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主 要 記 事 

「朝日に燃える」  鹿児島県                             谷水 毅   撮影 

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

1面   謹賀新年/新春懇談会のご案内 
2面   春夏秋冬・新年のご挨拶/ 

      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面   地区役員報告 
5面   2019年秋季親睦日帰り旅行 
      報告 

6面   2020年春季親睦二泊三日旅行 
    案内 

7～13面 
 同好会活動報告/ 日直当番表 
14面 ボランティア活動報告 
15面  特選品のご案内 
16面  地区会員便り/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  

新春懇談会2020開催のご案内 
 

 広島支部“新春懇談会2020”を下記の通り開催いたします。 
 ・日 時 ： 令和2年2月28日（金）10:00～12:30 受付開始 9:30 
 ・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 ： 10:00～10:35  開会の辞、記念撮影、東支部長挨拶 
      10:35～11:05   通信事業本部 中野本部長 取り組み方針発表、労働組合 阿部執行委員長 
          取り組み方針発表 
       11:05～11:35   特別講演「元気輝きポイント制度について」東広島市地域包括ケア推進課 
                  参事 木村 勝美 
      11:35～12:30  スマホ新製品紹介、ふれあいサロン会推進計画、親睦旅行案内、閉会の辞 
 ・会 費 : 無料（昼食(12:45～13:15分:無料券付き)を希望される方は、シャープ社員食堂でお召上 
      がりください） 
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役員会便り                             事務局長 松見 弘 

  
 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。 

 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10月度より東広島市では、市民の健康寿命の延

伸を目指して、高齢者を中心とした健康づくり、介護

予防活動や地域ボランティアの活動を推進する為に

「元気輝きポイント制度」が創設されました。健康づ

くり活動やボランティア活動をポイントとして1年間貯

めることで、奨励金が支給されます。 

 この制度を利用して、ふれあいサロン会（映画・落

語・レコード鑑賞、他行事）の活性化推進の取り組み

を実施いたします。 

 

 恒例の“新春懇談会”を2月28日（金）にシャープ

通信事業本部 多目的ホールにて開催し、特別講演とし

て、東広島市地域包括ケア推進課より「元気輝きポイ

ント制度について」説明を頂きますので、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。 

 

 

 

 

◎社友会魅力計画取組み 

1）同好会活動の活性化 

 ・19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。 

  山陰、岡山、福山、広島、山口、四国、関西・ 

    中部・関東地区の、7ヶ所に地区委員長を設け、 

    地区毎の活動促進ときめ細かな会員支援 

 ・春季（2泊）、秋季（日帰り）の親睦旅行の 

    企画立案及び推進を図る 

7）ふれあいサロン会推進 

 ・元気輝きポイント付与の通い談笑の場所として、 

  社友会サロン室で映画、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！ 

新年のご挨拶 広島支部長 東 秀次 

広島支部長 東 秀次 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
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※ 10月25日（金）に事業本部幹部との懇談会を実施。中野本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。 

※ 秋季親睦日帰り旅行は11月7日に山陰地区委員長の企画の元、実施しました。多数のご参加有難うございま 

    した。なお、2020年春季親睦二泊三日旅行は富士五湖・熱海・三保の松原です。詳しくは 6ページをご覧く 

    ださい。ご参加の程宜しくお願い致します。 

※ 広島支部“新春懇談会2020”を2020年2月28日（金）に事業本部 多目的ホールにて開催します。開催時間

を短縮した内容を検討しています。多数のご参加をお待ちしております。 

※ 本年度もシャープ製品購入にご協力頂き、有難うございます。本年度の実績は2020年3月末申告迄です。支

部ホームページより製品購入の報告を宜しくお願い致します。 



シャープ製品購入「一人一品運動」実績報告 2019年4月～2019年12月10日現在の実績を報告いたします。 

累計は、6,056,661円となりました。（携帯電話機購入実績 スマートフォン 9台） 
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次の100年に向けた「持続的成長」ステージへ 

2020年1月1日  

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。 

当社は、2017年5月に策定した中期経営計画におい

て、2017年 度 か ら2019年 度 の3年 間 を「ト ラ ン ス

フォーメーション（事業変革）」の期間と位置付け、

「8K+5GとAIoTで世界を変える」の事業ビジョンの

下、「8K+5G Ecosystemの構築」「AIoT Worldの実

現」「グローバル事業拡大」に全社一丸となって取り

組んできました。 

①8K+5G Ecosystemの構築 

当社は、2017年に世界初の8K対応テレビ“AQUOS 

8K”と“業務用8Kカムコーダー”を商品化し、翌年の

2018年に は、8Kチューナーを内蔵した“AQUOS 

8K”の新製品を発売するとともに周辺機器を拡充。そ

して昨年、2019年には、当社の8K+5G Ecosystemの

核となる4つの新製品、具体的には8K映像の「撮影」

の裾野を広げる“小型8Kビデオカメラ”、「編集」を

可能とする“8K PC”、「伝送」の鍵を握る“5Gス

マートフォン”、「表示」の用途を広げる“120型8K

液晶ディスプレイ”の商品化を発表。今春の発売を予

定しており、もう間もなく、8K映像の「撮影」から

「表示」までの一連のバリューチェーンが世界で初め

て揃います。 

このように当社が切り拓いてきた8K市場には、現

在、日本、韓国、中国の企業をはじめとした様々な

メーカーが参入を進めており、本格拡大間近の様相を

呈してきました。今後も当社は8Kのリーディングカン

パニーとしてこの先頭に立ち、8Kテレビの販売拡大は

もとより、8K+5G関連機器を核に様々な分野で他社と

の協業を進め、医療や教育、インフラ保守、スポーツ

など、幅広い分野で当社ならではの8K+5Gソリュー

ションを次々と展開し、8K市場の拡大を力強く牽引し

ていく考えです。 

②AIoT Worldの実現 

中期経営計画の発表以降、当社は自社機器のAIoT化

を強力に推し進め、これまでに累計300機種以上の

AIoT機器を発売。加えて、スマートホームサービス

“COCORO HOME”や ク ラ ウ ド HEMS サ ー ビ ス

“COCORO ENERGY”など、新たなサービスの立上

げにも注力し、機器とサービスの両面から事業を展開

してきました。 

そして、こうした取り組

みを一層加速すべく、昨年

10月に、「COCORO LIFE

サービス事業」及び「AIoT

プラットフォーム事業」を

分社化し、より魅力ある

サービスの創出を狙いとし

た「㈱SHARP COCORO 

LIFE」と、他社との協業を

進め新たな価値を生み出す

「㈱AIoTク ラ ウ ド」を 新

設。今後は、自社の機器と

サービスとの連携のみなら

ず、他社の機器やサービス

との連携も加速し、当社ならではのAIoT Worldを早期

に実現していきたいと思います。 

③グローバル事業拡大 

この3年間、当社は、日本では商品やサービスの高

付加価値化を進め、ASEANでは、商品カテゴリーやラ

インアップの拡大、ローカルフィット商品の創出、PR

活動の徹底強化、欧州では、テレビ事業への再参入、

白物家電事業の強化などに取り組み、着実に事業を拡

大してきました。 

今後は、こうした地域における事業拡大を一層加速

するとともに、「量から質へ」の方針の下で構造改革

を推進している中国や、ブランドビジネスの本格展開

に向けた事業基盤の再構築を進めている米州において

も積極的に事業を展開し、グローバル5極体制の構築を

進めていきます。 

このように、現中期経営計画のテーマである「トラ

ンスフォーメーション」は着実に具体化しており、残

り3ヵ月、きっちりと事業変革の道筋をつけていく考え

です。そして、新たなステージ、次の100年に向けた

「持続的成長」ステージへと舵を切り、2020年の

シャープの躍進を実現していきたいと考えていますの

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。 

シャープ株式会社 

代表取締役会長兼社長 

戴 正 呉 
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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 安井 良策 
★広島ゆうゆう会第16回懇親の集い。 

11月24日(日)ザ ロイヤル

ホテル広島・リバーサイド

にて開催。総勢38名が集ま

りました。 

司会の松尾博美氏、世話人

会の方々、運営と今回も大

変盛り上がり、参加者全員

が凄く楽しい懇親の集いと

なり、又参加しますの声が

高かったです。 

内容をご紹介。 

①集合写真  ②代表挨拶 

③乾杯の音頭  

④新入会員の紹介  

⑤余興歌謡ショー(道ひろ

し)・アロハフラダンス

(全員で歌う・全員盛り上

がり)で、全員が満面な笑

顔  

⑥地区同好会の案内  

⑦全員で歌おう(音頭・松尾氏)  

⑧参加者への突撃インタビュー(司会者より参加者

５人の方々とゆうゆう会懇親の集い会の率直な感

想を聞く)本当に来て良かった、笑い・笑顔・元

同僚の話、今回は初めて参加者の女性は本当に心

の底から笑った、来年も笑いに来ます。   

⑨豪華景品付きじゃんけんぽん大会  

⑩中締め   

終了は15時30分 色々な方々の感想は「こんなに

笑った事はない」 「楽しい」「又来年参加しま

す」世話人会の方々とは「満面な笑顔」「また会

おうと笑顔で誓い合った」 

 

[山陰地区] / [四国地区]  

★今回は、特になし 

 

[岡山地区] 報告者 池田 征三郎 

★11月13日（水）49回岡山県SH-Gゴルフコンペ開催

報告させていただきました。当日、たけべゴルフ場

も紅葉シーズン真ッ只中、雲一つなく、快晴に恵ま

れ一名欠員あるも、4組15名の参加で、上位目指

し、実力者、県外参加者も奮闘プレー！ゴルフ場の

プレミアム景品と参加者の特別景品を加え、全員の

景品贈呈！！にて、盛りあがりました。 

 

 

成績は以下のとおりです。 

 

 

[福山地区] 報告者 星野 高範 

★9月24、25日秋のゴルフ会を 

  岡山作州武蔵CCで行いまし 

  た。  

★10月1日 有志で福山工場周回

市道の草刈りを実施、5名参 

加。 

★11月6日 昨秋社友会記念行事

で造園した「バラ園」の手入

れ及び追加の苗木の植え込み

を有志で行いました。4名参

加。 

★12月11日  恒例の忘年会で

す。懐かしい方も遠方から参加して頂きました。 

[山口地区] 報告者 松田 正博 

★9月26日～27日周防大島にて山口地区社友会懇親会

と魚釣り大会を実施しました。 

11名参加で昔話に花が咲きました。集合写真を撮り

忘れ残念でした。12月に忘年会を開催しました。 

社友会入会予定者3名勧誘しています。 

来年は山口地区OB会を7月に開催予定です。 

 

[関西・中部・関東地区] 報告者 伊藤 宜夫 

★近江八幡（おおみはちまん）町並み散策 

11月18日 親睦会を開催しま

した。6名を予定していました

が最終的に5名の参加となりま

した。当日は雨が降らないか

心配しましたがまずまずの天

気でした。 

10時30分近江八幡駅に集合。バスで町並みへ。その

後、散策をスタート。近江八幡は豊臣秀次が開いた

城下町です。近江商人の活躍により商人の町として

栄えた近江八幡。近江商人の屋敷を活用した資料館

や旧屋敷、町並み、NHK朝ドラ「朝が来た」などの

撮影に使われる八丁堀の水路などの見学、ロープ

ウェイで山頂へ。八幡山城の城跡から琵琶湖や安土

城跡などを見渡しました。67年の歴史を持つ大衆食

堂で賑やかに昼食とりました。最後に駅の近くの喫

茶店で話題に花を咲かせ午後3時過ぎに来年の企画を

楽しみにして現地解散しました。 

当日は平日だったこともあり観光客も少なくゆった

りした旅が出来ました。 

   

 

 

 
 

 秋のゴルフ会 

市道の草刈り 
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所 感：今回は山陰支部の提案で、むきばんだ史跡公園、白鳳の里、上淀白鳳の丘展示館、日吉津新鮮市場、

とっとり花回廊見学の日帰り旅行でした。紅葉はまだで残念でしたが、天気にも恵まれ、山陰地区 
 山澤委員長 の良い提案もあり楽しい旅になりした。     記：田井正治 

 好天に恵まれ、定時に全員（2名欠席）集まり、JR西条駅で2名、途中で2名合流し、東広島からは43名で国道

375号を一路鳥取に向かいました。途中「道の駅たかの」で休憩し、松江自動車道、山陰自動車道を経て、お昼

前にむきばんだ史跡公園に到着しました。そこで山陰の参加者および企画者の山澤さんと合流し、山澤さんの案

内で史跡公園を散策。弥生時代の生活をしみじみ感じました。ちょっと時間が短かったかな？ 

 その後、昼食場所の白鳳の里に移動し、どんぐりうどんの入った幕の内弁当の昼食をいただきました。 

昼食後、上淀白鳳の丘展示館で飛鳥時代の上淀廃寺の貴重な出土品の説明を受けました。古代の素晴らしさに感

心しきりでした。 

 次に向かったのが日吉津新鮮市場で、山陰の産物を購入し、とっとり花回廊に向かいました。 

鳥取県立フラワーパーク「とっとり花回廊」では、全員でフラワートレインに乗り園内を一周。“サルビア広

場”に感動。そして、フラワードームで熱帯、亜熱帯の花を鑑賞し、帰路につきました。 

 帰路は高速でなく一般道で、車中にて令和2年春季の富士五湖・熱海・三保の松原の旅を案内しつつ、庄原、

国道375号を経由し、皆様の協力でほぼ予定通り、事故も無くラポール賀茂に帰りました。 

 時間の関係から幹事で勝手に行程を変更したことをお詫びいたしますと共に、皆様のご協力に厚くお礼申し上

げます。また、企画頂きました山陰地区山澤委員長本当に有難うございました。 

今年の春季親睦二泊三日旅行もよろしくお願いいたします。 

令 和 元 年 （令 和 元 年 （令 和 元 年 （201920192019） 秋 季 親 睦 日 帰 り 旅 行 報 告） 秋 季 親 睦 日 帰 り 旅 行 報 告） 秋 季 親 睦 日 帰 り 旅 行 報 告   

フラワートレイン 

どんぐりうどんの

入った昼食 

早速一杯！ 

日吉津新鮮市場 上淀白鳳の丘展示館 むきばんだ史跡公園 

日 程：令和元年11月7日（木） 

行 程：ラポール加茂 ― 西条駅 ― 三良坂IC － 米子西IC － 鳥取・むきばんだ史跡公園、昼食（白鳳の

里）－ 上淀白鳳の丘展示館 ― 日吉津新鮮市場 ― とっとり花回廊 ― 国道183号 ― 日野町 ―  

日南町・道の駅日野川の郷 ― 庄原IC － ラポール賀茂 

参加者：44名（広島27名 同伴4名 鳥取1名 紅葉会12名） 

と
っ
と
り 

花
回
廊 

むきばんだ史跡公園 
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富士の雄姿を眺望する忍野
村には、国の天然記念物に
指定された8カ所の湧水池
があり、8つの池の総称で
忍野八海と呼ばれている。
富士山世界遺産の構成資産
として登録されている。 

砂嘴と呼ばれる一種の半
島。羽衣の伝説がある白砂
青松の景勝地。ここから仰
ぐ富士は日本新三景の一
つ。 

歩行者専用としては日本一長い
（全長400m）の大吊橋です。橋
の上からは富士山を臨むことがで
きます！（橋の高さは70.6ｍ）。 
駿河湾や箱根の山々など鮮やかな
景色を堪能できます。 

葛城山（標高452ｍ）
の 山 頂 へ 登 る 全 長
1,800mのロープウェ
イ。山頂から眺める
富士山と駿河湾は絶
景です。 

 

実 施 日：4月8日(水)～4月10日(金) 

集合場所：広島駅新幹線改札口 

集合時間：8時00分 

【1日目】 広島駅8:39 = のぞみ8号 = 10:55 名古屋 10:59 = こだま646号 = 12:36新富士駅 ⇒ ゆい桜 

   えび館（昼食）⇒ 伊豆の国パノラマパーク ⇒ 熱海温泉（泊） ホテルニューアカオ 

【2日目】 ホテル8：20 ⇒ 十国峠展望台 ⇒ 三島スカイウォーク ⇒ 箱根園（昼食） ⇒ 箱根駒ヶ岳山頂 ⇒  

   山中湖 ⇒ 忍野八海 ⇒ 河口湖温泉（泊） 河口湖温泉郷 山岸温泉 

【3日目】  ホテル8:20 ⇒ 西湖 ⇒ 精進湖 ⇒ 本栖湖 ⇒ 富士山本宮浅間大社 ⇒ 清水港 ～ ベイクルーズ  

   （昼食)～ 清水港 ⇒ 三保の松原 ⇒ 新富士駅16:12 = 17:43名古屋17:48 = 19:59 広島駅《解散》 

広島駅出発 

旅費：68,000円～70,000円 
       （40名参加の場合） 

 ２日目 ♨ 

河口湖温泉泊 

1日目 ♨ 熱海温泉泊 
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絵手紙 「ちょっと大きめのありがとう展」を観る 丸山 紀夫 

 11月の例会は、みだしの作品展をメンバー全員で勉強を兼ね、

観に行くことを恒例としています。本年も行って来ました。 

 応募された作品点数は6800件超、ピークに比べると及ばないの

ですが、相変わらず国内はおろか海外からも多数の作品が送られ

て来ておりました。 

 近年 応募者の高齢化などで減少化傾向を辿っているようで関

係者は気を揉んでいるようです。しかし、本年は昨年を上回り、

何とか持ち直しの兆しがあると云い、安堵していました。 

 今年の作品傾向は本年・昨年と台風や雨による災害が発生した

ため、これらを題材にしたもの、又大分のスーパーボランティア

の尾畠さんを描いたものなど上位入賞を果たしていました。 

 高校生の応募が増えているのも特長であり、新しい勢力に成っ

てくれれば・・・と関係者は期待していました。 

 

扨 当同好会としてもこれらに伍してチャレンジすべく春先には筆の里の担当者を招聘し作品づくりのポイン

トや勘どころを、マスターすべくレクチャーを受けました。そんな事前の盛り上がりもあり、13名が応募しまし

た。これは従来の2倍以上であり、当展に挑戦し始めて最も多い数字でありました。 

 9月下旬 いよいよ結果の発表がありました。奨励賞に4名の入賞です。 

入賞は単に上手く描いただけでは頂けません。他人に訴えるものがなかったら駄目なんです。そこには気持ちを

込めて描き込むと云うことです。少々稚拙な部分があっても読み手の心を動かすものがあれば評価は上がりま

す。当日も上位入賞作品をみている人のなかに涙を拭いながらみている方を見かけました。感動を呼ぶと云うこ

とでしょう。絵手紙の大きな特徴です。 

メンバーは解説者の講評を聞きながら、それぞれに自分に足りないところや参考にしたいところなど感じとっ

たと思いますが、次の作品に少しでも反映できればと願います。 

 

筆の里工房にて受賞者の記念撮影 

丸山 紀夫 川田 芙美子 稲生 妙子 平  洋子 

吉田 巡子 下村 律子 迫谷 富子 
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「世羅町・久井町」を訪ねて 歴史探訪の会 矢部 昭 

 第34回例会は「広島県

世羅町と久井町」を、参

加者19名（男性10名 女

性9名）で、11月5日

（火）に訪ねました。こ

の地域の歴史を見るうえ

で中心となるのは、なん

といっても「今高野山」

です。今高野山は800年

以上も昔の「平安時代末

期」から、「室町時代中

期」まで、約300年にわ

たって、紀州（現在の和

歌山）高野山を経済的に

支えた荘園（太田の荘）の拠点として置かれた、門前町世羅の中心寺院

です。 現在では秋の紅葉が美しいことでも知られています。（注：今

高野の「今」とは、「新しい」との意味だそうです） 

 

 世羅は江戸時代になると、石見銀山で採掘した銀を尾道の港に運ぶ

「銀山街道」の宿駅としても栄え、二つの世界遺産（高野山と石見銀

山）歴史が交差する町と言えます。我々一行は現地のボランティアガイ

ド（老男性）に案内されて、今高野山、銀山街道の史跡、大御堂（寺

院）等を２時間近く見学し、世羅の地域が中世に果たした役割を学びま

した。 

 

  

 午後は久井町を訪ね、「歴史民俗資料館」では、明治後半から昭和初期まで盛んであった、牛を売買する「牛

市（うしいち）」で使用されていた道器具、看板、帳面等の多種の展示物を館員の説明を受けながら見学しまし

た。この牛市は当時の我が国の「三大牛馬市」と言われた有名な市だったそうです。 

 

 最 後 は、「は だ か 祭

り」ではこの地域で有名

な、「稲生神社」を見学  

して、帰路につきまし

た。 

 

久井歴史民俗資料館 

今高野山での集合写真 
今高野山 

今高野山 

久井歴史民俗資料館 康徳寺 

稲生神社 

  
 

稲生神社 
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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 

 写そう会の昨年後半の主な活動内容をご報告いたします。 

 写そう会は本年も「皆様に感動をお伝えできる作品創り」に邁進するとともに、新たな被写体の発見 

や写真の描写力・表現力の向上に努めて参りますので、ご期待ください。     （写そう会一同） 

8月定期撮影会集合写真 納涼花火大会 晩 涼 納涼屋形船 

8月度：錦川水の祭典花火大会撮影会 

8月3日、岩国の錦川で開かれた「錦川水の祭典花火大会」の撮影会を9名の参加で実施しました。日本三名橋

にも数えられる錦帯橋をバックに6000発の花火が夜空を彩ります。現地には午後2時半頃に着いたのですが、炎

天下にもかかわらず早くから場所取りされていて撮影場所の確保が大変でした。何とか場所取りした後、近くの

喫茶店のご厚意で涼しく過ごさせていただけたのはラッキーでした。花火は午後8時に打ち上げが開始され、錦

帯橋や鵜飼の屋形船をシルエットに入れながら夜9時半まで花火撮影を楽しみました。  （記：辻 重樹） 

10月度：たけはら憧憬の路撮影会 

10月26日、竹原市町並み保存地区で開催された「たけはら憧憬の路」の撮影会を7名の参加で実施しました。

日暮れが迫るころ、江戸時代からの風情漂う竹原の古い町並みは竹筒から溢れるローソクの柔らかい光に包まれ

ます。嵐のJALのCM撮影が当地で行われ、全国的にも有名になり遠方からも訪れる人が多くなっています。最

初に竹原美術協会写真部作品展で皆さんの力作を鑑賞し、各々が竹灯り等23カ所のイベント、竹原やっさっさ踊

り、書道パフォーマンス等のライブイベントを精力的に撮影して回りました。（記：下重 進） 

11月度：宮島ボートレース撮影会 

11月2日、宮島で行われたプリンセス杯を中心とする女子ボートレースの撮影会を7名の参加で実施しまし

た。当日は女子のレースということもあって予想外の賑わいで、白熱したレースには多くの声援も聞かれ、スリ

リングなターンや、転覆、14万円の舟券など予想外の展開もあり、ボートレースの撮影も案外楽しいなと感じま

した。天気に恵まれた中、水面の光る波や水飛沫、その上をドリフトしながらターンするボート、ヘルメットの

中に見える真剣な顔など、参加者は高速連写で激写激写でした。    （記：末沢 公彦） 

定期撮影会集合写真 竹灯り きれいだね 

宮島ボート撮影会 熱闘レース 猛 追 
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ゴルフ ゴルフ同好会報告(222回、223回、224回） 渡邊 大輔 

 年々会員の高齢化が進み、体調を崩された方も増えコンペへの参加者が徐々に減っており寂しく思っておりま

す。さらにスコアを良くすることはとても困難なことと思います。スコアが悪くても晴天の美しいグリーンでプ

レイするのはとても気持ちがいいものです。勿論目標のスコアが出ればもっと気持ちがいいですね。会員の皆さ

ん今年も健康に注意して、長くプレイを続けましょう。  

第222回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ） 

優 勝 大畠 昌巳さん（写真中央） 

3年前の4月にこの会に参加させてもらって以来やっとこさ 優勝す

ることが出来ました。ハンディに恵まれたのが一番の理由なので、

次は実力での優勝に向けて精進して参ります！ 

準優勝 渡邊 大輔さん（写真左） 

最近ティーショットが割に真っ直ぐ飛ぶようになり、この日もOB

も少なくまとまりました。さらにアイアンに安定感のあるショットが出来るよう練習しようと考えています。 

第3位 矢野 隆志さん （写真右） 

 自分で書くのもおこがましいのですが。”最近はへなちょこショットしか打てず腐ってましたが、久しぶりに

手ごたえのあるショットが打てました。特にショートアイアン！長いクラブに満足が得られるよう頑張ります。 

第223回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ） 
優 勝 長谷 快洋さん（写真中央） 

今回の好成績は以下の相乗効果にて生まれたと思います。 

①パートナーの皆様と適度な緊張感と楽しい雰囲気の中、リラック 

 スし余分な力が抜けて無理をしなかったこと。 

②先週2日間シニアプロとラウンドしレクチャーを受けたこと。 

準優勝  林 良三さん（写真左） 

上級者に引っ張られ目標の90が出せました。白竜湖はいつもOUTの方がスコア悪いのにこの日は逆でした。 

第3位 藤原 克美さん（写真右） 

体調を崩し不本意な成績しか出せず悔しい思いの日々ですが後1年内で完全復活を目指し頑張ります。 

第224回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

優 勝 藤原 克美さん（写真中央） 

久し振りの優勝もハンディに恵まれただけで喜びもありませんが

唯一あの深いラフの中ボギー以上が無かった事が救い。本来のゴル

フの姿に戻るにはまだまだ時間が掛りますが少しずつ頑張ります。 

準優勝 神野 和彦さん（写真左） 

本年度の年会費も支払っていない状況（3月以来の参加）、それで

いきなり準優勝とは厚かましい（傍の声）、スコアの上達もなく、偏にハンディキャップに、恵まれたのみです

（パートナーと）。今後は出来るだけ多くの参加と、継続が入賞の秘訣と確信しました。 

第3位 谷口 眞貴男さん（写真右）    

 加齢の為に飛距離が落ちてきたのを少しでも回復する為に練習時の打球数を色々と変更しております。第219

回では2時間に400球以上のコメントをしましたが、現在は350球前後に削減したのが良かった様です  
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ゴルフ 

第225回社友会ゴルフコンペ（東映カントリークラブ） 

優 勝 藤原 克美さん（写真中央） 

体調を悪くし成績も悪く屈辱に耐え難いハンディの中最近少しず

つ成績も良くなって来ましたがまだまだ納得出来ておらず更に頑張

ります。 

準優勝 長谷川 正義さん（写真左） 

久振りに入賞出来てありがとうございました。ショートアイアン

がかなり正確に、ピンに寄つた結果と思います、次回も頑張りたいと思います。 

第3位 渡邊 大輔さん（写真右）    

前半INでは思いも掛けない40というスコア、残念ながら後半のOUTはいつものスコアでした。これからは1つ

のホールでの大叩きをなくす努力をしたいと思います。 

第226回社友会ゴルフコンペ（白竜湖カントリークラブ） 

優勝 沖田 憲三さん（写真中央） 

久しぶりに2回目優勝となりました。前半のハーフはいい時の実

力で久しぶりの39(IN)で回り、後半は悪い時の実力で48（OUT）

でした。今後の課題は後半の体力維持をどうするか検討中です。 

準優勝 猪飼 雅澄さん（写真左） 

今年初めから右肩の痛みで飛距離、アイアンの方向性が悪く上位

に入ることができませんでした。今日はアイアンが思ったように飛び準優勝に届きました。 

第3位 矢野 隆志さん（写真右） 

最近はグランドチャンピオン戦の権利が取れず、調子も出ないまま今年もあと2回ということで焦り気味でのラウ

ンドでした。しかしながら今回も3位止まりと1打差、残念賞でした。これもすべてドライバーイップスのせい。

次回の最終戦では、同伴者にも協力してもらい何とかしたいと思っています。  

第227回社友会ゴルフコンペ（安芸カントリークラブ） 

優勝 方山 正則さん（写真中央） 

本日は天候も良く同伴者の方々と楽しくゴルフが出来、ラッキー

にも優勝する事となり、大変喜んでいます。歳を取るにつれてスコ

アーは悪くなる中、無駄な抵抗と思える練習の成果だと思い、これか

らも皆さまと一緒に楽しむことが出来る様に頑張りたいと思います。 

準優勝 沖田 憲三さん（写真左） 

前回優勝に続き今回は準優勝となりました。アプローチとパター

良かったので来年も維持して上位めざして頑張ります。 

第3位 松見  弘さん（写真右） 

天候に恵まれ楽しくゴルフが出来ました。ショットは今一でしたが、スリーパットが無くスコアーがまとまり

ました。体調管理に努め来年もまた1年元気でプレーをしたいと思います。 

ゴルフ同好会報告（225回、226回、227回) 
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「大峰山」 登山記 菊池 明夫 山歩会 

 山歩会は令和元年最後の例会として「大峰山」三原市本郷 

高坂町の登山を行った。 

 （11月11日（月）晴れ 気温10度） 

 午前9時、山歩会メンバー18名、ドライバー1名（男性13 

名、女性6名）はスポーツセンター駐車場に集合、社協マイ 

クロバスに乗り込み国道2号⇒県道50号（本郷久井線）⇒仏 

通寺第３駐車場（登山口）のルートで本日の目的地『大峰 

山』に向かった。 

  

 心配した昨夜の雨もすっかり上がり山歩日和となった車中

で雨男と晴れ男に都合よく変身するリーダーのコース説明な

どを聞くうちに本郷のコンビニに到着した。ここで弁当を購

入して登山口のある仏通寺第３駐車場に向かった。仏通寺川

沿いの道は紅葉が始まり、雨上がりも手伝って緑、黄、橙、

赤のグラデーションが大変きれだった。 

 

10：15 観光シーズのためかバスは第3駐車場までは入れず第2駐車場

でバスを降りストレッチをした後、第3駐車場登山口まで歩き登山開

始。中国自然歩道（久井IC近くの御調八幡宮へ続く）や交差する林道を

登山道として登るが、水害のためか自然歩道が壊れたところもあったた

め予定外の林道も歩くこととなった。約1時間歩いたところで林道の分

岐があり標識がないため右、左どちらに進むか迷った。結果、少し下っ

て壊れた自然歩道を進むことにした。ここでのロス約30分、歩きにくい

道を進み登山道に戻ったが今度は急な木段の道が続く難所、ようやくな

だらかな道となったと思ったら其処が山頂であった。12：30 山頂での

昼食開始、弁当や差し入れのお菓子、ホットコーヒーのサービスで疲れ

を癒した、毎回ご馳走様、ありがとうございます。13：00 下山開始。

壊れた自然歩道は避け林道優先、途中から自然歩道に戻り下山した。

14：45 マイクロバスの駐車する第2駐車場に帰って来た。15：00 帰路

に就いた。途中リーダーと会計さんが今年最後？の奮発、コンビニで好きなものを食べさせていただいた。16：

00 出発地へ無事到着解散となった。 

 

 

 

 

山頂集合写真 

仏通寺にて 

 

休 憩 山頂目指して 山頂まじか 

 

山頂到着 下 山 下 山 
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     社友会室広島支部日直当番表            〘期間：2020年2月 ～ 2020年4月〙 

第47回SEANETコンベンション・インマレーシア報告 

 2019年11月14日から4日間、マレーシアはジョホール・バールの東海岸に面した客室1,200室を誇る豪華なリ

ゾートホテル、The Lotus Desaru Beach Resort & Spa で開かれた。 

 今回の参加者は10ケ国から46名、内日本から10名。夜の歓迎会はホテルのオープン・レストランで開かれ、マ

レーシア料理を中心としたビュッフェで食事を楽しみながら、夜遅くまで参加者達が自己紹介をし、お互いの親

睦を図りながらの楽しい歓談が続いた。 

  2日目15日大型バスに乗車してジョホールバール市内親睦を図る観光であった。19時から食事をしながらGARA

パーティーの予行演習や、好きな人はカラオケの練習などをしながら夜遅くまで歓談。私は日本から持参したコ

メット社のアンテナ・アナライザー2台を主催者に贈呈した。 

 3日目16日10:30からセミナーが始まり、私は「ハムフェアー2019出品のアンテナ・アナライザー」について講演

した。セミナーは昼食を挟んで夕方まで続き、夜の晩餐会の夕食を終え、恒例の国別のパーフォマンスが始まっ

た。日本からバイオリン演奏と全員が壇上で日本の歌を合唱した。最後にフラダンス、タイ式盆踊りで盛り上が

り会場いっぱい練り歩いた。4日目17日朝食後の会合では再来年2021年のSEANETコンベンションの開催地は全員

の賛成で上海に決定した。 

 5日目18日早朝01：40発の広島直行便で帰国する為、シンガポールへ移動、久々の中国料理を堪能して広島へ無

事帰国した。 

 

 

アマチュア無線  吉房 幸治 

SAENET コンベンション  

集合写真 



恒例の旧シャープ水源の森の立木枝打ちは、毎年秋に行っています。今回は例年より早く10月26日(土)に実施

した。社友会17名、シャープ19名、市や地区の人も合わせて総勢74名での作業だった。例年はヒノキ、山桜など

を手入れしてきたが、今回は通称スーパー松と呼ばれる大木になる種類のまだ細い成長前の松を手の届く範囲の

枝を切り落とした。前日までの雨で足が取られやすかったが、安全には十分気をつけて作業した。やや暑く汗ば

むほどだった。 

作業後は下山して集会所に集まり、具がたっぷりの豚汁と、炊き込みご飯で談笑しながら空腹を満たした。こ

れからも協力できる体力があるといいねと言い合った。 

*********  旧シャープの森吉川活動に参加  ************** 

********  健康福祉まつりくんせい出店  ************** 
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出店メンバー 燻製紹介 二つ買いました 

恒例の福祉まつりの時期がきた、昨年11月3日(日)あったか支援隊(タスカ

ル)は、得意分野で他店と競合しない燻製(くんせい)を販売。具材は、ちくわ、

チーズ、ウィンナー。  

 実際に燻製をいぶしているところをお客

様に見せたりして興味をもってもらった。  

 天気の影響で午前中の客足がやや悪かっ

たが午後に入って天気も回復し売上げが伸

びた。おやつ感覚で食べられるので、時間

帯にあまり関係なく売れるのが強みだ。 

 130食の売り上げで前回よりやや少な

かったが、売り方の工夫でもっと売れるの

ではないかと思い、今年また出店することができれば改善しようと思った。 

 

藤井 良幸 

美味しいね 

二つお買上げ 

 
シャープ社友会メンバー シャープメンバー 枝打ち 慰労会 
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山陰地区会員 市原和正   

広島支部行事予定  2020年1月～3月 

 1月24日 (金)定例役員会・ふれあいサロン会 

 2月28日 （金)新春懇談会2020・定例役員会 

 3月27日 (金)定例役員会・ふれあいサロン会 

編集後記： 令和元年も台風による災害、ラグビーワールドカップでの日本チームの大躍進等、日本各地で色々な

ことがあり、10大ニュースや流行語が世間を賑わせました。被災者の皆様の早期復興を祈念致します。 

冬の訪れと共に山茶花が咲き始め、寒さが厳しくなるにつれ木々はすっかり葉を落としてしまいました。一方、山

茶花は日々花を増やして楽しませてくれています。寒さに耐えて花を咲かせる生命力に、こちらも元気をもらって

いるような気がします。今号のhibikiにも色々な記事を寄せていただきました。投稿いただいた記事には多様な個

性があり、それが楽しみの一つでもあります。その個性をできるだけ活かすように編集している積りですが、読者

の皆さんの楽しみの一助になれば幸いです。投稿いただいた方々に感謝いたします。T.I. 

 地 区 会 員 便 り 
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 私は現在、生まれ故郷の島根県邑智郡川本町の北部にある南佐木に住ん

でいます。 

 2008年6月に定年退職、故郷に帰ってきました。 当初母亡きあと放棄地

となっていた畑を耕し、トマト・なす・ピーマンを始め、現在きゅうり・

キャベツ・大根・玉ねぎ・オクラ等に品種を増やし、新鮮で無農薬の野菜

を食べています。又、15分で行ける日本海で4月から11月はキス釣りに自

由な時間を楽しんでいます。 

 2009年12月から郵便局で、邑智

郡内の郵便物の仕分け作業のアルバ

イトをやり、又、当地区60歳代まだ

まだ若者扱いで、自治会の役員にな

り地区行事「子供の日・たうえ囃

子・夏祭り・盆踊り・敬老会・保育

所との合同ふれあい運動会・秋祭

り・収穫祭」などで毎日、時間は早

く流れます。歌(演歌)好きな人か

ら、カラオケ教室の相談を受けて、

公民館での月2回夜2時間のカラオ

ケ教室(10人前後)はスタート以来

100回以上続いています。歌うこと

は体に良いと90歳を超える方も楽

しく参加されています。朝5時前後

に多い歌番組をビデオ(シャープ製)

録画、編集し教室で紹介して、新曲

のDVD購入迄の間活用をしています。 

 

 これからますます高齢化の進む地区なので、今後も地区に貢献できれば

と、動ける間は外に出かけて、気持ちは若く持ちたいと思います。 

私の生活環境 

地区行事 

地区行事 

たうえ囃子 

カラオケ教室 

新入会員の紹介（含む移籍者） 

2019年10月1日～12月までの入会者   敬称略 

 

梶原
かじわら

 佳一郎
けいいちろう

  NO.7043  

カメラモジュール事業本部 品質保証部 

 

 


