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主 要 記 事 

「パトロール」  廿日市市                            吉岡  嘉之  撮影 

http://shayukaihro.hippy.jp/sibu/index.html 

 1面  ふれあいフェスティバル
2019開催のご案内 

 2面  hibiki印刷版アンケート結果/ 
     役員会便り 

    広島支部日直当番表 
 3面  地区役員報告 
 4面  ふれあいフェスティバル 
    開催案内/ファミリーフェス 
    ティバル開催報告 
 5面～6面第26回広島支部定期総会 
     開催報告 
 

 7面  2019年春季親睦一泊二日旅行
報告 

 8面  2019年秋季親睦日帰り旅行実
施案内/ 

   「一人一品運動」実績報告 
 9面～14面 同好会活動報告 

15面  ボランティア活動報告 
16面  特選品のご案内 

17面  地区会員便り（広島地区） 
    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 

 

ふれあいフェスティバル2019開催のご案内 
 

   広島支部“ふれあいフェスティバル2019”を下記の通り開催いたします。 

 

   ・日時：令和元年8月25日（日） 10:00～12:00 

   ・場所：かつえ坂にこにこ第二公園（さくら公園＝昨年と同じ） 

   ・内容：①新鮮野菜産直市 

       ②フリーマーケット 

       ③かき氷（一杯１００円） 

       ④冷やしそうめん（無料） 

       ⑤お子様向けゲートボールによる商品ゲット遊び 
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“hibik印刷版の配布中止のアンケート結果について”。 

3月22日及び5月8日メール会員にhibikiの印刷版の要否のアンケートを取りまし

た。その結果以下の様になりました。 

役員会便り                             事務局長 松見 弘 

社友会広島支部 日直当番表                    ［期間：2019年8月～10月］ 

※ 第26回広島支部定期総会を5月24日（金）に事業本部 多目的ホールにて開催しました。 多数のご参加有難う

ございました。 

※ 定期総会にて4名の役員が退任され、新たに4名の役員が就任されました。 

  総数23名の役員にて今年の支部活動を行って参ります。 

※ 通信事業本部と労働組合合同で6月22日（土）開催された「ファミリーフェスティバル2019」に社友会及び紅

葉会合同で出展しました。多くの方にご協力頂き、有難うございました。 

※ 社友会及び紅葉会合同での「ふれあいフェスティバル2019」を8月25日（日）に昨年と同じ場所で開催致しま 

  す。 今年も多くのイベントを計画していますのでご参加ください。 

           メール会員hibiki印刷版の要 否 
 このアンケートの結果hibiki90号（2019年7月発行）から配布は以下の方へ配布します。 

 メール会員の必要者（55名）及びメール環境が無い会員（98名）へ配布。 

 今後メール会員で不要及び回答されなかった方は、社友会広島支部のホームページでご確認ください。 

 

アンケート集計者 渡邊大輔 



地区役員報告                             企画担当幹事 安井 良策 

[広島地区] 報告者 山根 行雄 

★4月26日 社友会広島支部ＴＶ会議参加（1～3月 

ウォーキングクラブ新年会や花見会実施報告・支部

HP公開済） 

★5月24日 社友会広島支部2019年度第26回定期総会へ 

広島地区より、ゆうゆう会員4名（山根・塩安・川

本・石川） 参加 

〇 第2部 懇親会にて 川本芳光さん 新入会員代

表挨拶/石川雅志さん ミニテニス同好会紹介＆

参加者募集案内 

〇 総会後、安井企画（地区担当）幹事と相談、 

（山根）社友会広島地区委員長業務退任 

（安井さん）引継ぎ就任了承 

★6月9日 ゆうゆう会世話会 第1回世話人会開催案内  

（開催日）7月5日（金） （時間）12：00～15：00 

（開催場所）ザ ロイヤルパークホテル 

 リバーサイド広島 1Fリバーサイドカフェ 

（参加予定者）世話人 関係者 8名余り 

（議事）役員交替・業務引継、主要行事日程決定、        

 新規会員動員他 

[山陰地区] 報告者 山澤 純一 

★5/26、27の両日山陰地区懇親会を幹事の内藤さん、

藤原さんのお世話にて開催(参加16名)。12時松江

シャープビル集合、10年に一度の日本三大 船神事の

一つ松江「ホーランエンヤ」を

観覧、島根半島の「マリーン

パーク多古鼻」に会場を移し

て、屋外のバーベキューパー

ティーを楽しみました。 

5/27も好天で、観光、自由参加

の山陰磯釣り同好会、ゴルフ組

に別れ、二日間の親睦を図りま

した。 

令和2年度は出雲地区での開催を

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第46回ゴルフコンペ開催。以下報

告します。 

開催日：令和元年5月15日（水）8時45分INスタート 

開催場所；たけべの森ゴルフクラブ 

令和元年最初のSH-Gゴルフコンペになり、新緑と天

候に恵まれ、4組13名の参加で、ゴルフプレーに

チャレンジしました。当日賞品は、上位5位の賞金、

たけべ賞、ゴルフボール他、全員に景品を進呈！！

盛り上がりました。また、バイシャープの成果発表

と新たに、シャープエコ・家電合同フェア、6月

22・23日、コンベックス開催の紹介をしました。省

エネ啓発として、緑のカーテン、ゴーヤの種の配

布、育て方パンフレットも合わせて配布。最後に、

次回のコンペ日程も、7月10日、岡山御津カントリ

クラブに決め散会しました。 

【成績表】 

[山口地区] 報告者 松田 正博 

★山口支部は新入会員が一名入り15名になりました。

（森田達治さん）まだほかにも入会勧誘しています

ので増える見込みです。 

支部活動は9月26日に支部会員の懇親会を予定。 

周防大島で1泊2日で魚釣り大会を10名の予定で行い

ます。 

年末には忘年会も企画中です。 

来年は7月にOB会を予定しています。 

[四国地区] 報告者 尾崎 巧 

★ゴルフコンペ 

本年度も順調に毎月開催し懇親を深めております。 

今後の実施予定、6月19日（水）ロイヤル高松CC、   

7月10日（水）サンライズヒルズCCとなります。 

★四国OB会 

隔年実施で、昨年が実施予定でしたが諸事情で開催

が出来ませんでした。 

本年は実施する事とし、6月2日（日）実行委員会有

志で検討会を実施。 

10月6日（日）～7日（月）にて実施する事で決定

し、来る30日（日）最終打ち合せを実施致します。 

[福山地区] 報告者 星野 高範 

★4月～6月の活動状況を報告いたします。 

1）定例の活動は 

・ 4月4日 春の花見の会（福山

城址） 9人の参加 

・ 4月22日、23日 春のゴルフ

の会（作州武蔵CC） 

11人の参加で楽しい、愉快な

会合になりました。 

2）福山事業所への支援活動 

・ バラ園の手入れを定期的に

行っております。 

5月～6月 一年目の花が綺麗

にさきました。 

★草刈隊の活動 4月3日、6月5日 

・ 事業所周回の市道の草刈を

行っております。 

[関西・中部・関東地区] 報告者 伊藤 宜夫 

★6月5日（水）親睦会を開催。場所は大阪通天閣及び

その界隈です。 

当日は天気は良く暑いくらいでした。参加者は５

人。通天閣に上がったのちは大阪名物 串カツを食

べ大いに歓談、その後商店街を散策、今回当地区の

新たなメンバーになった後藤さんの説明もあり、楽

しい散策となりました。最後は喫茶店でわいわい話

をし、次回は10月または11月開催を企画することを

確認し、現地解散しました。 
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ふれあいフェスティバル ２０１９ 開催案内 

開催日： 2019年8月25日（日） 

時間： 10:00～12:00 

場所：かつえ坂にこにこ第二公園(さくら公園=昨年同様) 

  ★新鮮野菜産直市 

  ★フリーマーケット 

  ★かき氷 （一杯 100円） 

  ★冷しそうめん試食会（無料） 

  ★お子様向けゲートボールによる商品ゲット遊び!! 

＊お子様の安全は保護者の方の自己責任でお願いします 

写真やイラストはイメージです。 

シャープファミリーフェスティバル2019開催報告 

開 催 日： 2019年6月22日（土） 11時～15時30分 

開催場所： シャープ通信事業本部 （メインステージ：食堂西側駐車場エリア） 

開催報告 

 空模様を気にしながらも6月22日会社西側の駐車場エリアで、シャープ（株）通信事業本部、シャープ労働組合

広島支部主催のファミリーフェスティバルが開催されました。来場者は約800名（社友会80名）で、社友会広島支

部は紅葉会と合同で参加しました。 

 当日は、社友会／紅葉会のブースで、かき氷、にゅうめんに加え、社友会員が丹精をこめて作った米、たまね

ぎ、にんじん、じゃがいも等の野菜販売を行うと共に、昨年同様会社食堂内で、写そう会による作品の展示及び 

写真相談コーナーの設置、絵手紙同好会による作品展示、絵手紙制作体験コーナーの設置、メインステージにて 

社友会会員夫人が参加する「高屋ハーモニカクラブ」によるハーモニカ演奏を行いました。 

 いずれのコーナーも好評で、多くの皆さんに来場して頂きました。 

 雨粒が落ちてくる時間帯もありましたが、かき氷、にゅうめんは概ね完売とい

うことでした。事前の準備、当日早朝からの対応等、社友会／紅葉会の多くの皆

様にご協力を頂きました。大変ご苦労様でした。厚く御礼申し上げます。 

 

 

 (詳細はホームページ参照) 

 

ハーモニカクラブ演奏 ステージ 

かき氷 野菜産直市 絵手紙会場 にゅう麺販売 

社友会 紅葉会 参加の皆さん 
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ONDO 

http://shayukaihro.hippy.jp/sibu/new053_family_fes/familyfestival2019/famirifes2019.htm
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社友会広島支部 第26回定期総会及び懇親会開催報告 

開催日時：令和元年5月24日（金）               開催会場：通信事業本部 多目的ホール 

参 加 者：93名 （社友会 78名 紅葉会 15名） 

ご 来 賓：中野本部長、藤井総務部長、景井部長  

開催挨拶 東支部長 

 毎年定期総会にたくさんの会員に参加いただき、私はお会いするのを楽しみにしている。今秋及び来春の親睦

旅行にも多くの人の参加をお願いしたい。 

昨年7月に豪雨災害を受けられた方に対する義援金の募集をした所、広島支部35万円、九州支部19万円、本部40

万円の義援金を頂き、被災者15名の方にお渡しした。 

社友会の昨年度バイシャープ運動の結果として、金額は1,200万円で一昨年比18％アップとなった。 

社友会全体の会員数は4,739名で、昨年に比べ 100名位減っている。 広島支部の会員数は478名で、新入会員18

名、退会23名となり5名減っている。 

hibikiのインターネットでの閲覧可否をアンケート調査した結果、多くの方の賛同を頂いた。7月印刷分から対応

予定。 

引き続き、ファミリーフェスティバル、ふれあいフェスティバル、ボランティア活動への参加・協力をお願いし

たい。 

 

 審議・議事報告 （紅葉会個別審議） 

1 平成三十年度 事業・行事報告 渡邊副支部長 

2 平成三十年度 一般会計決算報告 下田担当幹事 

3 平成三十年度 監査報告 中山担当幹事 

4 平成三十年度 同好会活動報告 菊池担当幹事 

5 令和元年度 事業・行事予定(案) 渡邊副支部長 

6 令和元年度 一般会計予算(案) 下田担当幹事 

7 役員交代の提案  東 支部長 

8 質疑応答 数件の質問や提案があったが、いずれの案件も承認された。 

東
支
部
長 

開
会
挨
拶 

喜
寿
の
皆
さ
ん 

渡
邊
副
支
部
長 

事
業
・
行
事
報
告 

古希の皆さん 総会風景 紅葉会 個別審議 
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第二部 懇親会 （開会の辞・来賓紹介：松見事務局長） 

ご来賓挨拶 (詳細は、ホームページをご覧ください。） 

〇 開会挨拶： 大畠副支部長 

 午後は盛りだくさんの催しを予定している。米中の貿易摩擦等、日本を取り巻く環境の変化で企業が苦労されて

いる。シャープさんも頑張って欲しいが、我々社友会としても、シャープ製品を買うとか、日頃からの言動等で

シャープブランドを向上させる等、ご協力をお願いしたい。 

〇 来賓挨拶： 中野事業本部長 

 2018年度もAQUOS R2、AQUOS sence2が好調でソニーを引き離し、Android スマートフォン国内シェアNo.1

を2年連続で獲得できた。先般のAQUOS R3の発表会では5Gスマートフォンのプロトタイプの発表も行い、多数

のメディアで紹介された。 

〇 来賓挨拶： 藤井総務部長 

 当事業所の従業員と社友会の関わりとしては、ファミリーフェスティバル、環境改善活動（シャープグリーンク

ラブ）等の活動があり、シャープ製品購入「一人一品運動」で営業面のご支援も頂いている。日頃、社友会の同

好会活動、ボランティア活動を拝見し、こういった活動ができる社友会が身近に存在することが、現役社員、も

うすぐリタイアする者にとって良いことと感じている。 

〇 サウンドパートナー紹介： SMJ中国統轄営業部広島支店 三原支店長より商品紹介。 

〇 特別講演「シャープロボホンの取り組み」： IoTプロダクツ事業統轄部市場開拓部 景井部長 

  当初からロボホンの開発に携わられているとのことで、ロボホンの魅力を実演を交えて余すところなく語られて

いた。 

〇 本部総会録画DVD視聴 

〇 特別講演： 東広島市社会福祉協議会 山本主事 

  2018年7月の西日本豪雨災害での東広島市の被害状況、及び災害ボランティアセンターの立ち上げから閉所まで

の取り組みについての講演があった。 

〇 新入会員の紹介及び代表挨拶： 川本芳光さん 

 新入会員を代表して、自己紹介や入会のいきさつ、これからの社友会、地域へのかかわり方等の話しがあった。 

〇 慶祝者紹介及び代表挨拶 

 古希を代表して中崎春香さん、喜寿を代表して丸山紀夫さんのお話しがあった。 

〇 社友会親睦旅行の提案 

 山陰地区委員長の山澤さんから2019年秋季親睦旅行（鳥取花回廊）、田井担当幹事から2020年春季親睦二泊三日

旅行（富士五湖）の提案があった。 

〇 閉会の辞（締め）： 渡邊 副支部長 （各方面、各地区の来賓への謝辞と一本締めで閉会。） 

来賓挨拶 中野本部長 開会挨拶 大畠副支部長 

歓談される皆さん 歓談される皆さん 

サウンドパートナー紹介 ロボホン紹介 景井部長 

一本締めで閉会 

社会福祉協議会 特別講演 本部総会DVD視聴 

藤井部長 

本日の昼食 



【1日目】 （晴） 那谷寺（なたでら）、鶴仙渓（かくせんけい） 

 広島駅新幹線口集合、8時57分発「のぞみ10号」に乗車。新大阪駅にて「サンダーバード17号」

に乗り換え。心配していた乗り継ぎも添乗員さんの案内で難なくクリア。サンダーバード乗車後に

配られた九重弁当を食べながら一路北陸へ向かいます。 

 加賀温泉駅で下車、観光バスに乗り換え那谷寺に向かいます。那谷

寺で2名のボランティアガイドさんに迎えられ、2班に分かれておおよ

そ１時間の参拝。お世話になったガイドさんと別れ、山中温泉に向か

います。 

 山中温泉の鶴仙渓こうろぎ橋付近で下車、1班はこうろぎ橋周辺の

散策、他の1班はこうろぎ橋からあやとり橋を経由して黒谷橋に至る

鶴仙渓遊歩道を散策。散策後各班合流し、今夜の宿、山中温泉グラン

ドホテルに向かいます。 宿はおもてなしの面でコストカットしている分、食事の質・量

は良くしているとの事前情報通り、部屋、風呂とも問題ない感じ。 

      （本日の歩数：13,160 歩）。 

【2日目】 （晴） 九谷満月、兼六園、金沢城公園、近江町市場、 

       ひがし茶屋街 

 ホテル前で記念撮影。8時30分出発。最初は九谷満月、伝統

的な色彩と現代風で鮮やかな色彩の九谷焼の陶器を鑑賞し、

今回の目玉である兼六園へ向かいます。 

北陸への道中、湖西線の車窓や加賀温泉町でのバスの車窓か

ら見た満開の桜にも増して、ここの桜は圧巻です。戦時中の空

襲を逃れた巨木は手入れも行き届き、松も桜も見ごたえ十分。 

 昼食予定の奇観亭のガイドさんに案内され園内を散策（このガイドさん、後ろ向きに軽

やかに歩きながらガイド）。昼食後金沢城公園を思い思いに散

策。ここも桜が満開で観光客や花見客で一杯。 

 次は近江町市場です。想像以上に広く似たような商店街が

続き、危うく迷子になりそうでした。 

 最後はひがし茶屋街です。保存されたきれいな街並みだけの印象

でした。（日が暮れてからだと違った景色が見えたかも？） 

金沢駅で観光バスと別れ最後の買い物。サンダーバード、のぞみと

乗り継ぎ20時26分広島駅に到着しました。 

（本日の歩数：14,551 歩） 

 初日の山陽本線の遅延時には最悪の事態も想定しましたが、全員新幹線に乗り込まれたのを

知った時には参加者の逞しさを改めて感じ、この旅行の成功を確信しました。 

「終わりよければ」といいます。不行き届きな点もあったかと思いますが、次回の旅行もご参加いただきますようお願いいたしま

す。  （詳しくはホームページで）  

2019年春季親睦一泊二日旅行 
観光先： 【第1日目】 那谷寺、鶴仙渓 

【第2日目】 九谷満月、兼六園、兼見亭、金沢城公園、近江町市場、ひがし茶屋街 

宿泊先： 山中温泉 山中グランドホテル （湯快リゾート） 

参加者： 45名 （社友会 29名、紅葉会11名、同伴5名） 

実施日： 2019年4月11日(木)～12日(金) 一泊二日      企画担当： 柿本 昌 

初日、集合場所の広島駅へ向かう途中、山陽本線八本松駅で電車が緊急停車。何と八本松・瀬野間で踏切の緊急停車

ボタンが押されたとのこと。異常はなかったが数十分の遅延。予定の新幹線にカツカツ滑り込むハプニングからのス

タートになりましたが、天候にも恵まれ、桜満開といったうれしい誤算、添乗員さんやガイドさんにも恵まれ、楽し

い旅行となりました。 

那谷寺 兼六園 

金沢城公園 桜が見事！ 

山中グランドホテル 

間に合った❣ 

兼六園 徽軫灯篭 

鶴仙渓 

近江町市場 

九谷焼 

ひがし茶屋街 

乾杯！！ 
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http://shayukaihro.hippy.jp/sibu/new019_trip/h31_haru/h31haru.htm
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2019年秋季親睦日帰り旅行 実施案内 

とっとり花回廊と古代ロマン体験の白鳳の里 

シャープ社友会広島支部 

紅葉会 

企画：山陰地区委員長  

● むぎばんだ史跡公園 

  むきばんだ遺跡は、鳥取県西伯郡大山町富岡・妻木・長田から米

子市淀江町福岡に所在し、国内最大の弥生時代集落遺跡。 

  遺跡の面積は156haにもおよぶ大規模なものであり、それまで国

内最大級と謳われた吉野ケ里遺跡の3倍以上に及ぶ。 

● 白鳳の里 

  どんぐり料理、名水料理、古代体験施設、天然自家泉源掛け流し

の日帰り温泉等からなる鳥取県大山山麓の観光スポット。 

● 天の真名井（あめのまない） 

  天の真名井は、鳥取県米子市淀江町高井谷に湧出する地下水であ

り、1985年名水百選に選定され、周辺の名水スポットを代表する

泉となっている。 

● とっとり花回廊 

  国立公園大山の麓にある国内最大級のフラワーパーク。 

直径50m、高さ21mの大温室フラワードームや、1周 1km 

  地上25mの展望回廊などがあり、季節や天候に関わらず一年中、

あたり一面に咲き香る国内外の花々が観賞できる。 

実 施 日：11月7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 

    11：45 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 

【往路】 ラポール賀茂 8:00→西条駅 8:15→375号線・三良坂IC 9：35 ・松江・山陰自動車道・淀江IC 

11：35→11：45 むぎばんだ史跡公園 (山陰参加者合流)12：20→12：30 白鳳の里・【昼食】 

13：40→13：50 天の真名井 14：05→14：35 とっとり花回廊 (山陰参加者解散) 15：30 

【復路】 とっとり花回廊 15:30発→183号線→17：15 庄原IC→17：30 三次IC→ 

375号線・豊栄・造賀→18:50 西条駅→19:05ラポール賀茂 

シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告（2019年4月～2019年6月の実績を報告いたします。) 

〈各地区別集計結果〉 携帯電話購入実績 スマホ：2台、ガラケー：1台  単位：円 
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写そう会 春～初夏の絶景を求めて！ 中西 康憲 

多くのウサギたちに癒されて（4月度撮影会：大久野島） 
 
 4月1日、ウサギ・ワンダーランドとし

て海外の観光客にも人気がある 

ウサギの島大久野島(竹原市)に出かけ、

めいめいウサギと戯れながら思い思いの

スナップ撮影を楽しみました。 

 大久野島は戦時中、毒ガスを製造する

島として戦争の傷跡が残る遺構が島の彼

方此方に点在していますが、島内を伸び

伸びと走り回るウサギたちに癒されながら

「戦争と平和」について考えさせられる一日でした。                   （記:谷水 毅） 

  

角島・東後畑の棚田・元乃隅神社を巡る撮影会（5月度撮影会：山口県） 
 
 5月19日、山口県下関市・長門市方面へ出かけました。最近人気の観光スポットとあって、外国人など多くの観

光客で賑わっていました。角島の岬

のレストランで美味しい海鮮料理で

昼食を楽しみ、観光客の合間を縫っ

て思い思いに風景撮影を楽しみまし

た。日没後のライトが点灯した角島

大橋と自動車の光跡のコラボ撮影を

楽しみに洒落た喫茶店で夕刻を待っ

たのですが、残念ながら激しい雨が

降り出し、撮影を諦めて帰路に就き

ました。    （記：西尾 弘） 

 

雲南を撮り歩く：龍頭が滝－願い橋－山王寺の棚田を巡って（6月度撮影会：島根県雲南市） 
 
  島根県の雲南地方を撮り歩く６月撮影会は快晴の日を狙って、少し早めの5月29日に実施しました。 

・龍頭が滝（日本の滝百選）ではキツイ山道を登って裏見の滝など落差40ｍの豪快な雄滝の撮影を楽しみ、 

・木次の願い橋と呼ばれる沈下橋では通りがかった地元の人たちにモデルをお願いして撮らせていただき、 

・本命の山王寺の棚田では田植えが始まった水田に映り込む星景や天の川の撮影に挑戦するなど 

・雲南の初夏の風景撮影を楽しみました。もちろん美味しい出雲そばの昼食付きです。  （記：吉岡嘉之） 

 

ホームページをリニューアルしました！ 

写そう会ホームページに 

「体験撮影会のご案内」バナーを設けました！ 

 

参加をご希望の方も、そうでない方も、 

ぜひ一度「ここをクリック」して覗いてみてくだ 

さい。 

http://shayukaihro.hippy.jp/utusoukai/index.htm
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平成11年7月に発足したパソコン同好会は来月で20年を迎えます。 

ここ数年、会員数も増加しておりませんが、今も細々と続けています。会員の皆様は同好会の活動に熱心で、最

近2,3年は特別なテーマを設けず、パソコンで起こったトラブルや色々なアプリケーションの対処方法についてメ

ンバーで解決策を討議しております。例会の時解決できないテーマもあり、その場合は次月の宿題としておりま

す。 

難しい内容は有りませんので興味の有る方は是非ご入会をお願い致します。基本的に第1水曜日（13時から15時）

に社友会サロン室にて開催。 

 

パソコン 渡邊 大輔 

4月例会時のメンバー 問題点を討議するメンバー 

歴史探訪の会 三原、城下町を歩く 

 第31回例会は6月18日に三原城下町の歴史探訪を実施

した。参加者19名（男 9名 女 10名）はJR三原駅改

札口前に集合、ボランティアサークル「アゼリアガイド

みはら」小森キヨミさんの案内でまず三原城天守台跡公

園に登る。 

永禄10年

（1567）に

小早川隆景

が三原城を

築き天正10

年（1582頃)

から三原城

と東側の城

下町の整備

がすすめら

れていた。 

 

 城跡下はお

堀、当時は海水が入り、船が出入りしていたとの事、現

在は色鯉が泳いでいた。次に天守台跡の西側、水中から

じかに立ち

上がる15

メートルほ

どもある高

い石垣に行

く。隆景の

技術の高さ

がうかがえ

る。 

 

 西国街道

の近くの公

園で、隆景公

の銅像拝見。 

 その後、多

くの寺院が沼

田地方から移

り城下町を形

成するお寺に

向かう。道幅

がない昔の面

影を残した小

路を歩く。正

法寺小路をぬ

けて正法寺へ。

坂道を上ると大島神社。その上に妙正寺、お寺裏で五輪

塔の墓所の説明を聞く。 

 墓所から当時の財力と墓石作成技術の高さを伺うこと

ができた。 

 

 小路を通っ

て、宗 光 寺

へ。同寺の山

門は国重要文

化財で、梁の

上に見える彫

刻は安土桃山

時代の豪壮な

雰囲気をしの

ばせる。 

 

 徳川家康が朝鮮出兵で立ち寄り宿泊所の跡地の説明を

最後に、アゼリアガイド小森さんの1時間30分のガイド

が終了した。マイクなしで、明るく、楽しく、わかりや

すい説明で、三原の奥深い歴史を学ぶ事ができた。ヤッ

サ饅頭本舗でおみやげを購入して帰途についた。  

新川 昭雄 

 
 

 

三原城の説明 

妙正寺 

宗光寺 

 

うだつのある家 
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ゴルフ 

 ゴルフ同好会も今年で24年目、でも何歳になっても、ゴルフの練習

方法の工夫や練習量を増やすなど、入賞者の方コメントを拝見します

と、その努力には感心します。そしてそれが成績の向上であり、ひい

ては若返りの秘訣かなと思います。皆さん負けずに頑張りましょう。

写真は今年度最初の4月の白竜湖コンペでの記念写真です。青空と広々

したグリーン、きれいな空気、気分爽快でした。 

第219回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ） 

優勝 津郷 和男さん（写真中央） 

前月のコンペでメーカーより3番目と最悪の事態を反省し練習を変え

て良かったと思います。ハンディに近い結果で優勝することが出来ま

した。これからも社友会ゴルフコンペに継続して参加して皆さまと楽

しくプレーして行きたいです。 

準優勝 谷口 眞貴男さん（写真左） 

 2018年10月にhibiki投稿時に加齢によるいろいろなスコア障害の解決の為、練習方法変更で150球から2時間で

300球前後に変更と投稿しましたが、最近は2時間で400球前後に変更して練習が良い様です。 

第3位 廣瀬 勇さん （写真右）    現在UKに滞在中です 

第220回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 
優勝 中村 雅信さん（写真中央） 

 先週のゴルフで腰を痛め、負担を避ける為、力を抜いてスイングし

た事、飛距離の低下を考え、1クラブ上げて選択した事で、バーディー

が2個取れた事、27パットとアプローチ・パットに助けられた事です。 

準優勝 渡邊 大輔さん（写真左） 

 OUTは球が真っ直ぐに飛んでくれました。今日は久し振りに良いス

コアが出ると思いましたがINではそれなりのスコア、しかし大叩きが出なかったのとハンディに助けられ準優勝で

きました。 

第3位 杉山 健さん（写真右）    入社後暫くして、パブリックコースに誘われたのがきっかけでした。それま

でも練習場には行ったことがありましたが本コースに出るのは初めてでした。結果は誘ってくれた先輩より良いス

コアでホールアウト出来、面白いと思ったのがゴルフにはまるきっかけと成りました。ゴルフ歴58年、これからも

長く楽しく続けたいと思っています。 

第221回社友会ゴルフコンペ（東映カントリークラブ） 

優勝 松見 弘さん（写真中央） 

昨年に続き今年も早い時点でグラチャンの権利を得て、喜んでいま

す。父の日と誕生日祝いに貰ったナイキの帽子を被り、プレシャーの中

でプレー。最後まで盛り上げてくれた同伴者にも感謝申し上げます。 

準優勝 亀田 秀昭さん（写真左） 

準優勝、非常に嬉しく思います。特に今年2月から右肘痛を患ったこ

とにより、残念ながら3ケ月間社友会コンペへの参加が出来ませんでした。この反動と、同伴者の何とイーグルを含

むアンダーパーのスコアーに刺激され、緊張感と共に楽しく各ホールを廻ったことが好スコアーに繋がったのでは

無いかと思っています。 

第3位 沖田 憲三さん（写真右）    ありがとうございました。歳なりの健康な体が取り戻せこれからも楽しい

ゴルフが出来れば幸いです。 

末澤 公彦 

 
 

 
 



渡邊大輔  
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 山歩会 第68回 伊予富士（1756m）・寒風山（1763ｍ）登山記 

 

 
今年度の遠征登山、参加者全員ウキウキとして定刻

に出発（8:00）.いつもHさんに運転して頂き大変お世

話になります。梅雨入りも近い日を選んだが、幸い晴

れ模様。Sリーダーの大まかな行程の説明があり、山

陽道、しまなみ海道を通り大浜PA(9:18/:25)でひと休

み。今治ICを下り、今治バイパスを通り今治湯ノ浦IC

から今治・小松自動車道石鎚山SA((10:52)で再度トイ

レ休憩です。松山自動車道の伊予西条ICを下り第一の

目的地マイントピア別子へ到着（11:14）。 

 

最近リニューア

ルされたのか銅山

の施設は新しく感

じました。少し早

かったのですがこ

このレストランで

昼食、思い思いの

食事をした後園内

を30分ほど散策し

ました。ここから

バ ス で 東 洋 の マ

チュピチュと言われる東平（とうなる）(12:30)へ向か

いました。マイクロバス1台がやっと通れる狭い道が続

きます。幸い東平まで対向車がなく一安心(13:15)。鉱

山と生活が同居した一帯が広がっており、詳しい説明

が歴史資料館にありました。1時間45分ほどマンプや

色々な施設を見学し今夜宿泊する木の香温泉へ向かい

ました。 

 温泉へ到着（16:38）時は雨模様でした。部屋で一休

みして温泉に浸かりました。6時からの夕食、泊ってい

るのは我々だけのよう、とても豪華な食事でお腹一杯

食べました  

 

 

 7時に朝食、木の香温泉を7時58分に出発、寒風山

隧道の入り口付近にある寒風山登山口（1,118m）へ到

着（8:19）。準備体操後出発。いきなりの急騰が続き

ます。長い急騰ではロープも使って登ります。20分ほ

ど登って行くと「あと25分」という看板が立っていま

した。緩やかな坂が多くなりクマザサの茂みに入ると

桑瀬峠（1,451ｍ）へ到着（9:08）。 

 ここで寒風山(8

名)と伊予富士(8

名 )へ登る組に分

かれました。 

 我々8名は伊予

富士へ向かいまし

た。緩やかなクマ

ザサの茂みが続き

とても気持ちがい

いです。20分ほど

で一休み。稜線を

歩くので周りの山々がとても綺麗に見ることができま

す。 

ただ所々ガスが掛

かっております。 

 伊予富士の山頂は

一つ前の山影にあり

見ることが出来ませ

ん。山頂手前の急騰

の前で休むことにし

ました。 

この急騰を25分登

ると伊予富士の山頂

です (11:00) 

山頂で写真を撮ったりし11時10分に下山。急坂が続

き岩の上では滑ってしまいました。さらに長い長い稜

線を歩きます。帰りの稜線歩きはとても長く感じまし

た。 

桑瀬峠には12時過ぎに到着。ここで昼食を摂りまし

た。20分程休み5名で今度は寒風山を目指します。登

り始めから急騰です。さらに梯子やロープを使い登っ

て行きます。しばらくすると先に登ったメンバーとす

れ違いました。山頂付近になるとクマザサの茂み。登

り始めて1時間ほどで山頂に到着。Hさんがドローンを

飛ばしていました。少し上はガス、平家平の方面の山

頂付近もガスです。

山頂で15分ほど休

み下山。桑瀬峠に

着いたのは14時20

分。 

すぐに桑瀬峠を出

発、再度クマザサ

の茂みを通り登山

口 近 く の 急 騰 を

下って行きます。 

 

14時56分 に 登 山

口到着。すでに先発

隊は登山口で待ちく

たびれていました。 

全員怪我もなく無

事登山を終えること

が出来ました。 

 

全員バスに乗り込

み 登 山 口 を 出 発

(15:12)。登 山 道 の

近くにある寒風山隧道を恐る恐る通って国道194号線

へ出ました。西条市内を通り伊予小松ICから今治小松

自動車道へ入り途中来島海峡サービスエリアでおみや

げを購入して一路西条へ、19時に帰り着きました。 

 

皆さん本当にご苦労様でした。また来年の登山を楽

しみにしています。 

1日目：6月4日（火）晴れ夕刻雨 

2日目：6月5日（水）晴れ 

マイントピア別子 

桑瀬峠(1,451m) 

伊予富士山頂(1,756m) 

寒風山登頂 第1班 

寒風山登頂 第2班 
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ものづくり 

家の設計時点にウッドデッキは後で自分が作ってやると約束してしまったのが始まり。それから本を買ったり、

ネットで調べたりして構想を練った。また、施主（？）がイメージしやすいように3DCADで完成後の形がCGで見

られるようにした。 

 要望はメンテの要らない、裸足で歩けるウッドデッキ。材

料はいわゆるハードウッドと言われる腐らない木材、その中

で比較的加工の容易なイタウバを選んだ。最初の色は黄土色

だが、褐色、シルバーと紫外線に当たると変色するらしい。 

 材料はネットで購入し、現地で受け取り、いよいよスター

ト。事前に“ものづくり”梅田さんから大型の卓上丸鋸、

レーザー墨出し器、テント等を借り準備した。なんとか完成

したのもこのお蔭、感謝！ 
 

 土間コンクリの上に束柱を配置する位置を決め、その勾配

に合わせ、それぞれの傾きが無くなるよう束柱の下側をカット。この

時丸鋸とレーザー墨出し器が大活躍。全て垂直に出来たら、その後は

その上に大引きを水平に乗せる束柱の上側をカット。ここでもレー

ザー墨出し器と丸鋸が無くてはできない。等々、苦労してなんとか土

台ができた。 

 

 いよいよ床張り。設計では2種の長さの板を交互に繋いで張る予定

だったが想定外があり、4種の長さが必要になった。出来るだけ効率よ

く切断するための治具を工夫した。これは想定内だがそりを矯正しなが

らビス止めしていく。ハードウッドは下穴が必須。皿取り錐と一緒に

なった下穴錐で穴を開けた後インパクトドライバでビス止めしてい

く。掃除機で切粉を吸いながらの二人がかりの作業、延々と続く。暑

さにも苦労した。ここでも借用したテントが活躍。熱中症対策に水分

も欠かさず取った。 
 

 次はフェンス部の製作。笠木を載せ、3センチ角、長さ130センチの

棒81本をビス止め。隙間も3センチの設計だが材木のバラつきが大きく

予定通りにはいかない。悪戦苦闘し、雨の日もあり3日間の作業。よう

やく全貌が見えるようになった。 

 

 次は階段部分、両側にあるがメインは水栓側。泥んこに

なった足を洗ってデッキから家に入れる想定だ。必要があれ

ば移動できる構造にした。斜めの部分には苦労した。 

 余った材料でベンチと植木鉢置きを作り、門灯を付けて完

成。 
 

 苦労の一ケ月であったが施主

にも喜んでもらえ達成感ひとし

おです。 

私のものづくり－3（ウッドデッキ編） 

今
回
は
大
阪
の
娘
の
家
の

ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
を
泊
ま
り
込
み

で
作
っ
た
時
の
報
告
で
す
。 

事前検討CG画像 （イメージ） 完 成（東側）     （西側）  

土台完成 

束柱のアンカー固定と基礎

パッキン 

束柱と大引きの 

固定金具 

床板張り 

床板4種長切断の 

治具と大型丸鋸 

フェンス部の笠木 

フェンス張り 

階段部 ベンチ 

テントの日陰

で床板張り 

門 灯 

森田 秀次 
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絵手紙 

 6月22日（土）は

朝から晴天に恵ま

れ、まさにフェス

テ ィ バ ル 日 和 と

言ってもいい程で

した。 

 社 友 会 各 役 員

は、早朝より会場

つくりや提供する

食べ物の下ごしらえ

等に精を出しておら

れ御苦労のほどに感

謝でした。 

 今年は会場作りが

当日の朝となり、開

会の11時までに完

了させなければなら

ない決め事、より短

時間での段取り・要

領が求められまし

た。扨て、私たち絵

手紙同好会のブース

は出入り口に近い場

所だったのは良かっ

たとの声が多くあり

ました。そのことも

あってか開催時間中

（11時 ～15時）の

来場者は約200名前

年の2倍の方にお越

し頂きました。メン

バー一同嬉しい限り

でした。 

 目玉である団扇に

描く絵手紙が事前の

私たちの思いとは裏

腹に大変好評で準備

したものがすぐ無く

なってしまう誤算もありました。外国人や子供らも臆す

ることなく、自然に絵筆を振るっており、それを教える

メンバーもいつもとは勝手が違う中で懇切丁寧に教えて

いました。外国人

には異文化に触れ

てもらい、子供た

ちには和文化の一

つ を 知 っ て も ら

う、いい機会では

なかったでしょう

か？ 

 今回の反省点と

しては時節もあり

団扇に人気があり

ましたが、数が足

りなくなってしま

い、一部の方には

画仙紙や葉書に描

いてもらわざるを

得ない情況もあり

ましたので、来年

からはメンバー各

自が自宅にある古

い 団 扇 を 持 ち 寄

り、紙の部分を和

紙などに張り替え

沢山準備しようと

考えています。本

年試してみて得ら

れた工夫の成果で

もありました。 

最後になりまし

たが、役員各位を

はじめ同好会の皆

様には大変お世話

になり、おかげさ

までいい体験会に

な っ た と 思 い ま

す。 

来年も絵手紙は

楽しい、面白い、

自分も続けてやってみたいと思うようなものにしたいと

考えております。 

 

ファミリーフェスティバルを終えて 迫谷 富子 
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東広島市総合福祉センター3階大ホ－ル演台2台の修理 

 演台が2台とも破損したということで修理を依頼された。破損状況を確認。黒い袴(はかま)の部分が折れたりし

ていたので接着剤などで修復。袴の部分を水平に戻すと、床に安定して設置できることを確認。外観全体の塗装の

補修をしたり清掃をして納入した。 

破損の演題（Before） 

修理中の演題 

完成した演題 2台（After） 

東西条地域センターの襖(ふすま)12枚の張替え 

 

格安や無償で修理協力した。 今後も我々の技術や能力を使い地域貢献してゆきたい。 

 襖12枚の張替えを、社協企画福祉課

から依頼を受けた。 

 本ふすま（骨の両面に紙を太鼓張り

にし、左右上下に枠を取り付けたも

の）8枚（4枚両面張り、4枚片面張り）

と、板ぶすま（両面が薄い合板で、そ

の上に紙を張ったもの）4枚（両面張

り）を張り替えた。 

東西条地域センター ふすま張替え完成品 

★ふすま張替え作業★ 

梅田 正明 
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私の地域ボランティア活動  広島地区会員 佐々木和治 

広島支部行事予定 2019年7月～9月 

 
 

 7月26日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

 8月25日(日) ふれあいフエスティバル 

 9月27日(金) 定例役員会・ふれあいサロンの会 

編集後記：記念すべき、令和最初の会報 発行にあた

り、IさんとTさんが新しく編集委員として活躍して頂く

ことになりました。これからは3名体制にてhibikiをま

すます盛り上げてゆきますので応援宜しくお願いしま

す。又、会員の皆さんに紹介したい、紹介して欲しいこ

とがあれば、「ふれあい便り」のコーナーを設けていま

すので社友会室までご一報ください。    Y.U. 

 社友会広島支部メールアドレス 
 shayukai-hro@bz01.plala.or.jp 

新 入 会 員 の 紹 介 (含む移籍者）  
 

2019年4月1日～6月末までの入会者    敬称略 
  

    広島支部会員数 479名、2019年6月末現在 

 
 もりた たつじ 
 森田 達治  7002  SEMC 高松支店 
 いけだ じゅんじ 
 池田 淳二  7003  電子デバイス レーザー 

            事業部 

 地 区 会 員 便 り 
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当地域に住みついて47年間、お世話になったお返しにと、ボランティア活動を続けておりますので、その一端

をご紹介します。 
活動内容 

★自治会長、自治会町内会連合会長  20年間  

★学区自主防災会連合会長    8年間  

★地区社会福祉協議会長    10年目  

 ★趣味の会（日本舞踊）で福祉施設慰問活動 8年目 

[6/29(土) 慰問活動   於：神田山荘 ] 

 ★ふるさと会「広島加計会 役員（会員510名） 32年目（会長職3年目）  

どうして沢山のボランティア活動を永年続けることが 

出来るのですかと聞いたところ 

ただ一言『お世話になった恩返し』と暖かく重みのある言葉

が帰ってきました。 

私たちも地域の役にたつ事をすこしでもやりましょう。 

                    編集委員 Y.U. 

広
島
県
社
会
福
祉
協
議
会 

広
島
市
社
会
福
祉
協
議
会 
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