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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
五風十雨  新型コロナウイルスが猛威を振るっている。発生元の中国では数万人 

規模で感染が拡がり終息が見えないがよそ事ではない。日本発着の大 

型客船で感染者が拡がり 3700人もの乗客・乗員が下船を足止めされ、 

逃げることもできず密室で待った私らと同じ年配者たちが気の毒だった。 

足止めといえば中国政府の規制で訪日観光客が減り、日本各地は大打

撃を受けている。今や年間1000万人もの中国客で潤っているのだから影響も大きい

ことだろう。17年前同じ中国で発生した SARS コロナウイルスの時は対岸の火事だっ

た。当時の中国は貧しく海外旅行どころではなかったし、世界でも存在感は薄かった

が今や第 2位の経済大国で「中国がくしゃみをすれば日本が風邪をひく」間柄になっ

ている。もう発生から 75日になるから「人の噂も・・・」ではないが早く終息して、こちら

も同じ時期に国会で追及が始まり、終息を待つ何方かに代わり、「さくらを見る会」を

気兼ねなくマスクを外して「前夜祭」無しの会費制で開きたい（H） 

はやぶさ２帰還へ期待！ 
オリンピックが終われば年末に世界中が期待するイベント「はやぶさ２の地球への帰還」があります。小惑星「リュウグウ」から

サンプルを持ち帰り、太陽系の起源・進化の解明や生命の原材料物質を解明されることが期待されています。 

1954年、東大の糸川博士によるペンシルロケット研究から始まった日本の人工衛星・探査機の歴史は、2014年 12月 3

日に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ２」と受け継がれています。1970年 2月 11日に日本最初の人工衛星として打

ち上げられた「おおすみ」の重量は 24㎏でしたが今や 4 ﾄﾝを越えるまでとなりました。 

「はやぶさ２」は打ち上げから約 3年半かかり、地球から 2.4億ｋｍ離れた小惑星「リュウグウ」へ到着し、約 18 ヶ月の滞在

をしました。この間 2019年 7月 11日に 2度目の着地に成功し、着地場所は目標からわずか 60㎝しか離れていなかったと

言われています。日本の高い技術力に世界が驚きました。その「はやぶさ２」が昨年末 2019年 11月 13日に「リュウグウ」を

離れ、１年余りをかけて、今年 11月から 12月に地球に戻って来ます。生命の起源にも迫る「サンプル」を抱えて今地球を目

指しています。世界の科学者がその帰還を待ち望んでいます。新しい発見の発表が期待されています。楽しみですね。  

                           （健康歩こう会 文・写真 有田知義） 



 

 

 

社友 Tokyo 2020 年春号をお届けします。 

水ぬるむ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思います。 

東京支部では今年度支部発足25周年を迎え記念事業を展

開してまいりましたが、皆様のご協力により無事終了することが

できました。紙面を借りて御礼を申し上げます。 

新年度からは当支部の新たなステージに向けて諸課題に取り

組んでまいりますので更なるご支援をお願いします。 

会社も様々な要因により先般昨年5月に公表した売上高予

想の下方修正をしましたが、それでも増収増益の確保に向け

て追い込みをしています。健闘を祈りたいと思います。 

 

●2020年年賀会を開催しました 

1月18日（土）11：３０～ 会場：パセラリゾーツ上野公園前店 

首都圏地区では昨年各地区に分かれての

年賀会でしたが、今年は25周年ということも

あり全体行事として開催しました。当日は朝

からみぞれ交じりの寒い天候となりましたが、

上野公園前という交通の便の良い新しい会

場に１１１名の参加を頂き盛会裡に終了す

ることができました。 

橋爪支部長の新年の挨拶に続き、来賓のシャープマーケティ

ングジャパン㈱常務取締役 ビジネスソリューション社社長の

山崎公人様からスクリーンを使って会社の近況、事業組織と

それぞれのビジョンや中期取り組み方針につ

いて約30分に亘りお話を頂きました。 

①国内販社 SMJの分社経営について 

②シャープ本

体の経営状

況について 

③事業ビジョ

ンと組織について 

④協業による新分野への進出

⑤業績を回復した理由 

続いて行われた懇親会では年男を代表して小澤基基さんの

乾杯の発声でスタートして和やかな歓談が

始まりました。 

会社側から組織のことや懐かしい創業者の

唱えた「5 つの蓄積」に改めて取り組んでい

ることなどを聞き、良かったとの声も聞かれ、

美味しい料理とお酒であっという間の 2時間

が過ぎ、沼顧問の中締めで散会しました。 

 

 

 

●令和 2年度支部総会のご案内 

令和２年度東京支部総会を開催します。詳しくは同封の案 

内状をご確認頂き、下段の申し込み欄を社友会事務所に

FAX または郵送頂くか支部ホームページ「メンバーサロン」を

開いて「全体行事」から参加申し込み ください。 

◇日 時  ４月 ４ 日（土）１０：００ 受付 開始 

◇会 場  池袋サンシャイン５８ F クルーズクルーズ 

◇会 費  ４，０００円 

総会終了後懇親会を予定しています。 

●令和２年度年会費・同好会会費振込みのお願い  

今回お届けした情報便同封の振込み用紙で令和２年度の年

会費・同好会会費を期日までにお振込みをお願いします。  

振込み期限：4月15日  

金  額  

東京支部年会費3,000円  

各同好会年会費2,000円（1同好会当たり） 

（振込手数料はご負担下さい） 

●会社からの弔事対応について 

今まで会員弔事の際、会社側から弔慰として供花及び弔電、

香典を供してきましたが、本年より廃止となりました。尚、社友

会からは継続して香典を供してしてまいりますので、ご理解の

程よろしくお願いいたします。 

●役員会レポート 

・日時   2020年２月４日 15：30～17：00 

＜支部長連絡事項＞  

・社友会事務所のレンタルコピー機を新しい機種に交換したこ

とにより、若干であるがランニングコストが削減される。 

・役員改選について 3月の役員会に提案したい。 

＜会計報告＞ 

・1月末現在、年賀会終了及び3月末までの支出予定を見据

えても、当初計画通りに繰越金を積み残しできる見込みです。 

＜審議＞ 

2020年支部総会の運営及びご提案内容に就きまして審議を

行ないました。詳細につきましては、総会に於いてご提案いた

します。 

●広報委員会レポート 

・日時   2020年２月４日 １３：３０～１５：００ 

・審議内容 

１．25周年記念行事取組結果総括 

記念事業は昨年 11 月記念誌発行で関連事業を終了し、当

初予算 400,000円に対し 343,000円の支出の執行状況。 

２．会報「社友 Tokyo」誌面の充実 

アンケート結果にもあるように、会員動向を意識した“読んでも

らう会報”に向けて記事内容を改善することとした。 

３．支部ホームページの点検／見直し 

午前中審議したホームページ運営委員会の報告があった。 

４．2020年度取組みテーマ審議 

社友会が抱える二つの課題 ①入会者の伸び悩み ②アクテ

ィブ会員の減少 解消に向けて次年度以降広報委員会が主

導し取組むこととする。 

2020年度取り組みテーマ：「魅力ある社友会づくり」 

テーマ１：会員特典（入会メリット）を増やす互助制度の整備 

テーマ２：入会を躊躇う６５歳対策 

テーマ３：会員高齢化に伴う社友会活動の見直し 

の３つのテーマを掲げ広報委員が分担して企画をおこない６

月の新年度第１回広報委員会で方向付けをすることとした。 

（２）第 11６号                社友Ｔｏｋｙｏ                   ２０２０年 春号 

 事務局便り 

Topic 

お知らせ 



 

●会員情報（１） 

  ・１月末現在会員数 644名 

   STML会員  52１名  同好会加入 313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 

2569 西出 勇 76歳 12月 4日 

3065 伊藤 哲二 75歳 1月 20日 

4529 小山 正夫 70歳 ２ 月３ 日 

5710 小野寺 資 69歳 2月２４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 

7042 畑  裕之 横浜市 ○ ＳＭＪ 

7046 田部井一夫 市川市 ○ ワンストップ 

7053 佐藤 俊一 江戸川区 ○ 通信 

7054 阿部 昌幸 中央区 ○ ＳＭＪ ＨＳ 

7055 川井 哲也 札幌市 ○ ＯＳＳ 

 

 

 

よろしくお願いします 
７０３４  泉 貞雄さん 

１９８１年にシャープシステムプロダクト（株）に入社し、FAX、

WP の販売からシャープ人生がスタートしました。入社当時は

まだ企業の OA化の黎明期であり、大手企業から中小・零細

企業まで毎日ニューコールの連続でした。今年はオリンピック

年ですが、１９９２年バルセロナオリンピックで日本の新聞社の

大半が当社記者用 WP を使用し、現地プレスセンターから記

事の配信をしていた事を思い出します。それ以降は当社ハー

ド以外に他社ハード、ソフト等の提案、提供をお客様目線でし

てまいりました。SSP と SDSの統合 SBS、それから SMJ と晩年

は目まぐるしく変わって行く中で社内外での異文化交流で多く

の方々と深い絆を得ることができました。退職後専門社員とし

て昨今の ICTによる教育改革が進む中、教育ソフトのスタディ・

電子黒板の啓蒙活動に従事できました。ただシャープ人生で

残念なのは一度も転勤が無かったことです。昨年離職を機に

社有会に入会させていただきました。晴耕雨読を旨にしており

ますが、惰眠を貪っております。今後は先輩方にご教示いただ

き活してまいりたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

 
 

新春懇談会を開催‼。20名の方々の元気な顔が揃いました。 

暖冬の北海道。雪不足が心配された「さっぽろ雪まつり」。とこ

ろが、道内各地、さっぽろ雪まつりの開催とともに強い寒気に

見舞われ各地で今季最低気温を更新しました。(札幌－15℃、

道内最低気温、旭川市江丹別－36℃) もっとも、すぐに雪ま

つりの閉幕とともに暖かい空気が流れ込み暖冬に戻ってしまい

ましたが。これも温暖化?異常気象か? 

そんな中、北海道ブロック新春懇談会を開催致しました。 

令和 2年度 北海道ブロック新年懇談会 

   日時：令和 2年 2月 4日(火)１０：３０～１３：００ 

   会場：シャープ札幌ビル 24会議室 

辻田北海道ブロック長、SMJ足立北海道統轄部長のご挨拶

で始まり、昨年の活動報告と東京支部の今年のテーマである 

「魅力ある社友会」をベースに意見交換。 

 

 

 

 

 

四季酩酊  第 13７回 

 

中古パソコン 14,800 円也   酒坊 

 

「２０２０年１月１４日、windows7

のサポートが終わる」パソコンに電源

を入れると、しつこく意地悪な告知が

画面を覆う。ＮＥＣの Windows7 を８

年間使っているが、慣れていてすこ

ぶる調子がいいのにふざけた話だ。

パソコンが無ければ仕事にならぬ。金を貰う仕事はしていない

が、川柳の私事で欠かすことができない。Word で句の管理、

excel で川柳結社の会計業務、メールで種々の打ち合せ。私

の脳の一部がパソコンなのだ。 

 インターネットであれこれ悩んだ。ボウリング同好会のＡ氏

が「中古パソコンも程度がいい」と言った言葉が離れない。今ま

で全く関心のなかった中古パソコンを検索してみる。 

 沢山でてきた。Amazonのプライム会員だから、送料無料の

パソコンに狙いを定めた。勿論 office搭載で無ければ駄目だ。

あと何年使うか判らない物に大金を払う必要はないと思い安

すぎると思ったが、ＮＥＣの１４，８００円に決めた。届いて驚い

た。購入者のコメントで新品同様と書かれていたが、本体のカ

バーの上面に、さっとキズがあった程度でまさに新品同様であ

る。 

 正月に来た息子に Windows7の

データを移し替えてもらい、

Windows10 でさくさくと仕事をして

いる。始めは出来ていたメールが

私のミスで送受信ができなくなった。

仕方なく、息子に help したが、来て

くれるまでメールは Windows7 を使

っている。 

 

     

 
新しい活動として、4月にオープンの民族共生象徴空間「ウポ

ポイ」見学会の実施を計画。その他、北海道ブロックメーリン 

グリストの活用強化など、活発な意見が交換されました。厳しく

長い北海道の冬も後わずか、春の訪れとともに魅力ある社友

会活動にいそしみたいと思います。 

第二部の昼食懇談会で懇親を深め散会となりました。 

厳しく長い北海道の冬ですが  会員はスキーやスケートのウ 

ィンタースポーツや道内各地で開催されている冬のイベントを 

楽しんでいます。2月は北海道各地で多くの冬まつりが開催さ 

れています。是非、来冬は北海道へおいでください。 

 

 

 

 

 

(雪の赤レンガ道庁と小樽「雪あかりの路」) 
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随 想 百 花 
社友東京・日々是好日 

投稿コーナー 

ブロック便り 北海道ブロック 

会員情報 

新入会員ご紹介 



 

 

第 1ブロックは活動開始以来、以下のイベントを実施しました。 

① 2018年 11月 1日 葛西臨海公園バーベキュー大会 

② 2019年 1月 26日吉良邸討入り巡りとちゃんこ鍋 

③ 2019年 2月 26日新宿末広亭、寄席に行こう 

④ 2019年 10月 28日ルミネでよしもとを楽しもう 

今年度についても引き続き東京地区ならではの楽しいイベント

を企画して、会員の皆様の参加をお待

ちしております。勿論第 1ブロック以外の

方も是非ご参加ください。 

■神田川めぐりとお花見クルーズ 

 名橋日本橋たもとをスタートし、数々の

橋をくぐり抜けて、江戸城の石垣、お茶

の水渓谷、川から眺める秋葉原・浅草橋 

 

 

「 春の花見懇親会 」  

春の花見懇親会として「横浜港のクルージングと昼食懇親

会」を予定しておりましたが、「新型コロナ・ウィルス」の感染脅

威に晒さられている現時点では実施について見合わせ保留と

しています。 

収束に向かえば 5月頃に開催を予定していますので改めてご

案内します。 

「 夏の暑気払い懇親会 」  

夏は恒例となりました「暑気払い懇親会」を行います。 

体力減退の夏はビールで乾杯し、暑さを払拭しましょう。 

時期は 8月から 9月頃の予定です。 

［ 第二ブロック （神奈川県＋静岡県） ］ 

 

 

 

『さいたま造幣局工場・博物館見学会』 

第 3 ブロックはじめての懇親会として企画しました。 

6種類の硬貨・勲章の製造工程と各種勲章や記念硬貨を 

ご覧いただけます。お昼は日本料理のお店で昼食をお楽しみ 

下さい。企画には大規模ショッピングモール「コクーンシティ」も 

ございます。奥様同伴でご参加下さい。 

■日時：令和 2年 3月１7日(火)  

10：00～13：30 

■会場：「さいたま造幣局・博物館」 

■昼食会場：日本料理「秋ヶ瀬庵」 

■参加費：2,000円 

■募集人数：25名 

 

 

 

東京支部のブロッ

ク活動強化方針

に基づき第 4ブロ

ックでは「地元千

葉を楽しもう」のコンセプトのもと今年度 3回のイベントを開催し

ようと委員一同で話し合い実践してまいりました。 

7月には船橋市にあるサッポロビール工場内「千葉ビール園」

で「納涼祭」を 26名の参加を得て実施しました。 

また 10月には千葉の街並みを海からと高いところから眺めよ

うと「千葉港めぐり」＆千葉ポートタワー昼食会を企画し 24名

の参加を得ました。 

今年度締めくくりとして３月１７日に「幕張でよしもとを楽しもう」 

 

に加え江戸深川桜祭り会場周

辺の「大横川」の桜並木も鑑賞

する欲張りなコースです。 

（3月 24実施予定、詳細は 

HP 掲載済） 

■第二弾、第三弾として東京タワー

近くの増上寺(徳川家康ゆかりのお

寺)見学、大相撲見学等楽しい企画

を検討しています。 

 

第 1 ブロック長 柿本.政昭  (3038) 

＜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） 

 

第 2 ブロックの皆様へ 

 【私の近況報告】  ＜アウトドア活動を推奨します。＞ 

２００４年定年退職後アウトドア活動が濃いシルバー世代を過

ごしております。社友会では健康歩こう会、写そう会、ボウリン

グ同好会、カラオケ同好会に所属して活動しています。 

地域活動として里山の保全作業や廃材を利用する工房で活

動を行っています。また町内のサポートとして、体が不自由な

方の屋敷周りの保全作業も行っています。（ちょいサポ作業） 

別途に老人会の業務があり、繁忙な日々の継続です。 

お陰様で、老化防止と健康維持に繋がっています。是非皆様

も積極的にアウトドア活動に参加することをお勧めします。 

第２ブロック長 北村 卓士（3038） 

携帯電話 090-1708-3436 

 

『彩の会・夏季親睦会』 

彩の会親睦会としては第３５回目の開催です。今年も下記日

程で開催を予定していますので多くの会員の皆様の参加をお

待ちしています。 

■日時：令和２年７月５日（日）１２：００～ 

■会場：「魚鮮水産」大宮西口店 

■会費：4,500円 

 

 

 

 

 

      第３ブロック長河口 和幸（４４６３） 

携帯 090-5550-5464  

 

を計画しご案内しましたが、ここに来

て新型コロナウイルスの感染が拡が

りをみせており、不特定多数の集ま

る劇場での感染リスクを避けるため

急遽開催延期としました。 

楽しみにしておられた方にはお詫び申し上げます。終息に向か

い落ち着きましたら改めて開催を予定しています。 

新年度についても引き続き様々な企画をしてまいりますので 

会員の皆様の積極的な参加をお待ちしています。 

＜２０２０年度イベント計画＞ 

■「幕張でよしもとを楽しもう」 ・・・・時期未定 

■「納涼祭」  ・・・・７月中旬予定 

■秋のイベント  ・・・10月中旬予定 

増上寺 
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◇第１９２回 東武藤が丘    11/28（曇り）参加 16名 

当初 21 名の申し込みも体調不

良等で欠席が相次ぎ少し寂しい

コンペとなりましたが、風も和らぎ

紅葉も終盤で落ち葉を踏みしめ

ながらの一日でした。 

入賞者は下記の通り  

順 位 お 名 前 グロス HC ネット 

優  勝 高木 米雄  91 23 68 

準優勝 沼  秀伸 100 26 74 

3  位 杉江  正 100 24 76 

◇第 193回 紫あやめ西  12/19 （曇り）参加 28名 

年内最後の例会は前半終了後

少し雨がパラつきましたがプレイ

には支障なく無事終了。表彰式

では恒例の「お餅」を参加者にお

配りしました。 

入賞者は下記の通り 

順 位 お 名 前 グロス HC ネット 

優  勝 岸田  勇 85 22 63 

準優勝 野口 勝義 88 24 64 

3  位 藤原 利行 74 7 67 

◇幹事会を開きました 

1/23豊田会長以下ＷＯＢ会幹事一同が社友会事務所に集

まり、当面の課題や新年度の事業計画について意見交換や

審議を行ない、終了後駅前で新年会を開催しました。 

 

 

・令和元年度後期は、残す所

3月の例会 1回となりましたが、

毎回熱戦が繰り広げられてお

り 1月の例会では仲澤さんの

四暗刻が炸裂し、ゲームの醍

醐味を改めて感じることができ

ました。また、1月は新年恒例

で多くの賞を準備したこともあり 

いつにも増して盛り上がりを見せました。 

・寒冷の時期ではありますが、全メンバー43名の 3/4の会員

が常に参加し友好を深めており、例会に参加するために体調

を整えるなど健康面にも良い影響が出ていると思います。 

・現在例会の開催場所は東京駅前ですが、東京駅周辺の再

開発の影響を受けて 4月以降の会場を変更する必要が出ま

したが、JR神田駅近隣の会場を確保することができました。 

・会員数が増えない悩みを抱えており、お試しで結構ですので 

是非一度例会に足をお運び下さい。歓迎いたします。 

■前期戦入賞者（敬称略） 

優 勝 仲澤邦彦 

準優勝 上木公平 

三 位 松村政行 

■直近例会入賞者（敬称略・カッコ内は参加者数） 

 12月（32名） 1月（33名） 2月（34名） 

優 勝 西角文夫 米田勝 石間賢一 

準優勝 杉江孝夫 前田義治 鶴巻幸雄 

三 位 仲澤邦彦 堀川伸 藤原邦崇 

 

 

 

◇第 234回例会（今注目の JAXA、見学ツアー）  11/23 

今注目の、「はやぶさ 2」の指令基地、JAXA宇宙科学研究所

相模原キャンパスを見学しました。小惑星「リュウグウ」 から

有機物や水を含むサンプルを地球に持ち帰る探査機は約 8

億 Kmの長い帰還の途に就き今年の 11月～12月に地上に

着地見通しです。今月の社友 Tokyo表紙に写真・文を掲載し

ましたのでご一読下さい。              参加 23名                    

◇第 235回例会（ディープな銀座を探検パート 2）  １２/２１  

社友会東京支部創立 25 周年記念特別例会扱いとして開催、

当日は「25周年記念バッジ」を会員全員に配布しました。一

流のブランドショップや有名店ばかりの銀座ではなく、裏通りを

歩く企画です。昨年 12月には銀座 5～8丁目 を歩いて、今

回は Part2 として銀座 4～1丁目を歩きました。 参加 36名                                  

◇第 236回例会（21世紀の森と広場から小金宿へ） 1/25 

千葉県松戸市小金地区を訪ねました。東京ドーム 11個分の

広大な「21世紀の森公園」では、緑豊かな林、池、田園に囲

まれ様々な自然に触れ合えました。「江戸時代に栄えた小金

宿」は徳川御三家の水戸藩に通じる水戸街道筋 3つ目の重

要な宿場で、その旧跡を辿りました。  参加 29名                                                        

◇第 237回例会（イスラム文化に接してみよう）    2/15 
「古賀政男音楽博物館」では古賀メロディーの偉大さに感服し、

日本の歌謡史に関する幅広い勉強も出来ました。「東京ジャ

ーミー」 は日本最大のイスラム教寺院（モスク） です。日頃

接する事が少ないイスラム教を中心として異文化に触れた新

しい発見と成って、貴重な体験を得ました。    参加 34名 

◇今後の例会案内…3～6月分は最終ページの活動カレンダ

ーを確認下さい。社友会の皆様の御参加をご期待致します。 

 

 

 

<月例会>11月 14日～15日  25周年記念撮影旅行 

 忍野村～河口湖"富士山を撮る″ 

11月例会は、写そう会としては初めての 1泊 2日撮影旅行で

す。バスタ新宿から高速バスで撮影地の忍野村へ向かいまし

た。心配された天候は晴天、期待が膨らみます。 到着した観

光地「忍野八海」は人で溢れております。混雑する観光客と店

の売り子が交わす聞きなれない言葉、ここは日本でしょうか？

ここ一帯がそっくりどこか海外に移転したのではないかと疑いま

す。早々に引き上げて、明日早朝に、撮影する場所を下見後。

富士山の夕景を撮るべく宿のオーナー様に案内されて二十

曲峠に向かいました。雲一つない晴天、くれ行く空をバックに。

シルエットの富士山が聳えていました。 

 翌朝、新名庄川から立ち昇る”けあらし”に出会えて、朝日を

受けて輝く富士山頂も望めました。午後は、川口湖畔を散策

しながら紅葉と富士山のコラボを楽しみとても素晴らしい撮影

旅行でした。 

 <月例会>12月 12日  中央区銀座銀座界隈 

 今回は、18名の会員が参集しました。撮影場所は大型商業

ビルの再開発が進む銀座通り、数寄屋橋公園で朝礼、集合

写真撮影後は、年末で賑わう銀座通りへ被写体探しに散会し

ました。 通りを歩くと、ショーウインドーはどこもクリスマスに向

けて華やかな飾りが施され、モダンな商業ビルの壁面ガラスに

は面白い映り込み、銀座ならではの写真映えスポットです。又、

路地裏探索も銀座ならではのデイープスポットとして良い被写

体でした。 懇親会は札幌ビール直営店ですから本来の生ビ

ールで乾杯、ビールおいしさを堪能し、今年一年の苦労話、来

年への抱負を大いに語らいました。 
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12月は例会終了後、千駄ヶ谷駅近くの居酒屋で忘年会を

実施しました。年開けて将棋会館隣の鳩森八幡神社は節

分祭りとのことで大賑わい。なんでもこの神社は将棋連盟と

深いつながりがあり、1月 6

日には将棋連盟の皆様参

列のもと、将棋界の発展、棋

力向上をお祈りする「将棋堂

祈願祭」が斎行されたとのこ

とです。佐藤日本将棋連盟

会長はじめ多数の棋士の

方々が参列し、華やかな祈願祭だったらしいです。(来年は

様子を見たいものです)例会

は当面、フリー対局で実施し

ています。皆さん、個々に勉

強している様子で、数年前

と比較すると棋力向上が見

受けられます。例会後は千

駄ヶ谷駅前の居酒屋で夕

刻より懇親会です。 

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 

 (4月以降第 1金曜日に変更、但し 1月は正月につき、第 2

金曜日に変更しています) 

215回 3月 25日(水) 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

216回 4月  3日(金) 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

217回 5月  1日(金) 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

218回 6月  5日(金) 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

 

 

 

■第 173回（11月 19日）ラウンドワン 

優  勝 朝子正和 658点 

準優勝 長島伸行 630点 

３  位 上原 稔 608点 

朝子さん１０ヵ月ぶり 8回目の優勝 

■第 174回（12月 17日）ラウンドワン 

優  勝 上木公平 612点 

準優勝 佐藤初雄 588点 

３  位 土屋 豊 577点 

上木さん 1年５ヵ月ぶり 12回目の優勝。 

■第 175回（1月 21日）ラウンドワン 

優  勝 戸泉龍男 632点 

準優勝 廣瀬良次 608点 

３  位 北村卓士 601点 

戸泉さん 9月に続き 12回目の優勝。 

■第 176回（2月 18日）青戸ボウル 

優  勝 長島伸行 576点 

準優勝 吉田 勲 557点 

３  位 小澤基基 556点 

長島さん１年ぶり６回目の優勝。 

■今後の予定 

第 177回 3月 17日（火） 青戸ボウル 

第 178回 4月 21日（火） 青戸ボウル 

第 179回 5月 19日（火） 青戸ボウル 

第 180回 6月 16日（火） 青戸ボウル 

 

 

 

★東京支部発足 25 周年記念

の協賛として 1月例会の中で 

新春オープン囲碁トーナメントを

開催しました。残念ながら会員

以外からの参加者はありません

でしたが 15名参加で楽しみな

がら真剣な対局が続きました。 

結果： 優 勝 城市邦男、 準優勝 河内公也 

     第三位 稲富暸一、矢田英雄 

★ＡＩ（人工知能）がプロに勝つのは難しいと言われていました

が昨年プロの高段者に勝利したことが報じられました。 

この為研究するプロ棋士

も多く実戦でもよく見るよ

うになりました。中国、韓

国、日本でのソフト開発も

盛んでソフトウエア同士の

対局も行われ最近では

中国が一番強い結果とな

っています。今後はさらに

進化が予想され、アマチュアも使えるようになると思われま

す。 

★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。 

☆例会日 ; 毎月第二木曜日 

☆場 所 : ＪＲ有楽町駅前 交通会館 9階 

日本棋院 有楽町囲碁センター  

 

 

冬場、北海道の同行会は一時休暇が多い。(笑)その中で元

気よく汗を流している？ボーリング同好会の最新結果‼ 

新年第 1 回の同好会は 1 月 20 日（月）琴似サンコーボール

で開催致しました。年明けの優勝は佐藤修治さん。おめでとう

ございま～す。ハイスコア―２１３点！見事！ 

優 勝 佐藤修治さん（中央） ３９７点 

準優勝 中嶋建一さん（右側） ３６９点 

３  位 加藤一芳さん（左側） ３３２点 

昨年の月例結果、開催日についは東京 

支部 HP 北海道ブロックコーナーに掲載 

されています。入会受付中です。 

ゴルフ同好会 年間チャンピオン決定！ 

令和元年の最終コンペは、１０月９日（水）新千歳カントリーク

ラブでの熱戦で終了し、年間チャンピオンが決定しました。 

１０月度入賞者         令和元年度年間入賞者 

 
優勝  波多野 隆さん（中）   優勝  神谷 信也さん（中） 

準優勝 神谷 信也さん（左）  準優勝 高橋 厚司さん（中） 

３位   福嶋 幸男さん（右）  ３位  波多野 隆さん（右） 

１０月優勝者の波多野さんは２０１６年４月以来の優勝です。

おめでとうございます。 

本年度は４月から年７回の予定です。 
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■ 当会では楽しみながら句作りに励んでいます。 

（１）11 月には写真を見て思い思いの感性で

印象吟を発表しました（HP に掲載しています） 

（２）１２月には「新語・流行語」を折り込んで作句です。 

流行語大賞は圧倒的に「ワンチーム」でしたね 

すねかじり頼りにしているおやじペイ  （みのる・成井） 

お花見の名簿を隠すワンチーム    （せいじ・成田） 

事故なしのプライド残し自主返納    （としお・森野） 

免許を返してアッシーとお別れ     （酒坊・上原） 

脱税より闇営業はまだましだ       （ヨシ・ 嶋 ） 

ワンチーム減る一方のクラス会     （いちお・野村） 

令和初もう打ち止めと除夜の鐘     （小結・小松） 

後絶たぬ麻薬取引闇営業        （けんじ・加納） 

ワンチーム一糸乱れぬチアガール   （のぶこ・小泉） 

主婦業に計画運休小正月      (早苗・山口先生) 

 

■ 「とうりゅう会」へのご案内 

楽しみは頭ひねって五七五 

  PC 会員も大歓迎です作品を成田幹事又は事務局へメ

ールで参加出来ます。 （作品は自由題・時事・課題の

何れでも OKです） 幹事までご一報頂ければ幸いです 
■今後のスケジュール 

第１４４回  ３月１０日 句会幕張事務所・ 

第１４５回  ４月１１日 投句 

第１４６回 ５月１２日 都内名所での吟行 

 

 

１１月例会「鷹取山」、

１月例会「大野山」は

天候不良のため残念

ですが中止なりました。 

１月の例会に代わる特

別イベントとして、横浜

の赤レンガ倉庫広場で

開催されていました「鍋

フェス」に急きょ参加し

ました。ＪＲ桜木町駅に集合、徒歩で会場に到着。東北地方

をはじめ全国の名物鍋と地酒の飲み比べを堪能しました。 

午後 6時頃会場をあとにして帰路に着きましたが、美味しいお

酒の酔いを楽しみながら「みなとみらい地区」の夜景を見なが

ら散策を満喫し、桜木町駅にて解散しました。 

【今後のスケジュール】 

★２月２６日（水）「大野山」

１月に中止になった大野

山に行きます。晴れた日に

は雪をかぶった富士山が

見える絶景スポットです。 

★３月２５日（水）「見沼田

圃散策」 

周囲に桜の古木が多数植えられていて花見の隠れた名所と

なっている所を散策します。体力に合わせて５キロ～３０キロの

コースがあり、今年は花の開花も早いかと思いますので、開催

日頃は桜吹雪の中を楽しく歩くことができると思います。 

会員以外の方、ご家族も多数の参加をお待ちしています。 

 

 

 

集って、歌って、楽しいカラオケ同好会に 

皆様のご参加をお待ちしております。 

２０１９年度より会場を変更して環境改善を

図りました。「カラオケパセラ上野公園前店」 

毎月の催しとして、誕生月の該当者には 

サプライズとして「誕生月プレゼント」を行っています。 

参加率を高める為、年間の参加回数が 10回以上の方 

には精勤賞の制度を定めております。 

近況報告等、会話交流も進むカラオケ同好会です。 

年末と年始は「忘年会」と「新年会」も採り入れています。 

皆様 カラオケ同好会は活気ある楽しみな同好会です。 

参加して楽しみを増やしませんか。 

■直近の例会結果 

＜１１月例会＞１１月２日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

カラオケパセラでの開催も定着して来ました。  （２２名参加） 

＜１２月例会＞１２月７日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

２５周年記念行事と忘年会を豪華に行いました。（２４名参加） 

＜ １月例会＞ １月４日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

料理の追加で新年会に華やぎを添えました。  （２１名参加） 

＜ ２月例会＞ ２月１日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

第９０回目は多数参加の例会でした。       （２４名参加） 

■今後のスケジュール 

＜ ３月例会＞ ３月７日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

＜ ４月例会＞ ４月３日（金） カラオケパセラ上野公園前店 

「 ４月４日（土」は総会日の為、その前日（金）に行う。 」 

＜ ５月例会＞ ５月２日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

 

 

 

■同好会以外での活動紹介 

同好会設立後、6 年目に入り会員は例会活

動の他、各自が住まい近郊のスポーツウェルネス吹矢支部に

積極的に参画し、腕を磨いていますので、その一端をご紹介し

ます。 

・加藤吉晴 5段 公認指導員 八千代支部 

・成田征二 地元老人会に於いて普及・促進を行っています 

・土屋 豊 4段 葛飾亀有支部 

・有川 顯 4段 北本東支部 

・沼 秀伸 4段 公認指導員 南行徳おしどり支部 支部長 

・巳波勝治 5段 上級公認指導員 公認審判員 

           なごみの和市川支部 副支部長 

・朝子正和 6段 公認指導員 川口たたら支部 支部長 

           自ら立ち上げた地元支部です 

・寉岡芳夫 5段 公認指導員 柏ほのぼの支部 

・門永暁司 5段 公認指導員 柏ほのぼの支部 

・大塚正敏 5段 公認指導員 川口たたら支部 

・武田隆一 初段 三郷支部 

・小泉延子 スポーツ吹矢を健康の為と頑張っています。 

発足 5 年足らずで、高有段者や指導員・審判員を輩出してい

る同好会は類を見ないと協会本部も一目置いています。 

■活動場所、スケジュール（錦糸町教室） 

・日本スポーツウェルネス吹矢協会 

・場所：東京都江東区江東橋 2-3-7倉持ビル第一 ３階 

３月 20日（金） 12時 50分集合  13時～15時 

4月 17日（金） 〃 〃 

5月 15日（金） 〃 〃 

とうりゅう会 カラオケ同好会 

吹矢同好会 
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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 ４月 当番 日 曜 ５月 当番
1 水 増本 1 金 天狗会（千駄ヶ谷将棋会館） 沼

2 木 2 土 カラオケ（パセラ上野公園前）

カラオケ（パセラ上野公園前） 3 日 憲法記念日

天狗会（千駄ヶ谷将棋会館） 4 月 みどりの日

4 土 支部総会（池袋クルーズ） 5 火 こどもの日

5 日 6 水 振替休日

6 月 中村 7 木

7 火 8 金 渡部

8 水 門永 9 土 平和会（雅）

9 木 囲碁同好会（有楽町） 10 日

10 金 とうりゅう会（投句） 成田 11 月 門永

11 土 平和会（雅） 12 火 支部役員会・とうりゅう会（吟行）

12 日 13 水

13 月 橋爪 14 木 囲碁同好会（有楽町）

14 火 15 金 吹矢同好会（錦糸町） 中村

15 水 渡部 16 土 歩こう会（柏あけぼの山）

16 木 写そう会（根津と谷中） 17 日

17 金 吹矢同好会（錦糸町） 沼 18 月 吉田

18 土 歩こう会（里山ガーデン＆横浜動物園） 19 火 ボウリング同好会（青戸ボウル）

19 日 20 水

20 月 吉田 21 木 写そう会（神代植物園）

21 火 ボウリング同好会（青戸ボウル） 22 金 広田

22 水 中村 23 土

23 木 WOB会（紫あやめ西） 24 日

24 金 広田 25 月 橋爪

25 土 26 火

26 日 27 水 遠遊会（東京湾）

27 月 橋爪 28 木 WOB会（坂東)

28 火 29 金 成田

29 水 昭和の日 30 土

30 木 31 日

3 金 沼

日 曜 ６月 当番 日 曜 ７月 当番
1 月 増本 1 水

2 火 広報委員会/HP運営委員会 2 木

3 水 3 金 天狗会（千駄ヶ谷将棋会館） 沼

4 木 4 土 カラオケ（パセラ上野公園前）

5 金 天狗会（千駄ヶ谷将棋会館） 沼 5 日

6 土 カラオケ（パセラ上野公園前） 6 月 増本

7 日 7 火 執行役員会

8 月 門永 8 水

9 火 9 木 囲碁同好会（有楽町）

10 水 とうりゅう会（投句） 10 金 渡部

11 木 囲碁同好会（有楽町） 11 土 平和会（雅）

12 金 渡部 12 日

13 土 平和会（雅） 13 月 門永

14 日 14 火 とうりゅう会（句会）

15 月 吉田 15 水

16 火 ボウリング同好会（青戸ボウル） 16 木 写そう会（東京都庁）

17 水 17 金 吹矢同好会（錦糸町） 中村

18 木 写そう会（高幡不動尊） 18 土 歩こう会（九段下）

19 金 吹矢同好会（錦糸町） 中村 19 日

20 土 歩こう会（妻沼聖天堂門前町散策） 20 月 吉田

21 日 21 火 ボウリング同好会（青戸ボウル）

22 月 橋爪 22 水 遠遊会（要害山～尾續山）

23 火 23 木 海の日

24 水 24 金 スポーツの日

25 木 WOB会（東武藤が丘） 25 土

26 金 広田 26 日

27 土 27 月 橋爪

28 日 28 火

29 月 増本 29 水

30 火 30 木

31 金 広田
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