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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
五風十雨  元号が令和に代わり昭和が遠くなった。平成に代わる時は初出の日 

に当たり、市ヶ谷駅で貰った号外を手に事務所に赴き、全ての行事が中 

止と知って半旗の掲げられた市ヶ谷ビルを後にして、同僚と皇居に記帳 

に行ったことが懐かしく思い出された。 

昭和時代にはなかった消費税が導入されたのは平成になってから。３％、５％、８％

そして間もなく１０％になるが、引き上げまでの間隔が段々短くなっているのに国の財

政プライマリーバランスの来年目標達成は遠のいてゆく。 

あの時代は預金利息で老後の生活を支えていたのに今は 2,000万用意しろと言う。 

我々だけでなく若い世代の人達にも不安が増す話だが、総理の談話にあった令和の

意味に込められた“一人ひとりが明日への希望とともに大きな花が咲く”という昭和の

高度経済成長期に経験した「未来がある時代」になる事は難しいだろうが、もう一つの

“人が美しく心で寄せ合う中で、文化が生まれ育つ”時代になって欲しいと願う。（H） 

「谷川岳 一の倉沢」 
 

谷川岳の一の倉沢の岩壁は穂高岳、剣岳と並んで「日本三大岩場」の一つに数えられ、ロッククライミングの聖
地となっています。遠遊会では昨年 10月 25日登山ではありませんが 6名の参加で眺望を鑑賞してきました。 
麓から観る風景は壮大な自然の素晴らしさを感じますが、周りの風景とは対照的に剥き出しの岩肌は荒々しく急峻
で険しい山容を見せています。 
特に、中央に岩が突き出た「オーバーハング」は多くの登山者の挑戦を拒んできたと思います。 
社友会世代の方には「谷川岳」＝「遭難」の印象が強いかと思いますが、私の記憶に強く残るのは１９６０年（昭

和３５年）に岩壁で登山者が宙吊りになり救助のすべがなく登山者の死亡を確認した後に、災害派遣された陸上自
衛隊の狙撃部隊が一斉射撃してザイルを切断、遺体を収容したニュースが今でも思い出されます。 
 １９３１年（昭和６年）から統計を開始された谷川岳遭難事故記録によると、２０１２年（平成２４年）までに８０５名
の死者が出ていて、世界各国の８０００メートル峰１４座の死者を合計しても６３７名であり、「世界の山のワースト記
録」としてギネス世界記録に記載されています。 
当時は登山技術や装備が今とは劣っていたこともありますが、１９７０年代の団塊の世代は「大学紛争」の真っただ
中にあり、そのエネルギーの一端が困難な登山に向かわせ岩壁に跳ね返されたという思いが強く残ります。 
現在、その世代が再び登山に行きブームとなっていますが、その陰で２０１８年の山岳遭難者は３１２９人（前年

比１８人増）と増える傾向にあります。各自の体力に合った登山を楽しみたいと思います。 
現在の谷川岳はロープウエイを利用して手軽に山頂に行く天神尾根ルートもあり、「天神平」では高山植物を楽し

むこともできるとのことでより身近な山になっているようです。             （遠遊会 文・写真 狩野窪） 
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社友 Tokyo 2019 年夏号をお届けします。 

本格的な夏の訪れを体感する季節となってまいりましたが、会

員の皆様におかれましては恙なくお過ごしのことと存じます。 

会社は米中貿易摩擦の影響を受けた決算内容でしたが、変

化に先んじて「量から質へ」の転換を図った結果、体質改善が

進み、増配を実現しています。 

東京支部は発足25周年を迎え、4月には記念講演や会員ア

ンケートの実施、更に支部ホームページ上で記念コーナーを

開設しました。多くの会員の皆さんの参画で盛り上げて頂きた

いと思います。今年度は25周年記念事業を中心に、引き続き

ブロック別活動強化にも取り組んでまいります。 

 

●支部総会と記念講演会を開催しました 

【支部総会】 

4月7日（日）池袋クルーズクルーズにおいて109名の会員出

席のもと第25回支部総会が

開催されました。 

沼支部長の挨拶に続き、会

社側代表として管理本部総

務部黒田課長様から会社の

近況と社内の取り組み内容

の紹介がありました。議事では第1号議案から第3号議案承認

の後第4号議案では役員の改選が審議され、新支部長に橋

爪前副支部長が選出されました。 

新任  支部長   ：橋爪 静夫氏 

     役 員    ：増本 哲夫氏 

退任  支部長   ：沼  秀伸氏（顧問に就任） 

     事務局長  ：新里 勝弘氏 

  （後任には５月開催の支部役員会で門永暁司氏を選出） 

【25周年記念講演会】 

総会後休憩を挟み、元陸上女子円盤投げ、ハ

ンマー投げ選手の『室伏由佳』氏をお招きして講

演会を開きました。 

選手時代の挫折、著名な父との葛藤やケガの

克服など興味深いお話を拝聴しました。 

【功労者顕彰＆懇親パーティ】 

第3部では25周年記念行事として、

支部運営に功労のあった成田征二

氏、成井実氏、新里勝弘氏（体調不

良により欠席）渡邉榮二氏の4名の

方の顕彰があり記念品を贈呈しました。 

続いて懇親パーティは北海道ブロック長に就任

した辻田正人さんの乾杯で始まり、和やかに歓

談のあと新会員の春日敏明さんによる中締め

で終了しました。 

 

●会員アンケート結果  

４月に実施した記念アンケート集計結果の概要を報告します。 

年代 回答数 就労中 定健受診 ｽﾏﾎ保有 LIN利用 

～64歳 16 87.5% 50.0% 100.0% 93.8% 

～69歳 22 45.5% 63.6% 81.8% 68.2% 

～７４歳 37 27.0% 73.0% 64.9% 54.1% 

～79歳 45 20.0% 66.7% 42.2% 37.8% 

８０歳～ 9 11.1% 88.9% 55.6% 44.4% 

全 体 129 34.1% 67.4% 63.6% 55.5% 

 

＜分析＞ 

①６４歳までフルタイム勤務の会員は８０％を超える。 

②６０代の会員の定期健診受診率の低いのが気にかかる。 

③スマホの普及は想定通りで SNS利用率も高い。 

④その他の設問では年賀会の開催について、全体開催が 

  40%でブロック別が 33%、交互に開催希望が 27%の結果。 

他にも参考になる分析結果が出ており、今後の支部活動に反

映して参ります。ご協力ありがとうございました。 

 

●２５周年記念サイト投稿コーナー開設 

支部ホームページ２５周年記念サイトに会員の皆さんのお持ち

の懐かしいシャープ在職時の写真を紹介するコーナーや在職

時の思い出、近況などを紹介するコーナーを開設しました。 

既に多くの投稿を戴いていますので是非ご覧いただきコメント

をお寄せください。投稿を募集中ですので、記念サイト「投稿の

お願い」の中に記載の投稿方法を確認頂き投稿して下さい。 

●災害発生時連絡網構築 

東京支部では自然災害発生時、会員の安否確認など被害状

況を把握し、速やかな対応を図るため地域ごとに連絡員を配

置して事務局との連絡体制を敷きました。 

詳細は改めてご案内します。 

●役員会レポート 

・日時   2019年 5月 7日 14：00～16：00 

・支部長連絡事項  

本部の総会に出席。新会長に嶋本敏男さんが就任された。 

・東京支部の方針徹底がありました。 

①25周年事業の展開②ブロック活動の取組み③幹事の役割

分担、3項目の方針が示されました。 

・事務局長 門永 暁司、執行役員 北村 卓士、両氏が選

出されました。 

 

●会員情報（１） 

  ・５月末現在会員数 6５1名 

   STML会員  529名  同好会加入 315 名 

   緊急連絡網 携帯メール 65名  FAX 19 名 

●会員情報（２） 

・訃報     衷心よりご冥福をお祈り申し上げます 

会員 No. お 名 前 享 年 ご逝去日 

515 小堺 淑夫 89歳 4月 17日 

3279 森  和彦 73歳 5月 18日 

・新入会員の紹介    ご入会を歓迎します 

会員 No. お 名 前 住地域 ﾒｰﾙ 最終所属 

6722 由利 徹 江戸川区 ○ ＤＰ経管 

6897 伊藤 勝紀 町田市  再入会 

6898 香川 正彦 茅ヶ崎市 ○ 再入会 

6899 岸田 哲 東金市 ○ 再入会 

6900 高場 康禎 町田市 ○ 再入会 

6901 西沢 征三 札幌市  再入会 

6902 三宅 誠 八王子市 ○ 再入会 

6903 持田 国雄 朝霞市  再入会 

6904 山村 光衛 行田市 ○ 再入会 

6905 吉町 俊明 横浜市  再入会 

7005 大倉 昌治 入間市 ○ ＳＭＪ ＢＳ 

7008 星野 洋之 板橋区 ○ ＳＥＭＣ 

7009 谷屋  誠 西東京市 ○ ＳＭＪ ＢＳ 

7010 磯元 美徳  小平市 ○ ＳＭＪ ＢＳ 
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北海道も初夏から夏へ。今年の桜前線は 4月 22日に道南に

上陸 5月 9日釧路地方の開花で終着しました。 

桜が終ると芝桜、チューリップなどと続き、6月に入ると札幌で

はライラックやアカシアの花が満開を迎え、ライラックまつり、よ

さこいソーラン祭り、札幌祭と初夏を彩る催事が目白押しで北

海道の初夏を盛り上げてくれました。6月下旬から北の国でお

なじみの富良野地方では早咲きのラベンダーが咲き始め、7

月中旬には満開を迎え、7月下旬からは札幌大通りでビアガ

ーデンがオープン、ビールの「鼻」が赤く咲き乱れ、8月中旬ま

で続きます。まもなく北海道に爽やかな夏が訪れます。 

そんな中、会員相互のコミュニケーションを深め、心身の健康 

維持を助長すべく同好会活動に活発に取り組んでいます。 

 

 

第1ブロックでは、3回目のイベントとして、2月26日（火曜日）

に「みんなで寄席に行こう」を実施しました。寄席を興行してい

る場所は、都内でも何か所もありますが、落語協会さんから、

新宿末広亭の2月中席の昼の部が面白いというアドバイスをも

らいました。参加者数は 13名と小人数でしたが寄席を楽しむ

ことが出来ました。 

時間前に末広亭前に到着したらすでに一般の入場者が列を

作って並んでいました。我々は予約していましたので、列に並

ぶことなく案内されて入場することが出来ました。公演開始ま

での短い時間で持参したお弁当を食べましたが、いよいよ開

演です。 

12時 30分から、4時 30分ごろまで約 4時間の間、演芸 

 

 

「 暑気払い懇親会 」  

■ 開 催 日   ８月２５日（日） １２時～１５時 

■ 開催場所   横浜中華街 大珍楼新館 

■ 電   話   ０４５－６６３－５４７７ 

■ 会   費   ５，０００円 

■ 申込期日   ８月１５日（木） 

皆様 夏は暑気払いです。  

従来から「やまゆり会」を軸に活動して来ましたので、 

その延長形態で暑気払い懇親会を行います。 

奮ってご参加ください。 

第二ブロック→（ 神奈川県 ＋ 静岡県 ） ＋ やまゆり会 

「 出欠登録は 社友会のＨＰ で登録出来ます。 」 

 

 

 

第３ブロックの地域密着活動として、年賀

会は合同開催、親睦会は県別開催として

おります。 

埼玉県では、「彩の会・夏季親睦会」を毎

年７月第１日曜日に開催しております。 

本年は下記の通り開催予定しておりますの

で皆様のご参加をお待ちしております。 

□開催日時：７月７日（日）１２：００～１４：００ 

□会場   ：「魚鮮水産 大宮西口店」 

    住所 さいたま市大宮区桜木町 1-55 

ホームリィ５ビル地下１F  ☎ 048-657-2777 

 

夏は短く、８月の下旬になると北海道の屋根「大雪」では紅葉

が始まり、平地でもお盆が過ぎると夜は長袖が欲しくなってきま

す。短い夏をゴルフやパークゴルフ、山や川、北海道の大自

然を相手に 50名の仲間とともにめいっぱい楽しんでいます。 

同好会日程表 7月 8月 9月 10月 

ゴルフ同好会 24日 28日 27日 9日 

パークゴルフ同好会  2日  6日  3日  1日 

マージャン同好会 17日  7日 18日 16日 

ボウリング同好会  8日 19日  9日 21日 

 

場に居たということを感じさせない、楽しく凝縮された時間を過

ごすことが出来ました。落語だけでなく、漫才、紙切りなどで久

しぶりに心から笑うことが出来たとの参加者の感想です。 

● お知らせ  第 1 ブロックではこれまで実施したイベントの

報告を社友会ホームページに掲載しています。トップペ

ージの「支部関連行事報告」の「第 1 ブロック」をクリックし

ていただくと確認できます。 

● イベント予告  第 1 ブロックでは、これからも楽しいイベン

トを計画実施してゆきます。ご期待ください。 

第 1 ブロック長  柿本政昭（3256） 

＜第 1 ブロック委員は下記の方々です＞   （敬称略） 

中村典男 （3692） 矢島五一 （4283） 

広田彰夫 （4759） 臼井輝一郎 （5188） 

 

２０１８年 暑気払い懇親会 風景 【 やまゆり会 】 

 

第２ブロック長 北村 卓士（3038） 

＜第２ブロック委員は下記の方々です＞  （敬称略） 

有田知義 （2586） 岩田明也 （2705） 

狩野窪久士（4282） 竹下正喜 （4851） 

今野武廣 （4941） 濱田慶一郎（6527） 

 

 

□会費  ：4,500円 

□幹事  ：彩の会代表幹事 木戸健二 

              事務局 阿部清三 

□申込 ：ホームページ メンバーサロンよりお申込み下さい。 

第３ブロック長 河口 和幸（４４６３） 

携帯 090-5550-5464                    

  <第３ブロック委員は下記の方々です>(敬称略)            

木戸 健二（２３５８） 朝子 正和（５０１７） 

阿部 清三（２４１３） 吉川 隆広（５３１０） 

有川 顕（２４４２） 菅原 澄男（５８３８） 

鈴木 敏夫（４１９９）  

第一ブロック 

第三ブロック 

第二ブロック 

北海道ブロック 

（３）第 1１４号                社友Ｔｏｋｙｏ                       ２０１９年 夏号 

 ブロック便り 



          
 

６月４日（火）ブロック委員会が開催され、今年度の活動方針

を審議しました。昨年度は秋に BBQ大会を開催し盛り上がりま

したが、今年度は更にイベント回数を増やし

て、会員相互の親睦を深める場を提供する

こととしました。 

〔ブロック活動計画〕 

■納涼祭（7月） 

開催日 ：7月３０日（火）１２：１５～ 

場 所 ：サッポロビール千葉ビール園 

（ＪＲ津田沼、新習志野各駅からシャトル 

バスを運行） 

会 費  3,５00円 （ジンギスカン鍋・フリードリンク） 

申 込  メンバーサロン第 4 ブロック行事から申込み下さい。 

  （アクセスなど詳細は案内をご確認ください） 

 

 

 

四季酩酊  第 132回 

 

めがねを誂える   酒坊 

 

しゃれたメガネが欲しい、という妻に付き

添って、八王子のちょっと高級な眼鏡屋に

出掛けた。 

眼鏡の歴史は古い。小学６年で黒板が

見づらくなり一番前に席を置かれ、中学でめがねを掛けはじめ

た。眼鏡に対する黒歴史は枚挙にいとまはない。ちょっと目を

閉じて回想する。 

学校で行われる検眼は屈辱だった。５メートルの位置で視

力表の一番上が判別できない。「はい。前に行って。」視力表

が1メートルで分かり、0.01と言う宣告がなされた。表を暗記し

たこともあるが、差し棒の先端が見えないのだから無駄だった。

笑い話にもならない屈辱である。プールの授業で困った。眼鏡

を掛けて飛び込むわけにいかない。 

高校の夏休みに、色気づいたのか、憎いメガネとオサラバと、

コンタクトレンズを親にねだって作りに行った。出来たのを嵌め

ると目が痛い。高い金を出して貰ったのに痛すぎて数日で止

めた。ハードで厚みもあったが、目の質も弱かったのである。 

社会人になっても数えきれない。函館勤務の冬の夜、泥酔

して転んでメガネを飛ばした。雪が降っていた。0.01 の視力で

はだんだん積る新雪に探すのは不可能だった。横浜か川崎勤

務の頃、社員の家族たちと海水浴に行った。海を見て、「わあ

ー海だ」とはしゃいで走って行ったら大波が来て、メガネを波に

さらわれた。探せるわけがない。車で来ていたので仲間の社員

に運転して貰い、帰途についた。この時は長男も一緒だった。 

近眼ほど不便なものはない。 

妻について行くだけの眼鏡屋であったが、読書用・パソコン

用を買ってしまった。それ用もあるにはあったが、見えにくくなっ

ていた。近視と老眼とのバランスが変わっている。特に本の字

が読めない。家では裸眼で見ていたが。移動の電車の中で無

様な姿を見せたくはない。だから、読書量がめっきり減った。と

いうよりも、皆無に近い。 

これからは、さくさく読めるような気がしてうきうきしている。 

 

    
 

 

会場ではビール工場見学や係留

中の第三代目南極観測船「しらせ」

の見学も可能です。（ホームページ

で確認ください） 

夏休み中ですからご家族での参加もお待ちしています。 

■千葉港めぐり＆ポートタワー（案）   （10月） 

秋には千葉港クルージングとポートタワー入場を案として企画

中です。他にも意見がありましたら反映して参りたいと思います

のでブロック委員までお寄せください。 

第 4 ブロック長 矢田英雄（1720） 

＜今年度のブロック委員は下記の方々です＞ （敬称略） 

吉田富夫 （3457） 渡部 大  （4050） 

寉岡芳夫 （5034） 豊田和行 （5390） 

門永暁司 （6007） 増本哲夫 （6091） 

松島 理  （6306） 黒田利明 （6547） 

 

 
４月７日開催の東京支部総会において支部長に

選出頂きました橋爪静夫でございます。 

２０１３年からスタッフとして支部運営に携わって参りましたが、

今までとは違い先頭になって支部運営をすることに緊張と戸

惑いを実感しています。前支部長の沼さん（現顧問）、成田顧

問の支部長経験者にご指導を仰ぎ、支部役員の皆さんにご

相談をさせて頂きながら、微力ではございますが、「魅力ある

社友会」づくりに邁進してまいりたいと思います。 

当面の課題は会員の拡大ですが、先の会員アンケート結果に

あるように定年を迎えても継続して働く方が大半です。 

今年定年を迎える社員は全国で 600 名、内幕張総務管内で

は 120 名とお聞きしており、年数回実施される退職手続き説

明会などの機会に支部の担当幹事の皆さんが呼びかけをして

おりますが、残念ながらここ数年の入会率は１割程度で推移し

ています。これは先に述べたように再雇用、再就職の道を選

ぶため、社友会入会の門が閉ざされていると思います。 

その為に次の二つのテーマに取り組んでまいります。 

１．フルタイム勤務でも社友会活動に参加できる仕組みづくり。 

２．再就職等で入会を見送る方への一定期間情報提供。 

以上簡単ではございますが就任のご挨拶とさせて頂きます。 

 

 

よろしくお願いします 

 
                   7009 谷屋 誠さん 

「6月より東京支部に加入させて頂きました谷屋誠です。 

1983年シャープ(株)入社。シャープビジネス(株)を皮切りに 

国内 BtoB事業に 36年間携わらせて頂きました。 

2011年以降はシャープドキュメントシステム(株)を担当させて 

頂き、シャープの経営危機の中、複写機事業の売却憶測報

道、ｼｬｰﾌﾟシステムプロダクト(株)との統合、シャープビジネスソ

リューション(株)の舵取りと様々な重責の中、皆様を始め多く

の取引先や社員の方々にたくさんのご支援を頂き、今日も

BtoB事業がシャープの中で成長事業の一つにあるのは私にと

って大きな喜びです。 

これからも諸先輩方から様々なご教示を賜り、微力ではありま

すが会社の発展に貢献できるよう努力して参ります。 

今後とも宜しくお願いします。」 

 

第四ブロック 

随 想 百 花 
社友東京・日々是好日 
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◇第 18７回 紫あやめ西   4/2５ （晴後曇り）参加２５名 

平成最後の月例会は春の名残の八重桜が咲くコースで開催

されました。プレイ展開はあやめの難しいグリーンを読み切った

堀川さんが優勝。ベスグロ賞は寉岡芳夫さん、当日賞には松

田正昭が獲得されました。 

入賞者は下記の通り  

順 位 お 名 前 グロス HC ネット 

優  勝 堀川  伸 81 19 62 

準優勝 有川  顕 89 25 64 

3  位 小山 正夫 88 24 64 

◇第１８8回 坂東ゴルフクラブ  5/24 （晴れ）参加 14名 

令和になって最初の例会は参

加者 14名と少し寂しい例会と

なりましたが、絶好のゴルフ日

和に恵まれ全員楽しくプレイア

ウトすることが出来ました。HCの

差で吉田勲さんが優勝です。 

入賞者は下記の通り 

順 位 お 名 前 グロス HC ネット 

優  勝 吉田  勲 87 21 66 

準優勝 藤本 典之 87 18 69 

3  位 高木 米雄 94 24 70 

◇今後の例会案内 

  8月 お休み 

190回 9月２6日 坂東ゴルフクラブ 

191回 10月 24日 紫ＣＣあやめ西 

 

 

・4月例会で 30年度後期と通期の

各種表彰を行い平成最後の年度の

締めくくりを行うと共に新年度のスタ

-トを切りました。 

・5月例会は支部25周年記念行事

の一環として、特別賞を設定し盛り

上げを図りました。会としても市ヶ谷で 9名の会員で発足して

以来 22年、260回目に当たります。今では会員数は 43名ま

で拡大し、毎回高い参加率が続いています。今後も、高齢化

や会場確保などの課題はありますが、老化防止策と娯楽を兼

ね備えた麻雀を健全・気楽に楽しめる同好会として、更なる発

展を期して行きます。 

・6月例会冒頭、先般ご逝去された森和

彦さんに全員で黙祷 、一方、療養中だ

った新里勝弘さんが半年ぶりにお元気で

復帰されました。 

■直近例会入賞者（敬称略・カッコ内は

参加者数） 

 4月（35名） 5月（34名） 6月（33名） 

優 勝 松村政行 堀川 伸 仲澤邦彦 

準優勝 西口孫一 小澤 馨 米田 勝 

三 位 杉江孝夫 黒田利明 松村政行 

■今後の例会案内 

第 262回 7月 13日 四馬露 

第 263回 8月 3日 四馬露（暑気払い） 

第 264回 9月 14日 四馬露 

 

 

 

◇第 226回例会（八王子千人同心から多摩御陵へ） 3/30 

花冷えする晴の中、天皇退位で話題の天皇御陵在る大正天

皇の多摩陵（たまのみささぎ）、昭和天皇の武蔵野陵（むさし

ののみささぎ）に参詣しました。徳川家康公の江戸入府で組織

化された八王子千人同心も有名、南浅川沿いの桜の満開を

期待しましたが、まだ、咲き始めの頃でした。 参加 24名                    

◇第 227回例会（西郷どんゆかりの地を訪ねる）  4/20 

平成最後の例会開催で、快晴にも恵まれ、昨年 NHK大河ドラ

マ放映の「西郷どん」 が江戸・東京で活躍したゆかりの地 9ヶ

所を巡りました。功績や生き様が垣間見えました。参加 37名

◇第 228回例会（草加宿の街並みを巡る）      5/18 

「令和元年」幕開けの例会は、快晴の中、「日光街道第 2番

目の宿場町」「草加せんべいの街」「松尾芭蕉像・奥の細道」

で有名な草加市を歩きました。老舗の「いけだ屋さん」で「おせ

んべいの手焼き体験」を実施し楽しみました。   参加 23名                         

◇第 229回例会（白金台の今昔を巡る）         6/15 
非常に強い風や雨の予報が出されたため、中止としました。 

◇4月特別例会（豊洲市場社会科見学） 2回  4/16・22 

昨年 9月築地市場が閉鎖、10/11日に開業した最新設備の

豊洲市場を、専門のガイドさんの案内で、2回の日程に分けて

歩いて見学しました。貴重な体験でした。   参加合計 29名 

◇今後の例会案内 

230回                               7月 20日 両国・隅田川の「花火」を巡る 

2３１回 8月 24日 のぼうの城の舞台・行田巡り 

232回 9月 21日 お台場で最新科学を体験 

233回 10月 19日 里山ガーデン＆よこはま動物園ズーラシア 

 

 

<月例会>3月 29日(金) 上野公園 参加者 17名 

花冷えの風が吹くなか、満開の桜を求めて混雑する

桜通りをカメラ片手に散策。真冬並みの気温に体が

冷えて、急ぎ懇親会場へ移動。ガスコンロでカニみそ

を焼きながら熱いお酒と旨い料理で、会員の米寿祝

いを兼ねた懇親会は大いに盛り上がりました。 

<月例会>4月 18日(木) 新宿御苑 参加者 9名 

快晴に恵まれ絶好の撮影日和でした。御苑には何度も訪れて

おり、勝手知った苑内を自分好みの被写体を探しての撮影会

となりました。歩き疲れた後は懇親会場へ、飲み放題付きの

料理と気心知れた仲間との懇親は３時間にも及びました。 

<月例会>5月 16日京成バラ園 参加者 13名 

素晴らしい五月晴れのなか、バラの撮影を楽しみました。園内

は高額の入園料に見合うだけの美人ぞろいのバラで埋め尽く

され、撮影には絶好の場所でした。天気が良すぎて夏を思わ

す暑さに、冷えたビールが嬉しい懇親会でした。 

<月例会>6月 20日(木) アンデルセン公園 参加者 14名 

梅雨の合間の曇り空、人気上昇中のアン

デルセン公園(65歳以上無料)での開催で

す。風車でお馴染みの公園ですが、今の

暑い時期、ワンパクゾーンは水遊びに興じるチビッ子達で賑わ

っていました。懇親会は初めてのバーベキュー。デンマークビ

ールで乾杯、肉や野菜を焼きながら楽しい懇親会でした。 

■今後の予定 
7月 18日(木) 等々力渓谷   (8月 休会) 

9月 19日(木) 宇喜多公園＆行船公園 

10月 17日(木) 昭和記念公園 
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ＷＯＢ会 健康歩こう会 

写そう会 平和会 

同好会便り 



 

 

3～6 月例会状況 

1月から会場を日本将棋連盟、千駄ヶ谷将棋会館道場に変

更しました。昨年大幅に減少し

た会員数も 5前の 13名に近

づき 10名です。何より参加率

が高く 90～100％で活気が見

られ良い方向に向いています。

皆さん勝ち負け関係無く将棋

を楽しんでいます。時々悪手

を放ち大声を上げるのは天狗

会員のみ。他のお客さんは(特

に小学生)我々より棋力上で

静かに対局しているので大

声は目立ちますが、何ら

注意はありません。日本将

棋連盟も 2024年まで建

物を移転とのニュースがあ

りましたが、千駄ヶ谷近辺

で探しているとのことで安

心しました。楽しい会です。

お試し参加大歓迎、ご連

絡をお待ちしています。 

◇今後の予定  

207回 7月 24日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

208回 8月 28日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

209回 9月 25日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

210回 10月 23日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

 

 

 

■第 165回（3月 19日）ラウンドワン 

優  勝 佐藤初雄 598点 

準優勝 田沼 稔 582点 

３  位 北村卓士 583点 

佐藤さん1年8ヵ月ぶり6回目の優勝 

■第 166回（4月 16日）本八幡ボウル 

優  勝 小針武夫 571点 

準優勝 小澤基基 559点 

３  位 北村卓士 553点 

小針さん３年ぶり５回目の優勝。 

■第 167回（5月 21日）青戸ボウル 

優  勝 北村忠夫 652点 

準優勝 上原 稔 619点 

３  位 土屋 豊 605点 

北村さん１年 5 ヵ月ぶり 7回目の優勝。 

■第 168回（6月 18日）青戸ボウル 

優  勝 土屋 豊 610点 

準優勝 北村卓士 556点 

３  位 小澤基基 554点 

土屋さん 10 ヵ月ぶり 9回目の優勝。 

■今後の予定 

第 169回 7月 16日（火） 青戸ボウル 

第 170回 8月 20日（火） 品川プリンスホテルボウル 

第 171回 9月 17日（火） 品川プリンスホテルボウル 

第 172回 10月15日（火） 会場未定 

 

 

 

 

★ 第二回目の温泉一泊例会を行い

ました。 

６月１３日、１４日の両日、上野から直

通バスにて熱海温泉ニュー富士屋ホ

テルにて、参加者１１名で行ってきま

した。 

当ホテルには１１階の本館最上階に

１００名くらいが対局でき、プロのイベ

ントも開催される大きな会場があり宿

泊客には２４時間無料で開放されて

いています。 

会場からは初島が浮かぶ相模湾が

一望できる景色も売り物の一つです。 

昼過ぎにホテルに到着しすぐに対局

を始め、翌日も帰るまで囲碁三昧で

堪能しました。 

夜はカニの食べ放題とバイキングで大満足、大変楽しい例会

となりました。 

一度覚えたら生涯続けられる趣味として地域の同好の仲間も

できます。お試し参加大歓迎ですので事務局までお気軽に連

絡ください。 

◇今後の予定 

第 215回 7月 11日 

日本棋院  

有楽町囲碁センター 

第 216回 8月 8日 

第 217回 9月 12日 

第 218回 10月 10日 

 

 

熱を帯びた戦いを繰り広げています‼ 

日本一暑い日もありましたが、春から好天が続いて今は北海

道らしい初夏を迎えています。そんな中パークゴルフ、ゴルフ

同好会をはじめ各同好会会員は益々熱を帯びた戦いを繰り

広げています。そんな同好会の開催情報をお伝えします。 

パークゴルフ同好会 

4月２３日 メイプルパークゴルフ場 参加 21名 

5月 7日 いしかりパークゴルフ場 参加 21名 

ゴルフ同好会 

4月 24日 グレート札幌カントリークラブ 参加 16名 

5月 22日 ハッピーバレーゴルフクラブ札幌  参加 19名 

ボウリング同好会 

4月 8日 サンコーボール 参加 11名 

5月 13日 サンコーボール 参加 13名 

マージャン同好会 

4月 17日 サンコーボール 参加 20名 

5月 15日 サンコーボール 参加 20名 

 成績（敬称略）               

順位 4月 17日 5月 15日 

優勝 柴田靖則  吉田和敏 

準優勝 延原章生 小幡俊夫 

3位 井上朋樹   小野晴彦 

４月度優勝 柴田さん（中央）準優勝、延原

さん（左）3位、井上さん 
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■ 新年度に入り５月には外に出ての吟行を実施

しました。場所は葛飾柴又帝釈天です、柴又

駅前ではカバンを持ち雪駄履きの寅さんのお

出迎えを受け帝釈天（題経寺）へ続く表参道の商店街を

あれこれ見比べ（草団子？）お寺の境内へ、句の題材を

浮かべつつ→映画「男はつらいよ」の寅さん記念館へー

ーー映画のセットやマドンナさんの写真に出会い寅さん気

分に浸った後は表参道の手打ち蕎麦屋で蕎麦と飲み物

で句会でした。 では会員の吟行句を紹介致します。 

名物の鰻横目にソバすすり     (みのる・成井) 

草だんご迷うとらやか高木屋か   （せいじ・成田） 

団子屋に寅さん居るかのぞき込む （としお・森野） 

寅さんが現れそうな記念館     （酒坊・ 上原） 

寅さんが出迎えてくれありがとう   （ヨシ ・ 嶋 ） 

生き様がフーテンの寅言い得てる  （小結・小松） 

新緑の中にそびえる帝釈天     （のぶこ・小泉） 

寅さんの産湯これかと手を洗い   （ 早苗先生 ） 

■「とうりゅう会」へのご案内 

楽しみは頭ひねって五七五 

  あなたも川柳をかじってみませんか、投句から OKです 

  奇数月は幕張事務所で句会・偶数月は課題句の投句

です、又大阪と東北の会と合同句会も開催しています 
■今後のスケジュール 

第１３６回  7月９日 句会（幕張事務所） 

第１３７回  8月１５日 投句 

第１３8回 ９月１０日 句会（幕張事務所） 

 

 

＜２月例会＞２月２７日（水）  

（第３３回）「河津桜を観賞しよう」 

今回は旅行会

社のバスツアー

に便乗し河津

桜の本場伊豆

河津町で河津

桜を楽しむツア

ーに１１名（内、

ゲスト２名）が参

加しました。 

先ずは「沼津フ

ルーツパーク」

で３０分食べ放題の「いちご狩り」を満喫、その後の昼食は今

回のツアーのもう一つの目玉である「金目鯛の食べ尽くし御膳」

を堪能しました。 

腹ごしらえができ一路、河津を目指しバスで向かい、河津名物

の「ループ橋」を降りる頃には河津桜も車窓から見え、暫くして

駐車場に着きました。河津桜は早咲きの薄紅色の花をつけ今

は各地で植えられていますが、その原木が今でも元気に民家

の庭で満開の花を咲かせていました。 

河津川の堰堤沿いは桜のトンネルができ、下には菜の花が咲

き多くの人が行き交い、露店も賑わいを見せていました。 

花も食も一度に楽しんだ一日でした。 

【今後のスケジュール】 

５月２９日（水） 城ヶ島散策（雨天中止） 

７月２４日（水） 城ヶ島散策 

 

 

カラオケ同好会からのお知らせです。 

本会は狭くて暗かった「カラオケマック     

上野広小路店」の会場問題を解消 

すべく、「カラオケパセラ 上野公園前店」 

へスムーズなバトンタッチが出来ました。 

今期の当初より新たなスタートになりました。 

利用料金は少々高くなりましたが、明るい部屋、格式の高い 

部屋になって会員の皆様から好評を得ております。 

会員数は前年度とほぼ同数ですが、月々の例会参加率を 

高めるべく、カラオケパセラ側とタイアップして毎月の例会時 

のサプライズ（誕生月プレゼント）を採り入れました。 

併せて年間出席率を高める精勤賞制度も継続中です。 

お試し参加、大歓迎ですので、気楽にご参加ください。 

■直近の例会結果 

＜０３月例会＞ ３月２日（土） カラオケマック上野広小路店 

カラオケマックで最後のお別れ例会でした。   （２５名参加） 

＜０４月例会＞ ４月６日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

新しい場所で期待を込めた例会になりました。  （２４名参加） 

＜０５月例会＞ ５月４日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

部屋の使い勝手、リモコン方式にも慣れて。   （２６名参加） 

＜０６月例会＞ ６月１日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

参加者は増えてないが、元気な例会でした。  （２２名参加） 

■今後のスケジュール 

＜０７月例会＞ ７月６日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

＜０８月例会＞ ８月３日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

＜０９月例会＞ ９月７日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

 

 

 

■活動場所が変更になっています 

・日本スポーツウェルネス吹矢協会 

 錦糸町教室 

・場所：東京都江東区江東橋 2-3-7 倉持ビル第一 3階 

・JR総武線、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口徒歩 6分 

■一泊二日の合宿を実施しました 

・吹矢協会認定研修所「浪川荘」

（房総・九十九里）において８名

参加の合宿を実施しました。 

一日目：６月４日（火）１２時４５

分 JR 総武線市川駅南口集   

合。浪川荘からの迎えの車に乗

車、一路九十九里へ向かう。 

 到着後、暫時休憩し１５時３０

分～１７時３０分まで各自の課

題に対してビデオ等を参考にし、

研修を行う中で、２名の昇段認

定テストやゲーム会を実施しま

した。海の幸料理の夕食に舌

鼓を打ち、二次会へと流れ、反省と共に一層の懇親を深めま

した。 

二日目：朝食後、昨日に引き続き午前中練習を行う。 

■今後の練習スケジュール（錦糸町教室） 

7月 19日（金） 12時 50分集合  13時～15時 

8月 16日（金） 〃 〃 

9月 20日（金） 〃 〃 
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各同好会の日程については変更することもあります。 

詳しくは支部ホームページ「メンバーサロン」の例会案内を確認下さい。 

日 曜 ８月 当番 日 曜 ９月 当番
1 木 1 日

2 金 沼 2 月 増本

カラオケ同好会（パセラ上野公園前） 3 火 執行役員会

平和会（四馬路）/暑気払い 4 水

4 日 5 木

5 月 増本 6 金 沼

6 火 7 土 カラオケ同好会（パセラ上野公園前）

7 水 8 日

8 木 囲碁同好会（有楽町） 9 月 門永

9 金 渡部 10 火 とうりゅう会（幕張事務所）/句集発刊

10 土 平和会（四馬路） 11 水

11 日 山の日 12 木 囲碁同好会（有楽町）

12 月 振替休日 13 金 渡部

13 火 とうりゅう会（投句） 14 土 平和会（四馬路）

14 水 15 日

15 木 16 月 敬老の日

16 金 吹矢同好会（錦糸町） 17 火 ボウリング（品川プリンスＨボウル） 吉田

17 土 18 水

18 日 19 木 写そう会（宇喜多公園＆行船公園）

19 月 吉田 20 金 吹矢同好会（錦糸町） 中村

20 火 ボウリング（品川プリンスＨボウル） 21 土 歩こう会（お台場で最新科学を体験）

21 水 22 日

22 木 23 月 秋分の日

23 金 広田 24 火 橋爪

24 土 歩こう会（のぼうの城の舞台） 25 水 天狗会（将棋会館）／遠遊会（石老山）

25 日 26 木 ＷＯＢ会（坂東）

26 月 橋爪 27 金 広田

27 火 28 土

28 水 天狗会（将棋会館） 29 日

29 木 30 月 増本

30 金 成田

31 土

3 土

日 曜 １０月 当番 日 曜 １１月 当番
1 火 広報委員会／HP運営委員会／執行役員会 1 金 沼

2 水 2 土 カラオケ同好会（パセラ上野公園前）

3 木 3 日 文化の日

4 金 沼 4 月 振替休日

5 土 カラオケ同好会（パセラ上野公園前） 5 火 執行役員会 増本

6 日 6 水

7 月 増本 7 木

8 火 8 金 渡部

9 水 9 土 平和会（四馬路）

10 木 囲碁同好会（有楽町） 10 日

11 金 渡部 11 月 門永

12 土 平和会（四馬路） 12 火 とうりゅう会（幕張事務所）

13 日 13 水

14 月 体育の日 囲碁同好会（有楽町）

ボウリング同好会（会場未定） 写そう会（14～15富士五湖1泊）

とうりゅう会（投句） 15 金 吹矢同好会（錦糸町） 中村

16 水 16 土 歩こう会（代々木上原～下北沢）

17 木 写そう会（昭和記念公園） 17 日

18 金 吹矢同好会（錦糸町） 中村 18 月 吉田

19 土 歩こう会（里山ガーデン＆ズーラシア） 19 火 ボウリング同好会（会場未定）

20 日 20 水

21 月 吉田 21 木

22 火 即位の礼 22 金 広田

23 水 天狗会（将棋会館） 23 土 勤労感謝の日

24 木 ＷＯＢ会（紫あやめ西） 24 日

25 金 広田 25 月 橋爪

26 土 26 火

27 日 天狗会（将棋会館）

28 月 橋爪 遠遊会（鷹取山/磨崖仏）

29 火 28 木 WOB会（東武藤が丘）

30 水 29 金 成田

31 木 30 土

27 水

15 火 門永

14 木
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