っています。 

 

 母はとても喜んでくれます。それはハンデイを抱

えながら描いてくれる主人の絵手紙だからこそ母の

喜びは大きいものなのです。母は絵手紙１枚で夫

婦・子々孫々に至るまで幸せに暮らしているのであ

ろうと感じると云うのです。 

  “おまえ あなた 春がそこまで来たようだ 

   よかった一諸について来て雨よ降れ降れ 

   風も吹け、辛い時にも生きる力をくれる人 

   何処に咲いても 二人は二輪草・・・” 

 

 このような歌があるように夫

婦は二輪草なのです。二輪で一つ支え合って生き

ているのです。主人のためにやっている、やって

あげているではなく、主人がいてくれればこそ 

私にできることをさせて頂けることが感謝です。母

は二人でひとつでいいのだと言ってくれます。どんな形でもいい、やり続

けることが大切だと主人を励ましながら、例会の画材や道具類などすべて

を準備させていただき、今月も送り出します。 

 これからも絵手紙を続けていけますよう寄り添い支えて参ります。 

大久保進也 神野和彦 増田 清 

丸山紀夫 

川田芙美子 

三宮紘代 
吉田巡子 

 3月12日(火)、12名でJR広島駅ekieエリア内のおたふ

くソース経営・OKOSTAで、お好み焼き体験講座を訪

ねた。昨年10月オープンの新名所です。 

 スタッフから丁寧に

一つひとつの手順の説

明を受けながら全員で

スタッフの指導どおり

作り進めるものです。 

 最初はたかがお好み

焼きという先入観が

あったが、説明を受け

るに従い、かなり細か

いこだわりがあること

に驚いた。 鉄板は、

温度が高い部分と低い

部分があり、生地のう

ちは低温で、具材を乗

せ終わったら高温部分

に移動させる。移動は

ヘラの裏側で、ヘラの

表裏の使い方なども教

えられた。豚肉をのせ

る時も、縦方向に3枚並べる。これは、ヘラでひっくり

返す時に肉が動いてしまわないようにとの事前の工

夫。麺は低温側で温めて

おき、高温に移してから

ダシを絡める。鉄板はつ

ねに小まめにヘラでコゲ

を除去しておく。 キャ

ベツの蒸気の抜き方やタ

マゴの広げ方など細かい

指示があって、ついに完

成。みな、自作の満足感

で緊張顔が笑顔に苦労し

て作ったお好み焼

き。おいしいネ！と

言いながら、熱つあ

つをほお張った。 

 お腹を満たしたあ

とは自由解散。 

 三々五々JR広島駅

再開発エリアのekie 

やASSEを散策た。 

楽しい一日でした。 

OKOSTAで お好み焼き体験講座                 大畠ゆり子 平成あそび隊 

キャベ盛り付け 

表・裏のひっくり返し 

 

 

お詫びと訂正 
 

hibiki88号におい

て、左記の作品の

提供者を迫谷富子

さんと記載していま

したが、三宮紘代さ

んの誤りでした。訂

正とお詫びを申し上

げます。 

美味しいね!! 

体験講座参加メンバー 
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弥栄大橋＆明神原なごみ公園水車コース                中根美鈴 あるこう会 

 花粉飛び散る薄雲の中、企画は2度目ですが、後ろに

沢山の護衛隊がついているので安心でした(笑)。 

 シャープを9:00

出発、ゆめタウン

大竹でお弁当の購入と休憩を済ま

せ弥栄ダム管理所に到着、簡単な

ストレッチ後、しっかり組はレイ

クプラザやさかまで歩き、ゆった

り組はバスで途中の弥栄大橋東詰

めまで行き、そこから大橋を歩き

レイクプラザやさかで合流、早め

の昼食を取りました。 

 お弁当の人もいれば、レイクプ

ラザやさかでウドンとおむすびで

もと考えた人もいましたが、店員

さんに「飲食物の持ち込みは禁止

です」と少し強め口調でたしな 

められ、ウドンだけすすり

(笑)。 愛想のない店を後に

し、ういろう店でお土産にと

「雪どけ大福」や、看板である

「ういろう」など購入。とって

も美味しかったです。 

 ういろうは一口サイズ？とい

うか昔の太い、ういろうを

想像していたので、細くて

小さいサイズに物足りなさ

を感じました（個人的感

想）。 その後、ゆったり

組はレイクプラザやさかの

方に戻って散策。時間が余

り過ぎて申し訳なかったで

す。 しっかり組は明神原

なごみ公園の水車、がんね

白滝公園など大変長い距離歩

きました。 

 なごみ公園にも沢山の桜が

植えてあり、菜の花の黄色が

とても綺麗でこれに桜が満開

ならば言う事ないくらいとっ

てもゆったり出来る公園でし

た。 夏はバーベキューをし

たら最高な場所だと思いました。 

弥栄大橋 

明神原なごみ広場へ 

 第66回山歩会例会 倉橋火山登山記                         藤井義信 
  （3月11日（月）参加者：16名〔男性10名、女性6名〕天気曇りのち晴れ） 

前日は雨でしたが、本日は雨もやみラポール賀茂前駐車場に集

合し9時5分、目的地に向けて出発しまし

た。車中リーダーより登山資料で今回の

登山コース説明があり、10時40分、倉橋

桂浜温泉会館前駐車場に到着、ストレッ

チを行い10時50分より登山を開始した。 

 
 11時15分、第73番石仏を過ぎて木製の

ベンチ横で休憩し、11時40分、感動の千畳敷、大岩の上で記念撮影、12時に2回目の休

憩後さらに急坂を登り大きな岩に出あった。 

 12時20分倉橋火山に到着、大岩にロープ、木製階段で登ると360度のパノラマ展望、

瀬戸内海の多島美を眼下に眺めて昼食、今回も食後のコーヒーがおいしかった。13時15

分記念写真を撮り下山開始、全員無事登山口に到着、14時25分楽しく過ごした火山を背

後に帰途についた。車中6月4日と5日の遠征登山、西赤石山の説明、4月23日の総会日の

確認、2019年度例会候補の説明と今からどんな山か楽しみです。 

 

 東広島呉自動車

道 経 由 で16時10

分に八本松に帰っ

た。 

山歩会 

登り途中の地蔵さん 

登り中 

下山中 千畳敷大岩にて 頂 上 

千畳敷岩の下の洞窟 頂上の岩に 

明神原なごみ公園水車 

菜の花の土手で弁当 

しっかりウォーク 

しっかり組ゴール 

企画者のNさん 
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アマチュア無線  2019年新年ランチアイボール開催            吉房幸治 JA4DPL 

 2019年1月20日東広島市安芸津町の吉房邸別荘の古民

家宿舎で、アマチュア無線仲間6名で新年アイボールを

開催した。 
 家庭菜園で

栽 培 し た 白

菜、白ネギを

持参して、参

加者で手料理

の土手鍋とも

つ鍋を食べな

がら賑やかに

無線談義を語 

らいました。 

 内野さん自作50MhAM

送信機製作の苦労話と無

線回路技術の情報交換が

出来て楽しかったです。 

 日頃は無線交信の為、

顔を見ないで情報交換を

実施していますが、仲間

と顔を見ながらの語らい

は意思疎通が図られて、

とても有意義な一時を過ごしました。 

 今年からの定期 

（ロールコール）

144MhzFMから

50MhSSBに移行が決

まりました。 

 

 

 無線仲間６名 

美味しい鍋料理 

無線談義 

美味しい鍋料理 

50M送信機 50M送信機 

”有れば便利な実用品づくり”        

 “ものづくり同好会”に入会し早や4年を迎えますが、最近取り組み製作した作品について、ご紹介します。 

［サイドテーブル］ 昨年ものづくり同好会行事で

府中市内にある家具工場見学に行った時、展示され

ていたサイドテーブルを何点か見ている内に次の作

製テーマに決めたものです。 

 ポイントは家具の材料が重要である事、見た目が

重厚で安定感のある仕上げにする事でした、厚めの

材料を使い、オリジナリティーを出すため支柱には

皮付の板を使いましたが意外としっくり収まりまし

た。 
 

［幼児用積み木］ 孫の誕生日用として何か記念に残るものと

して製作しました。留意事項として幼児用ということで触って

口にしても無害である仕上げにする事。積み木は当然重ねて積

み上げるものなので形状を基本寸法の倍数で作る、例えばL=30

であれば半分L=15あるいは倍L=60に設定して積み重ね易い寸法

にしました。ピッタリ収まる外箱を作りセットにして完成させ

ました。 

［内障子］ これは冬季の結露対策として、同好会仲間に紹介し

てもらい作製したものです。そもそも建具は素人の私には難しかったのですが、結露の現状は、そうも言っておれ

ない状況で、冬場に何とか間に合う様に急いで作ったも

のです。今年は比較的暖かかったとはいえ1階の室内温

度は13～14度を下回ることもなく保温効果も期待以上で

した。結露対策としても十分な効果が有りました。今回

も経験が必要な木工作業でしたが、単純な寸法切り違え

や削り過ぎの失敗を重ねながら、経験者の手ほどきを受

け完成したものです。苦労した分、出来栄えには自己満

足しています。 これからも実用的で便利なものに挑戦

してまいります。 

ものづくり 

[“サイドテーブル”写真① ] 

[“内障子”写真③ ] 

［“幼児用積み木”写真② ］ 

市井和夫 
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ボウリング  ボウリング同好会（1月～3月）活動報告 神﨑 保範 

 ボウリング同好会では、平成31年の幕開けとなる月例

会を1月11日（金）に賀茂ボールにて実施しました。 

 今年は平成最後の年、記憶に残るようにと考えながら

22名が参加しゲームを楽しみました。 

 

 2月の月例会（2月8日）

は毎年恒例となっている

「玉子取り」を実施し、

参加された23名の会員全

員がいつも以上に真剣に

ストライクを狙い、大い

に盛り上がりました。

只、スコアに関してはや

や低迷致しましたが、こ

れは2月24日に開催される

「東広島市長杯」争奪広

島県オープンレディース

トーナメント開催用に用

意された難しいレーンコ

ンデションによるものと  

思います。 

 3月は、平成最後の大会

となる第82回大会を3月8

日に実施、熱戦を繰り広

げました。 

 年4回実施する大会は、ハンデ戦で行いますが、前回

の81回大会よりフルハンデ制を取り入れており、だれが

優勝するか最後の最後ま

で結果が判らずハラハラ

ドキドキの連続でした。 

 

 結果は、優勝は長谷正

勝さん 658点、準優勝／

女子優勝は勝山秀子さん 

651点、3位は和田清子さ

ん 639点と女性の活躍が

目立つ大会となりまし

た。 

 

 ボウリングは誰でも気

軽に楽しめるスポーツで

すが、やればやるほど奥

の深さも実感出来ると共

に、その健康効果において

も3ゲームのプレイで約70分の

ウォーキングと同様の運動量

と、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。 

 

 そして何より10本のピンを全

て倒した時の爽快感は最高で

す。 

 

 是非皆さんも試してみてください。 

1月月例会：参加 22名 2月月例会：参加 18名 3月第82回大会：参加 24名 

1位 神﨑 保範 668点 1位 神﨑 保範 590点 1位 長谷 正勝 658点 

2位 田岡 政行 629点 2位 田岡 政行 584点 2位 勝山 秀子 651点 

3位 川股 幸雄  566点 3位 坂田 広海 576点 3位 和田 清子 639点 

4位  牛田 晴雄 530点 4位  内田 義盛 574点 4位  川田芙美子 639点 

5位 和田 清子 525点 5位 中根 美鈴 568点 5位 牛田 晴雄 635点 

競技開始前準備運動 

真剣な眼差し 

よし ストライク!! 

女子優勝 勝山さん 

①～③入賞者 

参 加 者 

＊月例会はハンデ無しの為、5位までの掲載としています。 
＊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。） 

★ ノーミス達成者 1月：神﨑 保範  2月：村上 孝一 3月勝山 秀子、和田 清子 

優勝の長谷さん 

よーく狙って 

もうちょいガンバロー 
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  活動状況、チェロと合奏                            盛脇 由次 

楽器演奏の会アンダンテも活動が丸4年となり、レパートリーも30曲以

上になりました。 

童謡・唱歌から、「花は咲く」、「乾杯」、「それ行けカープ」など

ジャンルも増えています。いずれも親しみがあり、聞いても・歌っても・

演奏しても癒される曲や楽しい曲ばかりです。これからも季節・場所に合

わせて選べるように曲目を増やしていく予定です。 

ところで、東広島市では音楽のまちづくりが推進されています。現在

『様々な主体が参画し、連携協働する音楽振興プロジェクト2018-2019』

が推進されており、その一環として「弦楽器学習未経験者のための連続

ワークショップ」が開催され、これに盛脇が参加しチェロの演奏にチャレン

ジしています。チェロは低音が素敵な楽器ですが、フレットが無いため音程がずれやすい、弓が隣の弦にふれて音

が濁る、等ギターとは違う難しさがあります。成果発表として3月31日にくららで「新龍王伝説」という楽曲を演

奏予定になっています。推進している東広島音楽文化振興ネットワークのフェイスブックページは次の通りです。 

    https://www.facebook.com/hhobs.net/ 

 

 3月15日には楽器の会の例会で練習用に借りたチェロとギター・ウク

レレとの合奏を行ってみましたのでその時の写真を載せておきます。 

アンダンテの例会は毎月第1・第3金曜日です。社友会のふれあいサロン

室で１時から3時まで練習していますので、ご気軽にお寄り下さい。 

また別活動としてのハワイアン演奏も「サザンブリーズ」の名称で続け

ており、くららで月2回程度練習を行っています。 

 参加はいつでも大歓迎、また慰問への依頼・ふれあい会等での演奏も

受け付けていますのでご依頼ください。 

楽器演奏の会 

 二葉の里歴史の散歩道めぐり                       原田 告男 歴史探訪の会 

 第28回例会は3月5日に広島

駅北口二葉の里 歴史の散歩道

をめぐりました。広島駅に参

加者18名が集合、散歩道ボラ

ンティアガイド2名の案内で散

策、広島城の歴代の城主は城

の鬼門にあたる北東の地、二

葉の里方面に領土鎮護のため、

お寺や神社を建てたようで

す、今回はこの地を散策。 

 二葉山山麓広島七福神コー

スは7ケ所の神社、寺院にある

福の神を訪ねると達成します

が、当日は4ケ所の社寺の福の

神、恵比寿天、毘沙門天、弁財

天、福禄寿を約2時間半かけて

ゆっくり訪ねました。 

 歴史研究家でもあるガイド

の田辺さんの分かりやすく詳

しい説明、又、広島駅新幹線

口から駅北の新たに開発され

た新ビル、広島テレビビル、

またスーパーイズミ本社ビル内

のイズミ資料館では50年間の歴史資料展示を見、途中 

二葉あき子の記念碑では歌を聞き饒津神社へ。 

饒津神社は浅野9代藩主が造営、参道には多くの石灯

篭が、参道からは見えない本殿は広島城の方角を向いて

いるとの説明が、七福神、商売繁盛の神、恵比寿天がい

ます。 明星院、本堂内には

原爆の被害から消失を免れた

赤穂浪士木像が安置され壮観

です。七福神、福徳の神、毘

沙門天がいます。 鶴羽根神

社は鎌倉時代建立の広島東部

の総氏神として知られる、七

福神、知恵財宝の神、弁財天

がいます。 

 広島東照宮は徳川幕府が各

地に建立を勧め、広島藩主浅

野が造営した神社で原爆で焼

失し昭和に再建された、七福

神、幸福・高禄・長寿の三徳

の神、福禄寿がいます。参加

された皆さん きっと御利益が

ありますよ！ 天気も良く約2時間半の散策は楽しい時

間でした。 

 

 この探訪より前の、

1月には24名が参加し

新年パーティーを開

催、西条白竜湖で昼食

をとりながら今年度の

反省と来年度の計画を

話し合い7回の探訪を

行う事を決定しまし

た。 

恵比寿天 

毘沙門天 

弁財天 

福禄寿 

饒津神社 

広島東照宮 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hhobs.net/
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 ゴルフ同好会報告                             末沢 公彦 

 平成最終年度の同好会コンペも 昨年末の217回、及び今年3月28日東映にて無事開催されました。これも会員皆

様のプレーを通じての健康への取り組みの成果と考えます。ゴルフは運動、会談、計算等 認知症の予防を含め健康

とやる気を増進させる大きな効果があります。まだ入会されていない方もしばらく休会されている方もどうぞチャ

レンジしてください。そして令和の時代を楽しもうではありませんか。 

 

第217回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

 優勝 村上 孝一さん（写真中央） ここ最近、ドライバー・アイア

ンの調子がよくパターだけを最低２パット圏内にゲームを作ればスコア

UPに繋がると寄せワンの練習とパターに重りを貼っての苦労が実を結ん

だことでしょうか、それでも35パットはまだまだ伸びしろがあるものと

信じてやみません。 

 準優勝 杉山 健さん（写真左） 久し振りに準優勝が出来て、年甲斐もなく嬉しい思いをしています。若い頃

は、“ゴルフは飛ばすこと“との思いでよく飛びそうなドライバーを求めて、ゴルフ雑誌を読み、ゴルフショップ

に通ったりしました。還暦から古希の頃は、まだコンペの数日前からわくわく・そわそわしたものでした。傘寿を

過ぎた今は、同組の仲間と談笑しながら楽しくラウンドすることが何よりの楽しみとなりました。 

 第3位 松本 邦彦さん（写真右） 現在週1回練習場にご一諸に同行させて頂き、200球～400球打ち放します。

半分は80～50～30Yの練習に集中しています。家の中ではパターの練習：パット30以下が目標ですがなかなか上手

く行きません。 
 
第218回社友会ゴルフコンペ（東映カントリークラブ） 

 優勝及び平成30年度グランドチャンピオン 広瀬 勇さん（写真中

央）今回のダブル優勝したこと我ながら驚きです。アマチュアゴル

ファーにとってどうしたら良いスコアーが出せるかは永遠の課題です。

飛躍の一番手はミドルホールで2オン出来ること。ドライバーを試打で試

したり、また女性用ボールで打ってみたりしたが効果薄く。現在の結論

としては飛ばす高望みを捨てて、地道にアプローチとパターが上手になる事と考えています。 

 準優勝 若月 和博さん（写真左） コースは難しかったのですが、寄せとパットが上手く行きスコアが伸び準

優勝することが出来ました。これからも頑張って上位入賞を目指します。 

 第3位 田畑 寛典さん（写真右） 今日の東映のグリーンはとても難しい位置にホールを切って有りました。し

かしながらグリーンに乗って１ピン前後のパットのイメージがとても良く、面白いように入ってスコアーがまとま

りました。 

 
 

ゴルフ 

 今シーズン初めての半夜メバルです。今回は竹原港か

ら出ている“遊漁船ことぶき”です。 

 3月20日午後0時に竹原港を出ました。昼は暖かかっ

たですが夜になるとさすがに寒く防寒服を着ないと風邪

を引きそうでした。 今日のポイントは近くの大久野島

沖です。竹原から20分で着きました。午後6時半に釣り

スタートです。まだ明るいので仕掛けはサビキからにし

ました。暗くなると青虫がいいのですが20時位までは

サビキです。しかしなかなか当たりません。 

 半夜のメバルは数は釣れませんが型がいいのが魅力で

す。メバル竿は柔らかいので大きいのが釣れますと重く

てこれが釣りの魅力だという感じです。しかし釣れませ

ん、段々焦りだします。やはりトップは古賀さんで、中

型メバルをサビ

キで4匹釣りまし

た。船長がそろ

そろ青虫に変え

たらいいかも、

と の ア ド バ イ

ス。私も青虫の

仕掛けに変えま

した。 針8号ハリス1.2号枝50cmの3本針です。 

 今日の青虫は船長が用意してくれました。青虫に変え

たらボツボツと当たりが出ました。しかし餌を半分ちぎ

られたりで良い当たりはなかなか来ません。しかし22

時頃にやっと地合いが来ました。私の列にいた古賀、別

処、渡邊、柿本さんの竿が大きく曲がり始めました。渡

邊さんは30㎝位の大型を2匹、1回で釣りました。私も

頑張りましたが釣れません。メバルのポイントは狭いの

で隣の人が釣れても横の人は釣れません。そこが面白い

ところかもしれません。 

 イカナゴが出てきたのでこれからが半夜釣りはいいの

では、と船長の言葉。

しかし地合いも30分で

あとはボツボツの感じ

です。 

 24時の納竿の約束で

したので後30分頑張り

ましたが多い人で 20

匹、少ない人で10匹で

し た。し かし型 が良

かったです。 今日は

近くでの釣りでしたが

釣果はまあまあでし

た。これからが楽しみ

です。 

 

 



（13） 

 社協・ボランティア連

絡協議会で2月5日、東広

島市総合福祉センター

で、気 象 予 報 士・防 災

士/井上葉子さんを招い

ての講演会「自然災害に

備えて」をお願いした。 

 

 昨年は西日本豪雨や大

阪台風など、想定外と称

する大災害が起こっており、普段の年よりは身近な問題

として、真剣に聴講することになった。社友会からは

あったか支援隊(タスカル)メンバー、西日本豪雨で被災

した会員など23名、全体では約60名の参加となった。 

 

 プロジェクターによる

分かりやすい画像や表も

あり、井上さんの聞きや

すい声や話しかたで理解

しやすかった。 

 特に気象予報士お得意

分野の豪雨問題は、TVや

ネットでなんとなく見て

いる警戒情報は、土砂災

害、浸水害、洪水の3つに分類され、各々意味があり、

見る側がどう読み取るかを具体的に説明してもらい頭の

中が整理された。 

 

 気象庁発表の雨雲画像

や自治体刊行のハザード

マップ、ネットで公開の

土砂災害ポ―タルサイト

など、普段あまり気にし

ない情報や告知を生活上

の必須事項として認識す

べきことも学んだ。 

 

 質疑応答では、社友会員2名が質問し、警戒情報の再

確認や、自身の被害に関する具

体的な事など活発な質問を提起

した。 

 

 今後もいつ起こる分からない

自然災害に、日頃から知識とし

て頭に置く必要を実感した。 

活動報告 ： 平成30年度東広島ボランティア連絡協議会研修会講演会 

                「自然災害に備えて」を聴講          藤井 良幸 

講師：井上葉子氏 

熱心に聴講される皆さん 

被害画像を示す K氏 

質疑応答 

    【5月】     【6月】     【7月】 

    担 当 者     担 当 者     担 当 者 

1 水 即位の日 3 月 中下 忠良 1 月 松見 弘 

3 金 憲法記念日 5 水 冨木 泰 3 水 亀田 秀昭 

6 月 振替休日 7 金 光原 健二 5 金 新川 昭雄 

8 水 高橋 敏雄 10 月 黒田 正春 8 月 矢野 隆志 

10 金 小泉 悟 12 水 太田 伸一 10 水 神原 良治 

13 月 栃原 宏昭 14 金 植田 直人 12 金 桂 宏生 

15 水 原田 弘 17 月 池田 弓子 15 月 海の日 

17 金 山村 繁 19 水 久保田 清 17 水 松岡 一則 

20 月 中崎 春香 21 金 矢部 昭 19 金 黒田 正春 

22 水 森田 省三 24 月 中山 暁美 22 月 岡田 吉正 

24 金 定期総会・役員会 26 水 迫谷 富子 24 水 石田 真一 

27 月 山本 達雄 28 金 役員会 26 金 役員会 

29 水 益田 猛      29 月 石田 実巳 

31 金 黒田 正春      31 水 小森山光朗 

 
 

 

 

あ
っ
た
か
支
援
隊 

（
タ
ス
カ
ル
） 

メ
ン
バ
ー 

社友会広島支部日直当番表                ［期間：2019年5月～7月］ 
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スマートフォン AQUOS ニュースVol.1７ 
片手、親指ひとつで快適操作  

しかもコンパクトで大画面   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 ＊1当社従来機種AQUOS R compactと比べ、約1.5倍のメモリの 

  処理能力を実現。 
 ＊2 軽量135g。画面はさらに大きく5.2インチ、フルHD+。 

  （高さ約131mm・幅約64mm・厚さ約9.3mm 

  （突起部を除く）） 

 

★ WIDE SCREEN 

  手のひらに収まる大画面。コンパクトな本体は、さらに薄く 

   小さく。 

★ フリーフォームディスプレイ 

  液晶の形を自由に変えられるフリーフォームディスプレイ 

  技術により、デザインの自由度を飛躍的に高めました。 

コンパクトサイズなのに、大画面 手のひらにしっくり収まる 

   AQUOS R2 compact（SoftBank）を紹介します。 

大画面なのに手のひらに

しっくり収まる 

ハイスペック＊1でしかも

コンパクト＊2 

親指だけで快適に基本操

作 OK !! 

AQUOS R compact AQUOS R2 compact 

 

リラックスオート 

 

自動的にブルーライト

を抑えた目に優しい画

質へ移行する「リラッ

クスオート」を搭載。 

自動画面点灯 

 

持ち上げたことを感知

して自動で画面ON。 

グローブモード 

 

手袋をしたままでも、

タッチ操作がでます。 

 

※ 出荷時の設定は 

   OFFです。 

のぞき見ブロック 

 

フィルムを貼らなくて

も周囲からの、のぞき

見をブロックすること

ができます。 

安心で便利な機能も充実 

写真・画像はイメージです 



維新の街萩 
山口地区会員 森田 達治 

 この度、社友会に新規入会しました森田達治と申します。 

現在山口県萩市に居住、生まれも萩市です。平成24年に退職し、郷

里に永住、趣味の釣りとゴルフと萩焼作りに勤しんでおります。 

退職後は萩市立図書館にスタッフとして勤務しています。 

せっかくですので、萩をちょっこと紹介したいと思います。 

 萩は毛利三十六万石の城下町として栄えた街です。明治維新の立

役者、吉田松陰、高杉晋作など日本の夜明けをつくった維新の志士

を多く輩出した街でもあります。NHK大河ドラマ、花燃ゆの舞台に

なり知名度が一段と上がりました。 

 2015年“明治日本の産業革命遺産”として8県11市にわたる23の

資産のうち萩市は5資産が世界遺産として登録されており、歴史的観

光の町として大いに栄えております。また日本海に面し古くから漁

業の盛んな町で市内の道の駅（シーマート）では新鮮な魚が水揚げ

されて多くの観光客で賑わっています。山陰の静かな城下町ですの

で、自然を愛し、歴史に興味のある方は是非萩におこし下さい。 

【見どころ紹介】 

 1、萩の世界遺産5か所 

 2、萩・明倫学舎（全国屈指の規模誇った萩藩校） 

 3、山口県立萩美術館・浦上記念                                 

 4、他、海岸線は北長門国定公園に指定されており風光明媚 

松下村塾 

萩城下町 萩反射炉 
萩明倫学舎 

広島支部行事予定 2019年4月～6月 
 

 4月11日(木)-12日(金) 春季親睦一泊旅行 

 4月26日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

 5月24日(金) 定期総会－役員会 

 6月中旬   シャープファミリーフェスティバル 

 6月28日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

編集後記：今号でhibikiの編集を卒業(退学？)させて頂くことに成りました。hibiki63号から7年間、28冊子の編

集をさせて頂いた事に成ります。担当初めは、前任者K.M.さんと共に12ページのhibikiをコピー機で半日かけてコ

ピーをしていた事が懐かしく思い出されます。これからも社友会の広報としての役割を期待しています。 M.N. 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2019年1月1日～3月末までの入会者    敬称略 

 

 永田 昌則
な が た  ま さ の り

       No.6694 通(本) 生産企画部 

 鎌田 正司
か ま た  ま さ し

       No.6695 通(本) P)通信事業部生産企画部 

 川本 芳光
かわもと  よしみつ

       No.6699 シャープエレクトロニクスマーケティング 

 奥村 誠也
お く む ら  せ い や

       No.6705 パーソナル通信 品質保証部 

 橋田 卓実
は し だ  た く み

       No.6723 SMJ(BS)首都圏営業第２営業担当 

 谷原 幸二
た に は ら  こ う じ

       No.6724 STVS事(本) 経営管理 経理部(原価） 
 

    広島支部会員数 478名、2019年3月末現在 

萩の浜辺にて撮影 “海水浴場百選” 

にも選定された美しい日本海の浜 

 地 区 会 員 便 り 
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