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●今年度副支部長に沼さんが選出されました。 

去る５月１２日に開催された役員会において長い

間空席となっていた副支部長ポストに沼秀伸さん

が推薦され承認されました。 

新副支部長は支部長を補佐し、主に支部全体行事の運営を

担当頂きます。 

●地域担当に５名の方が選出されました。 

今年度方針の中で、現在広範囲に跨る地域に居住されてい

る東京支部会員の皆さんの地域に密着した情報交流を支援

する体制強化が掲げられ、次の方が役員会において推薦され

承認されました。 

北海道ブロック担当：   石倉 優さん（会員№2097） 

第１ブロック担当 ：    柿本政昭さん（会員№3256） 

 （東京・新潟・山梨・長野地区） 

第２ブロック担当 ：    北村卓士さん（会員№3038） 

 （神奈川・静岡・愛知以西地区） 

第３ブロック担当 ：    河口和幸さん（会員№4463） 

 （埼玉・群馬・栃木地区） 

第４ブロック担当 ：    矢田英雄さん（会員№1720） 

 （千葉・茨城地区） 

地域担当の具体的な役割分担については次号でご紹介しま

すが、各地域の皆さんの窓口として支部活動を支えて頂きま

す。 

●６月１３日（土）SGC活動に参加しました。 

社会貢献活動の一環として（全社ＳＧＣ（シャープクリーンク

ラブ）に現役社員とその家族に加わり、オールシャープ３４名が

千葉県習志野市にある『谷津干潟』で都市部では数少ない野

鳥の繁殖と休息地を守るため２メートルに繁茂した葦を刈り取

る環境保全活動に参加しました。 

この活動も６年前から初めて今回で１０回目になりましたが最

近ではほかの企業からの参加の申し出も増えてきたそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ブロック担当  柿本政昭さん 

「地域に密着した情報交流活動をしてゆく」旨の方

針が支部から出されました。東京、山梨、新潟、

長野地区を第 1ブロックとして私、柿本がまとめ役

をさせていただくことになりました。 

私が現役の時の上司（商品信頼性本部長中村泰三さん）がご

自身の思うところを『中村語録』としてまとめられましたが、この

中で私が最も強く印象に残っている言葉があります。それは

【知らせることは味方にすること】という一語です。こちらのことを

理解してもらうためには自分のことを知らせなくてはいけないと

いうことと理解しています。知らせることにより理解してもらい自

分の味方になってもらえるということで、情報交流の重要性を

説いておられます。残念ながら中村さんはすでにお亡くなりに

なってしまいましたが、機会があればまたお話をお伺いしたいと

思い残念です。また私が海外に勤務していた際の上司からは

「必ず返信をしなさい」と強く指導をいただきました。私が赴任

した時は、日本との連絡手段としてテレックスしかありませんで

した。ＦＡＸがようやく普及し始めた頃で、国際電話をかけてＦ

ＡＸを送受信するという（通信コストが高い）ことは制限されてい

ました。このような中でやはりお互いの情報交流が大切で、「了

解」「明日まで待ってほしい」という一言でもあれば相手方の理

解がずいぶん異なります。最近はインターネットの普及で電子

メールの利用が盛んですがこちらの状況を知らせることが重要

であることは変わらないと思っています。社友会行事や同好会

の参加不参加の連絡をはじめとして皆さんからの状況のお知

らせを発信していただけることを期待しております。 

 

編集後記  火山列島、地震王国日本。 

レベル１以上の火山が日本列島には無数に点在

していて、これらの中から次々とレベル２以上に

昇格して噴火が起きている。地震の方はというと５月末に小笠

原沖海底を震源とした地震で首都圏が大きく揺れた。直角三

角形の斜線の距離で言うと実に１２００Km を伝わってきたこと

になる。 

今国会では安全保障関連の法整備が大詰めになっている

が、集団的自衛権の解釈を巡って決着が中々付かない。 

大国中国が東南アジア諸国と起こした紛争に米国が乗り出し、

同盟関係にある日本が一緒になって中国と戦うというのか。今

からちょうど 70年前に決着した構図の戦争が役者を替えてま

た始まるのは困る。北京と東京の距離は２０００Km。大きく揺

れる日が来ないことを祈る。 

暑中お見舞い申し上げます。 

社友 Tokyo 6～7 月号をお届けいたします。2015 年度がスタートして３ヶ月が経過し、年度方針に則り役員の役割分

担や事務局体制が明確化され活動を開始しています。 

広報委員会でも方針が確認され、支部報のありかたについてやホームページについても検討を重ねています。試行錯

誤ながら当支部報の制作を続け、4 月から暫定版で掲載している社友 Tokyo ホームページも近々にリニューアル版をご案内でき

る予定です。 

 シャープの経営再建に対し、様々な報道が続いていますが、後輩の皆さんたちは歯を食いしばって再建に向け奮闘しています。 

私たちに協力できることはあまり有りませんが、せめて製品の購入や現役の皆さんと逢う機会がありましたら激励をするなど支援をし

てゆきたいと思います。 

 

 

 

                                                                           

                                                                           

                                                                          

トピックス シリーズ ブロック担当就任ご挨拶 ① 
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四季酩酊 第５９回 

青梅沈没商店街浮上大作戦川柳 

                 酒 坊 

 私は以前、本格川柳(人間を詠む)

だけでなく、公募川柳(企業川柳)にも興味があり、応

募していると書いたことがある。川柳大会は賞状や

楯が特選に抜けるといただけるが、企業川柳では金

銭や物品が貰える。さもしいと言うなかれ。勿論、卑

猥や駄洒落と言ったバレ句は作らない。真面目過ぎ

るので余り入選に至らない。公募を見ていたら、 

   全国沈没商店街浮上大作戦！川柳大募集 

全国的に疲労した商店街を洒脱な「川柳力」で笑い

飛ばし元気にしてください。『商い』をテーマにした川

柳なら何でも結構です！ 

 

大胆なタイトルで笑ったが、ご近所なので応募した。ここで 

青梅市の薀蓄を少々。 

・青梅街道は大久保長安の開設。 

・小京都は金沢、少々京都は津和野、更に青梅。 

・寺院が 63ある。隠密虚無僧の本拠地。 

・岩蔵温泉。日本武尊が東方征伐の折、傷を癒す。 

・おうめまるごと博物館として「赤塚不二夫会館」「昭和幻燈館」

「昭和レトロ商品博物館」がある。 

・「昭和レトロ」のフレーズは青梅が発祥。（大宅壮一文庫） 

・青梅駅の発車メロディは「ひみつのアッコちゃん」 

・「梅の公園」「青梅鉄道公園」

と「塩船観音寺」のつつじ。 

・青梅マラソン、御岳山。辛口

の澤乃井が旨い。 

応募した川柳が準特選に選

ばれ写真のような、「名入り句

入り煎餅」（20枚入り）をいた

だきました。 

煎餅は昭和 20 年創業の「柳丸」さん特製の「青梅せんべい」。

もうありません。全部食べました。 

船頭を任せてみよう若い人  酒坊 

  

このコーナーは居

住地域のトピック

スや会員の近況

紹介などのミニ投

稿の一部を紹介しています。 

 

分断される市川 
第４ブロック 

 

３０年前転勤で市川に引っ越して来たと

き、既に「外環道路」の計画が進んでい

て、私の最初に住んだ家（借り上げ社宅）

は立ち退き対象地域に指定されてい

た。 

しばらくすると周りの家が一つ消え、また

一つと壊して整地され金網で囲まれて

ゆく。 

住宅だけなら良いのだがそれに合わせ

てお店も消えて不便になり、街並みが

変わってきたので５００Ｍ程離れた現在

の家を購入して転居した。 

工事が始まったのは３年程前からだが、

頑強に立ち退かない家が点在していて

最近最後の２軒が立ち退いた。 

ゴルフ場に行くのに「東北道」「常磐

道」を良く利用するのだが、延びてきた

「外環道路三郷南ＩＣ」まで行くのに工事

関係車両や一般車両で渋滞し不便極

まりない。 

一方、徒歩で行く本八幡駅への近道は

工事の関係で無くなったし、ＪＲ市川駅

と本八幡駅の真ん中を分断する「外環

道路」は完成しても生活環境や景観を

損ねるが、長い間待ったのだからせめ

て完成後の「外環道路」の恩恵を受け

るまでは車を運転したい。（Ｈ） 

 

東京のホタル 
第１ブロック 

市内の古い池のある小さな公園でホタ

ルの観賞会が開催されたので行ってみ

た。 

内容は、人工飼育したホタルを大きな

籠の中に放し（100 匹前後）、それを 5

～6 個遊歩道の脇に配置して観賞して

歩くというもの。池の畔でホタルが点滅

しながら飛び交う光景を想像して行った

のでいささか拍子抜けしたが、暗闇の中

で余計なものは余り目に入らないためそ

れなりに楽しむことができた。 

元々私は郷里で幼い頃実家の近辺

で、数は多くないがホタルが飛び交うの

を見て育ったので、久し振りに懐かしい

物を見たという感覚だが、印象的だった

のは主催者の話である。 

地区自治会、環境保護団体など 5 団

体が共同で募金や市の後援を受けて、

公園の池でホタルを自生させるべく取り

組み始め今年で5年目だそうである。ご

多分にもれず資金不足で苦労している

が実現まで何んとか継続したいとのこと

であった。挨拶に立った責任者の方は

お年を召されていたが話し振りには熱が

こもっていた。こうした地道な活動には

頭が下がる思いがする。 

又見物に集まった人の数もすごかった。

勿論推定だが、午後 7 時の集合時間

過ぎでは 30 人前後、暗くなり観賞がス

タートする頃には 100 人以上に膨れ、

私が見終わってスタート地点の狭い児

童公園に戻ると人で溢れ、順番待ちの

行列は道路にはみ出しまだ延びる勢い

であった。恐らく 500 人は超えていたの

ではないか。 

過去から積極的に宣伝していたとも思

われないのに・・・（今回も行きつけのス

ーパーで手作りのチラシを見ただけ、ネ

ット紹介もなし） 

ともあれ、観賞後、少しでもこの活動の

支援になるのならばと、児童公園の入り

口に設置された募金箱に献金して会場

を後にした。 

 

因みに、東京でホタルが観賞できる所

をネット検索すると十数か所、都内は殆

ど人工飼育で、多摩川上流地区で何

か所か自然発生箇所がある。6 月後半

が最盛期だがこの記事が出る 7月上旬

ならまだ間に合う所もありそうだ。（N） 

 

随 想 

百 花 
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●活動カレンダー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 緊急連絡網アンケート実施について 

 （STML会員対象 Web アンケート） 

 先に実施したアンケート調査（３月郵送）に引き続き、今回

は STML会員を対象に緊急連絡網の必要性についてWebア

ンケートを実施致します。STML にて開始時期をご案内します

ので、お手数ですが「メンバーサロン」のアンケートコーナーを

お開き頂き、回答頂きますようお願いします。 

 （郵便会員対象アンケート調査 再） 

並行して FAX、郵送でも受付しておりますので、前回未回

答の方は同封のアンケート調査用紙をご利用ください。 

 
（ご参考：前回調査結果） 

回答数 有 無 有の比率

62 48 14 77.4%
FAX希望 48 17 35.4%

携帯メール希望 48 31 64.6%

直近回答結果

手
段

連絡網の必要性

 
● 会員フォーラム開設のご案内             

 
支部ホームページリニューアルに伴い、会員の皆さんが身近

に起きた情報や日頃の活動の紹介などを掲載する投稿コー

ナー（ブログ）を企画しています。 

会員の投稿に対し閲覧者がコメントを書き込むなど双方向の

情報流通が出来ます。原則「メンバーサロン」内の「投稿のペ

ージ」から投稿頂けます。 

（メール・郵送による投稿も検討中） 

開設時期は７月下旬を予定していますので、従来のエッセイ

コーナー「随想百花」と併せ会員の皆さんの積極的なご参加

をお待ちしています。 

 

日 スケジュール（7月） 担当 日 スケジュール（8月） 担当 日 スケジュール（8月） 担当

11 土 平和会（ひまわり） ー 1 土 カラオケ同好会（雷門） ー 22 土 歩こう会（千葉の歴史） ー

12 日 ー 2 日 ー 23 日 ー

13 月 門永 3 月 中村 24 月 河口

14 火 休 4 火 広報委員会 休 25 火 休

15 水 新里 5 水 門永 26 水 遠遊会（陣馬山・高尾山）新里

16 木 写そう会（葛西臨海公園）休 6 木 休 27 木 休

17 金 吹矢同好会（ｼｰﾊﾞﾝｽ） 成田 7 金 新里 28 金 天狗会（社友会室） 広田

18 土 歩こう会（鉄道の町） ー 8 土 平和会（ひまわり）夏休み ー 29 土 ー

19 日 ー 9 日 夏休み ー 30 日 ー

20 月 ー 10 月 とうりゅう会（投句）夏休み ー 31 月 中村

21 火 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ同好会（本八幡）休 11 火 夏休み ー 日 スケジュール（9月） 担当

22 水 橋爪 12 水 夏休み ー 1 火 支部役員会 休

23 木 WOB会（季美の森） 休 13 木 夏休み ー 2 水 橋爪

24 金 天狗会（社友会室） 広田 14 金 夏休み ー 3 木 休

25 土 ー 15 土 夏休み ー 4 金 新里

26 日 ー 16 日 夏休み ー 5 土 カラオケ同好会（雷門） ー

27 月 新里 17 月 新里 6 日 ー

28 火 休 18 火 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ同好会（本八幡）休 7 月 門永

29 水 中村 19 水 橋爪 8 火 休

30 木 休 20 木 釣り同好会（大原） 休 9 水 とうりゅう会（シーバンス）新里

31 金 成田 21 金 吹矢同好会（ｼｰﾊﾞﾝｽ） 成田 囲碁同好会（社友会室）

釣り同好会（飯岡）
10 休木

 

 

● ＷＩＮＤ（社内報）休止のお知らせ 

社内報「ＭＡＤＯ」の後継として発刊した「ＷＩＮＤ」については

諸般の事情により当面の間休止との連絡が入りました。 

残念ではありますが、会社が経営再建を果たして再び皆さん

にお届け出来る日を待ちたいと思います。 

● ホームページリニューアルのお知らせ 

東京支部ホームページ「社友 Tokyo」のホームページをリニ

ューアルオープンします。（７月中旬以降） 

新しいホームページでは 

① スクロールする事無く一覧できるトップ画面。 

② 「居住地域に密着した情報交流」の場を提供する会員フ

ォーラムの開設。 

③ 会員のご意見を伺う「Web アンケート調査」の常設。 

などを重点的に取り組みました。パソコンを見られる環境をお

持ちの方は是非一度確認ください。 

● 会員情報 

・訃報   衷心よりご冥福をお祈り申し上げます 

No. お名前 享年 ご逝去日 

2615 青山穎夫 77歳 5月 19日 

 

・新入会員の紹介    ご入会を歓迎します。 

 

No. お名前 住地域 メール 最終所属
659 加藤吉晴 八千代市 ○ 転入

6338 小田　守 野田市 ○ 情報家電
6346 上野光雄 宇都宮市 市場開拓  

  ・２７年６月末現在会員数 ６５４名 

   STML会員５２２名 同好会加入３８１名 

 

事務局便り 
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―【ダブルＯＢ会・例会】― 

●５月 28日（木）美里ロイヤル 

なんと１２名がパープレー以上の好成

績のなか、８アンダーの藤井さんが優

勝、２位に原田さん、３位に河口さんが

入賞。 

●6月２5日（木）紫 CCあやめ東 

・大気不安定との予報の中でしたが雨

にも合わず、30 名参加中 13 名がアン

ダーパーの好成績で終了しました。 

  

 ―【ＰＨＰ同好会・北海道】― 

●６月２日（火）札幌ＰＧ倶楽部 

第33回SHP同好会は、札幌市内最大

級の72ホールを有した札幌PG倶楽部

福移コースで開催致しました。お天気も

大変良く新緑の風に乗って皆さん元気

にクラブを振っていました。 

 

－【健康歩こう会・例会】― 

今年度は、これまでと異なったコース設

定をして参加者に楽しんでもらえる例会

を開催しています。 

●５月１６日（土）高尾山を登る 
一雨来そうな天候でしたが、京王「高尾

山口駅」に 29名が参集しました。修験

道の道を登るコースがあり、数名の方が

ケーブルカーを利用して先回りしまし

た。身も心も洗われた一日でした。 

●６月 18日（土） 

東京湾唯一の“無人島”である「猿島」

の島内を散策して併せて横須賀の街を

散策する事に為りました。横須賀中央

駅に 33名が集結し猿島無人島の要塞

あとなどを満喫しました。 

 

―【平和会・例会】－ 

●５月 ９日（土）ひまわり 

先月に続き、今回も役満が出ました。

（永井さん小四喜）前田さんが４戦全て

プラスの７６０００点で優勝、準優勝は

猪野さん、３位は松野さんでした。 

●６月 1３日（土）ひまわり 

35名の参加で今月も熱戦が繰り広げら

れました。最終回直前で 逆転可能な

接線でしたが前田さんが木内さんを制

して優勝されました  

 

－【写そう会・例会】－ 

●５月２１日（木）城南島海浜公園 

羽田空港の真北に位置し、飛行機撮

影には絶好の場所。楽しみに集まった

会員は１３名。北風が強く近くのＢ滑走

路でなく、遠くのＣ滑走路の離着陸でシ

ャッターチャンスが中々訪れず・・・。 

●６月１８日（金)撮影会 

京王線「高幡不動駅」に１４名が集合し

て徒歩数分の境内へ。ここは関東３大

不動尊の一つに挙げられる名刹で、あ

じさいの名所でも有名。丁度「あじさい

祭り」開催中で朝早くから大勢のグルー

プがカメラもって集まっていました。 

 

―【釣り同好会・例会】― 

●５月２８日（木）大原 

大原港より2班に分かれ釣行する。金

子会長と友達は「まハタ釣」へ、山崎さ

んと小生(沼)イサキ狙いで出船。 

●６月１１日（木）勝浦 

イサキ釣に再挑戦。前泊で朝4時ごろ

起床、5時半出船で勝浦海中公園沖を

流し釣る。金子会長一人数を伸ばし最

終的に35匹と快調、山崎さん、沼はと

もに23匹どまりで終了(撃沈です)。 

 

－【ボウリング同好会・例会】－ 

●５月１９日（火）ユアボウル 

前月３位の中野さんが２年８か月振り６

度目の優勝。準優勝の森田さんは３ゲ

ーム目にフォースを出し２００アップ賞、

ハイゲーム賞も２度目の優勝ならず。 

●６月１６日（火）ユアボウル 

１位から６位まで僅か９ピン差の混沌と

したゲーム展開。上原さんと上田さん

が、同スコア同ハンデで決着がつかず、

規定により、年長の上原さんが６年２カ

月振りに４度目の優勝を飾る。 

 

―【とうりゅう会・句会】― 

●５月作品集「世話」・・出題：保雄 

＜秀句＞ 
世話役が減って神輿が重くなり   保雄 

米軍のお世話もします自衛隊   みのる 

世話好きとお節介とは紙一重    酒坊 

大阪のおばちゃん世話好き話好き けんじ 

＜佳句＞ 

お前には世話になるまい空威張り としお 

世話好きが世話焼かすなと世話を焼き せいじ 
世話好きに見せて詐欺ですおばあちゃん 早苗 

 

―【カラオケ同好会・例会】―  

●５月２日（土）シダックス浅草雷門  

シダックス雷門クラブでの開催は３回

目。連休中にも拘わらず２５名が参加し

賑やかなカラオケ同好会で、新曲に挑

戦する会員の意気込みを感じます。 

●６月６日（土）シダックス浅草雷門 

２１名が参加、４班構成ですが部屋間

交流もあり精力的な風景です。エンディ

ングは合唱曲で締めるパターンが定着

するかも知れません。 

 

―【遠遊会・例会】― 

●５月２０日（水）～２２日（金） 

世界遺産「熊野古道」を踏破する６名

が 19日深夜バスで紀伊田辺駅へ。 

【１日目】「大日越」～「熊野本宮大社」

～熊野古道「小雲取越」～小口自然の

家(泊) 

【２日目】本命「大雲取越」に挑戦、約

15km、8時間の行程～新宮(泊) 

【３日目】熊野速玉大社→神倉神社→

(電車)→伊勢神宮(外宮・内宮)→ 

 

 

 

7月23日 季美の森

8月 休会

7月18日 鉄道の町・歴史を巡る

8月22日 千葉の歴史と文化巡り

8月8日 ひまわり<暑気払い＞

9月12日 ひまわり

7月16日 葛西臨海公園

8月 休会

7月24日 シーバンス

8月28日 シーバンス

8月 休会

9月10日 シーバンス

8月20日 大原・鬼カサゴ

9月10日 飯岡・テンヤタイ

7月21日 本八幡ハタボウル

8月18日 本八幡ハタボウル

8月10日 投句

9月9日 句会（シーバンス）

8月1日 シダックス浅草雷門C

9月5日 シダックス浅草雷門C

8月26日 陣馬山から高尾山走破

9月 休会

7月17日 シーバンス

8月21日 シーバンス

※開催日や開催地を変更する場合

　があります。予めご了承下さい。

■吹矢同好会

■WOB会＜ゴルフ＞

■平和会＜麻雀＞

■健康歩こう会

■写そう会

■天狗会＜将棋＞

■囲碁同好会

■釣り同好会

■ボウリング同好会

■とうりゅう会＜川柳＞

■カラオケ同好会

■遠遊会＜ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ・街歩き＞

 

各好会 7-8月の予定 

 

同好会の現場から 

同好会へお試し参加大歓迎!! 
皆さんは日々お仕事やボランティ

ア、地域貢献などお忙しい毎日でしょ

うが、社友会にもお出かけになりませ

んか。現在東京支部の同好会は 12 の

サークルが活動中です。 

★支部発足以来の伝統をもつ 

ダブル OB 会(ゴルフ) 平和会(麻

雀) 

★若々しい体力づくりの 


