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シ ャ ー プ 社 友 会 

東 京 支 部 報 

VOL.120 2021 年秋冬号 

２０２１年 11 月 9 日 
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
五風十雨  前総理はその前の総理からコロナ禍までも引き継いだが不思議なこと 

        に内閣終焉とともに第 5波がスーっと退けていった。衆院解散で禊を終

えた新内閣では先手先手の対応で次の波に備えて欲しい。 

えてきて一 備えと言えば前号で紹介した「介護の備え」で学んだサ高住（サービス

付き高齢者向け住宅）の囲い込み横行という新聞記事を目にした。一部 

の悪質な業者と信じたいが、安い家賃で住まわせ併設のデイサービスに通わせて過 

剰な介護サービス料を稼いでいるという。我々が支払う決して安くない保険料や税金 

で賄う介護保険がこんな使われ方をしているのなら腹が立つ。快適な老後環境の提 

供を目指した制度が無駄にならぬよう自治体の監視強化をお願いしたい。 

年を重ねると予期せぬけがをする。先日自転車で転んで膝を打ち、帰って見たら血 

が出ているので絆創膏を探したが見当らず痛い足でコンビニに走った。日頃の備えが 

大切と思い知った。あ！そろそろ冬の準備をしなければ。（H） 

「北海道発祥のパークゴルフ」 
道民が愛好しているパークゴルフは、内地の人(北海道弁で道外の方)からはグランドゴルフの事かと思われますが広大な北海

道ならではのスポーツです。十勝の幕別という町が発祥の地で、誰でも気軽に公園（パーク）で楽しむゴルフだからパークゴル

フと呼ぶそうです。1ホールの長さは 100 メートルまで、9ホールで 500 メートル、18ホール 66打に設定されています。ルー

ルはゴルフに準じていますが、専用のクラブ(1 本)とのボールさえあれば良く誰でも手軽に始めることが出来ますが、本格的な

ゴルフウェアでプレーする人も多くコース上は華やかです。公園・空き地・河川敷などに数多く設置され、池があったり山岳コー

スがあったりと変化に飛んでいるコースも有ります。流石にヒグマとは遭遇しませんが、時折キタキツネが遊びに出て来る事もあ

ります。プレー料金は 1日回り放題で 1000円～1500円程度。更に 36ホール券や半日券もあり、お手頃な料金で芝生の上

で思う存分体を動かし気持ちもリフレッシュします。 

社友会東京支部の皆さんも北海道旅行の機会があれば、道具のレンタルがありますので一度楽しんでみられたら如何でしょう

か。パークゴルフ同好会は会員数が一番多く、緊急事態宣言が終了した 10月 5日には 17名が参加して本年最後の大会を

楽しみました。来年も雪解けを待って 4月頃からスタート予定ですので、新規参加を待っています。 

文/写真 パークゴルフ同好会幹事 市原哲夫/井上正廣 

※画像.パークゴルフプレイ風景と背景は日本で一番早い大雪山系高原沼付近の紅葉（2021.09.26撮影） 
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●年賀会開催は中止にしました 

首都圏地区については新型コロナウィルス感染予防の観点か

ら昨年に引き続き2022年の年賀会は中止としましたのでご了

承ください。尚、北海道ブロックについては少人数につき状況

による変更の可能性はありますが1月29日１０：００より札幌ビ

ル大会議室において新春懇談会を開催する予定です。 

●社友会事務所の電話番号が変わりました 

既にご案内済みですが 9月 16日より事務所の電話番号及び

FAX 番号が変更になりました。 

新電話番号   050-5357-4897 

新 FAX 番号  050-3588-8282 

050で始まる番号はＩＰ電話と呼ばれるもので固定

電話のような市外局番がありません。企業では在宅

勤務が増える中、個人のスマホに専用アプリをイン

ストールすれば内線に使えたり、外線からの転送が

容易のため導入が進んでいます。一時期詐欺電話に使われ

話題にもなりました。知らない番号にはご注意を！ 

●支部事務局駐在体制について 

幕張ビル東京支部事務所については現在毎週月曜日（祝日

にあたる場合翌日）のみ駐在していますが、会社方針もあり年

内はこれを継続します。年明け以降は状況変化がなければ通

常の月・金の体制に戻す予定です。 

・事務所駐在  月曜（１０：３０～１４：３０） 

・その他の日   連絡については e メールでお願いします。 

 （メンバーサロン「事務局へメール」を利用頂くか直接下記ア 

ドレス宛てご連絡ください） 

     t-syayu@abelia.ocn.ne.jp    

●会員情報（１） 

  ・９月末現在会員数 ５９7名 

   STML会員  5０２名  同好会加入 27５名 

   緊急連絡網 携帯メール 6１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 

2378 中谷 裕昶 78歳  ８月５日 

1746 大石 貞夫 ８０歳 １０月８日 

7107 松戸 利之 61歳 １０月 13日 

3258 川口 明彦 76歳 10月 21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 

7138 小林 正 船橋市 ○ SMJ BS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします 

 
７122 田村 耕一さん 

 

 1983年 4月にシャープに入社し SBKに配属となり、以来

国内販社を転々とし 2019年 4月末に定年退職しました。 

一昨年に退職しておきながら生来のずぼらな性分が災いし社

友会への入会手続きを怠っておりましたことを反省する次第で

す。 

 定年を人生の転機と考えこれまでの延長線ではないことを

始めてみようと漠然と考えていた頃にある人とのご縁で引きこ

もりの人達の社会復帰を支援するＮＰＯ法人のボランティア活

動に参加する機会を得ました。 

主に 20代前半の若者達と一緒に様々な職業体験を共にしな

がら彼らが訥々と語る身の上話に耳を傾けたとき、人一倍真

面目で仕事熱心な若者が社会に溶け込めずにもがいている

姿を目の当たりにして心を揺さぶられる思いがしました。 

その組織ではこのような若者が社会から孤立することなく仕事

を通して前向きな人生を送れるよう一人一人の人生のやり直

しや再出発を支援している団体でした。 

以来、人のやり直しを支援することを定年後における自身のキ

ャリア目標に据え、必要な公的資格を取得し、個人事業主と

して対人支援の仕事をそれこそ見よう見まねで開始しました。 

 ところがそんな矢先にコロナ禍に見舞われ対面でのカウンセ

リングが出来なくなってしまい仕事の依頼もキャンセルが相次

ぎなかなか実践を積み重ねていくことに苦労している毎日です。 

幸い人間関係には恵まれ定年後も各方面からのお誘いにより

ゴルフに出かける頻度は現役時代をはるかに超え妻の顰蹙を

買っている有様ですが幸いにも健康で身体を支障なく動かせ

るうちは何と言われようが折り合いをつけながら続けて参りたい

と念じております。 

また 30年以上も前に購入し子供を遊ばせ育ててきた八ヶ岳

の麓の山小屋に今後は孫たちを連れて過ごしたいと楽しみに

しています。 

 コロナ禍が収束し人との交流が再開される日も遠くないと思

います。社友会のメンバーの方々をはじめ現役の後輩達との

再会も楽しみにしております。どうかこれからも宜しくお願い申し

上げます。 

 

（２）第 120号                社友Ｔｏｋｙｏ                   ２０２１年秋冬号 

 

事務局便り お知らせ 

会員情報 

新入会員ご紹介 

社友 Tokyo ２０２１年秋冬号をお届けします。 

今年もあとわずかになりましたが、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。 

猛威を奮った新型コロナウィルス感染も第 5波が沈静化し、このところ落ち着いた日々が続いていますが感染減少 

の原因がはっきりしないためにまだ安心は出来ません。この状態が長く続くことを願うばかりです。 

社友会活動は緊急事態宣言が解除された 10 月に入り同好会活動から感染予防対策をして徐々に活動再開をしましたが、

来春１月に予定していた首都圏地区の年賀会については多人数で飲食を伴うことから残念ながら開催を断念致しました。 

未だ先の話となりますが来年春には皆様にお集まりいただき支部総会を何とか開催出来るよう事務局では準備を進めておりま

すのでご理解を頂きたいと思います。 

会社はまもなく第２四半期決算を発表すると思いますが、コロナ禍の影響を最小限に留め第１四半期に引き続き順調に推移

していることが伺えます。特に国内では高付加価値の調理家電やテレビなどが順調でこれも家庭で過ごす時間が長い生活パタ

ーンの定着の影響かも知れません。これからも応援して参りたいと思います。 

東京支部長 橋爪静夫 

 

mailto:t-syayu@abelia.ocn.ne.jp
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今号ではコロナ禍でも逞しく生きる会員の皆様の生活ぶりを拝

見という企画で寄稿頂きました。 

 

『 朝 の 散 歩 』      田口 憲隆 （1853） 

 

私はシャープを退職後に 

早朝ウォーキングを続け

ています。早速退職した

翌日から自宅より浅川を

遡り 南浅川沿いに進み、 

天皇陵のある「多摩御陵」

を周回する８.6kmのウォ

ーキングを始めました。

健康の為には早めに歩く

事が大切とのアドバイスが有り 前を歩く人を追い抜く楽しみか

らスタートしました。 往復で“今日は 33人！“今日は 48人！”

人数が増えるのが嬉しい。 段々 顔見知りが出来て『お早よう

御座います』と挨拶を交わす様に為り、徐々に擦れ違う方と自

転車の方々にも無差別に『お早う御座います！』と声掛けを始

めた。 1年後には挨拶が定着して“ 赤い野球帽の  小父さ

ん”には「挨拶」をする事が定着しました。ウォーキングを始め

て 21年に為るが、川沿いを歩くので‟カワセミ”“雉”‟大鷺″

“アオサギ”等多く、冬の時季は 草木が枯れて居るので 探し

易く 楽しい散歩です。春に為ると、川沿いに 4km の桜並木が

“河津桜”から“染井吉野”“八重桜”へと咲き誇り、3 ヵ月程 

楽しめます。 季節に寄っては“向日葵”から“コスモス”“ラベン

ダー”等の 花々が 楽しめます。 

扨て、2年前から“多摩御陵”方面から、自宅の前の“浅川”沿

いに市役所前から東京方面に向かい、日野市から甲州街道

を八王子市街地に入る入口の“大和田橋”迄進み、橋を渡っ

て戻る 5,5kmのコースを中心にウォーキングをして居ます。 

この 2年ほど気になる事が生じている。 それは新しいコースを

歩く様に為って、私を追い抜いて行かれる方が多くなった事で

ある。 20年前には、私がウォーキングする方々を 追い抜い

て居たのに！ 

 若者から中年・老年を問わず抜き去られて居る。“歩幅”が

狭く為って来たのだろうか？ 気が付くと 確かに景色に注目し

て居ると トボトボ 歩きをしており 慌てて大きく手を振って 足

を上げて歩幅を高める事を意識的にする様に為って来ました。

昨年 1月から「新型コロナウイルス・蔓延」の問題から、レストラ

ン・喫茶店での会食も 自薦する事態と為りました。 寂しいか

ぎりです。この 1年半我慢をして居ますが、唯一「私の８０歳の

誕生日が『傘寿』に当たり」2月13日家族で 高尾の『うかい竹

亭』に向かい、祝って貰いました。 久々の料理に満足しました 

 

 

が、生涯で初めての「ノンアルコールビール」を飲みまして、寂

しい思い出と為りました。  

新しいコースでも 毎日会う常連さんも出来て、親しく為った方

に『お早う 御座います。行ってらっしゃい！』 と声を掛けると
ニッコリ笑顔を返して呉れるので、自転車に乗っている方にも

声掛けをすると『 行って きます！』と挨拶を返して呉れる。 

皆さんが新しい声掛けを楽しみにして居る様です。新しい仲間

が出来て嬉しいウォーキングです。 

 更なる仲間を求めて『 お早う御座います。行ってらっしゃ

い！』の 声掛けを実践して参ります。 

 

      

 『私 の近 況 』     臼井 輝一郎 （5188） 

 

散 歩 

コロナ禍ですっかり運動不足となり体調が悪い。代謝不足で食

べる量を減らしても体重は増える。そこで昨年末から近隣の

「運河等の水場めぐり」と称して我流の一人散歩を開始した。 

 新左近川親水公園  中川と旧江戸川を結ぶ運河でダ

イサギ、コサギ、アオサギ等が飛来する。         

 荒川ロックゲート  荒川と旧中川を結ぶ水門で 2つの川

の高さを水門で調整し船が往航。 

 辰巳の森海浜公園  有楽町線辰巳駅から新木場駅ま

で歩く。広くて回り切れなかった。 

 木場公園  公園から東京メトロ東陽町駅まで運河(親水

公園)経由で散歩。 

 

 

ハイキング 

最近は急登で前傾姿勢になると以前痛めた腰に激痛が走り

超スローペース。10 年前には南北アルプスに多少挑戦したが、

今はとても無理。低山のスローハイキングでもきついこの頃、1

年経過ごとに老化進行を覚える。しかし植物や虫、鳥の鳴き

声、渓流、山の空気、里山の雰囲気に触れ合うのが楽しみな

ので機会があれば登ろうと思う。 

最近 1年間に登った山 (抜粋) 

 瘤高山.本仁田山(奥多

摩)  

 日光白根山 

 武尊山(群馬県)ひどい

目にあう 

 御殿山、鷹取山 

(南房総) 

 筑波山 2回目 

 御岳山、日の出山、ここ

も 2回目 

 

「1時間座ると 22分寿命が縮む」らしい とにかく歩く習慣をつ

けよう」 

（３）第 1２０号                社友Ｔｏｋｙｏ                   ２０２１年秋冬号 

 日々是好日 
近 況 短 信 

投稿コーナー 

新左近川のアオサギ 荒川ロックゲート 

木場公園 

 

武尊山(ほたかやま) 

武尊山(ほたかやま) 

木場公園 
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『健康が第一 』      西口 孫一 （ ５４２ ） 

 

1. 毎日 朝と夕方の２回 30分ウォーキングを行う。 

毎日 階段を約 10回上下し、自転 

車で約２０分走る。 

2. 毎週 水曜日と土曜日 町内のグ

ランドゴルフ参加（月会費３００円） 

月一回 水曜日は大会で、商品等 

がある。 

 

※ホールインワンでティッ

シュペーパー１個 

※私はゴルフ経験者なの

で商品を沢山頂いていま

す。 

 

 

3. パソコンのインターネットソフトでカラオケを楽しんでいます 

 

 

『近 況 報告 』     長谷川 洋二 （３６６４ ） 

 

同好会には、カラオケ、歩こう会、ＷＯＢ会に参加しています。 

カラオケは全く開かれなくなって、発声練習をしないと再開さ

れたときには声がでないとか、音程がうまく取れないのではな

いかと思っています。一人カラオケに行っておられる方も居ら

れるようですがカラオケはそこまで好きでは無いという証左の

現れです。再開を楽しみにはしていますが、参加には女房の

説得がいるようです。 

歩こう会は 10月から再開となりまして参加しましたが、たった

の 5ｋｍくらいの行程だったかもしれませんが足が痛くなったり、

歩きが遅くなったりとか脚力の衰えを実感しました。毎月の参

加が健康に役立っていたことが痛感致しました。 

 ＷＯＢ会は全回参加とは行きませんが参加しており、毎回自

分の期待通りに上手くなっておらず反省しております。来月か

らはとうとう 75歳以上となるので、シルバーティーからの参加

となるので数打は改善されるだろうと思っています。 

 コロナ禍にあって色々体力の衰えを感じていますが、皆様と

お付き合いの中で健康を保っていきたいと思っています。 

 

『新しい散歩コース』    矢田 英雄 （1720） 

 

毎日最低でも５０００歩は歩こうと心に決めていましたが夏の暑

い日や雨の降りそうな日はそれを理由にして一日伸ばしにして

いました。現在は朝のラジオ体操会場までの往復で２０００歩、

あと３０００歩は近所を買い物などついでに歩いていますが運

動不足解消などと健康のためとはいえただ歩いているのはあ

まり面白いものではありません。 

そこで楽しい散歩道として週一回くらいと考え天気の良い日に

千葉市の真ん中にある千葉県立青葉の森公園に行き始めま

した。 

広さは約５４ヘクタールで東京ドーム１１個分と広く中には野球

場、陸上競技場テニス場などのスポーツゾーンのほか春は桜

満開お花見広場や梅林や手入れの行き届いた四季折々の

草花を探してくる人も多いそうです。 

現在の日本を代表する彫刻家の作品１９体を配置した彫刻の

広場、西洋庭園などを見ながら常緑樹の中をのんびり歩く散 

 

歩コースは緩やかなアップダウンがあり自然と親しみながらの

散歩で時間を忘れさせ歩きすぎるくらいです。 

これからはよい季節ですのでしばらく続けてみようと思います。

車で行っても駐車場も広く 4時間３００円で手ごろです。 

 

 

『コロナ禍での過ごし方』    有川 顯 （2442 ） 

 

２０２１年１０月、病知らずで７９歳の誕生月を無事に迎えるこ

とが出来た事は丈夫な身体を造ってくれた亡き親・妻に感謝、

感謝・・・。だが年齢相応のガタが出始めている昨今です。 

日常は縁あって退職後１９年もの間、仕事を続けさせて貰って

いる生活が中心です。 

 出勤日の一日（フルタイムで１４～１５日/月の勤務） 

午前５時タイマーセットによるラジオ「生島ヒロシ」の声で目覚ま

し起床。部屋の換気を行うと共に、祖父母、両親、妻を祀って

いる仏壇へ燈明し、今日一日の無事を祈願する。 

パソコンでさいたま市近隣の天候等をチェックしながら、前夜に

準備しておいた朝食を済ませる。駅までの道程（1.5Km）を昨

年８月に徒歩から自転車に切り替え、JR東日本が勧めている 

「オフピーク通勤キャンペーン」（コロナ禍で満員電車にならな

いように）協力しての出勤。 

午後６時５０分に帰宅。部屋に籠った空気の入れ替えをしな

がら湯沸かし。朝同様に仏壇に燈明を行い無事を報告する。 

これからが楽しみな時間。「晩酌」 

・焼酎：芋、ウィスキー：バーボン 

・アテ；冷食が中心となるがレンジでチンして（大阪王将の餃子、

焼売、ANA通販の機内食等々） 

近隣に住む娘が準備してくれる夕食までの時間を過ごします。 

 コロナ禍で国内・海外旅行も儘ならず日常の楽しみとして

ハマっている事。 

①大画面テレビでの YouTube動画の鑑賞 

 ・HAWAII のリアル映像、殆ど 

 毎日更新されています。 

（ワイキキビーチ、アラモアナ 

ショッピングセンター等々）や 

HAWIIAN音楽、コロナ禍の 

中７,８月の２か月間で世界 

一周を行った大阪在住のユ 

ーチューバー投稿動画映像 

（各国のエアライン、食事、 

入出国状況等）で旅気分を 

味わっています。 

②ケーブルテレビで放映してい 

る旧作品の鑑賞 
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・池波正太郎作品「鬼平犯科帳」時代背景内に出てくる江 

戸時代の町名を現在の土地に当てはめながら・・・。 

・劇画を映画化した「難波金融伝・ミナミの帝王」1990年代 

の大阪を舞台としており、道頓堀・阿倍野（あべのハルカス 

はありません）・天王寺・通天閣・千日前・御堂筋等がふん 

だんに映し出され大阪出身者としては懐かしく見ています。 

③車を買い替えました 

 ・燃費の良い「プリウス」

をダウンサイジングし、タ

ーボ付き軽自動車「コペ

ン GR」（特にトヨタとダイ

ハツがコラボレーションし

たモデル）に乗り換え、

オープンカーでしか味わ

えない風を楽しみながら、

7月にはスキーでよく行

った白馬・八方尾根まで走り、黒菱平からの白馬大雪渓を５０

年振りに堪能しました。 

 

  『 私 の 近 況 』        黒田 利明 （6547）  

 

様々な制限の中での生活を強いられる日々が続きますが、今

後も上手く付き合って元の状態を取り戻せるようにしたいと思

っています。 

現在フルタイムで職についているためやりがいを感じながら規

則正しい日々を過ごしており、有難いことに健康面にもさほどの

懸念はありませんので、旅行や同好会の活動など趣味も楽し

むようにしたいですね。これまで国内を中心に妻と旅行に出向

いていますが、身体が動くうちにコロナの状況を見極めて海外

旅行にもと考えています。 

昨年は制限がかかる

合間を縫って 12月に

沖縄を訪れ季節外れ

の花火大会を観賞した

り、焼け落ちた首里城

にショックを受け、また

お決まりの水族館など

を訪問し久しぶりの気

分転換が行えました。 

今後秋から冬にかけ

ても新たな場所にと検

討しているところです。 

同好会の活動は平和

会に加入しており幹事

を務めていますが、昨

年 4月以降開催を見

送っていたものの 11月から徐々に再開することになりましたの

で、非常に楽しみにしています。感染対策への取組も十分に

行ったうえで開催しますが、麻雀ゲームは脳の活性化に役立

ち指先の運動にも良いので新メンバーの方の加入をお待ちし

ています。 

年齢を経るごとに自身の体力低下や健康への懸念が高まる

一方、年老いた両親の介護などについて悩みをお持ちの方も

多いと思いますが、地方都市で一人住まいであった義父を 

昨年亡くし義母は養護老人ホームに入居しているため、その

まま遠隔地に置いたままとするよりは直ぐに会える所へ移すこ

とを検討し、タイミングよく施設が空いており近隣に転所させた 

 

 

ものの、今後は誰も住んでいない家の対応をどのようにするか

が悩ましい所です。 

 とりとめのない内容になりましたが、皆さんも健康に留意され

実りのある日々を過ごされますようお祈りいたします。 

 

  

『コロナ禍での生活』    山下 信 （6123） 

  

 昨年それはいきなりやってきました。  

マスク不足、アルコール除菌スプレイの買い出しに嫁と二人で

朝 7時から、ドラックストアの列に並びます。9時ごろに店員が

出てきて本日の入荷はありませんとのアナウンスがあり、次の

店を探して年寄が何人も商店街をウロウロ歩き回ります。 

3日目でやっと 2箱手に入れることが出来ましたが、何分にも

なれない事なのでちょっとコンビニへ買い物へという時は、店に

入ってからマスクをしていない事に気付き、あっという間に店員

からきつい目で睨まれます。部屋に帰ったら早速「マスク着用」

「手洗い励行」の札を大文字で書き玄関ドアと洗面所に貼り付

け忘れないように気を付けております。 

 小生は、サラリーマン生活50年を迎えた68歳で、会社を退

職し年金生活者となりました。早いかなとも考えましたが、借金

もないし何とかなるだろうと思い、マンションの共益費を 90歳

迄生きると考え貯金をしております。嫁からは絶対手を付けな

いようにきつく言われております。 

 コロナ禍の年金生活となってからは、外へ出かける事も怖く

なりベットから出るのは 11時頃となりました。 

おかげで散歩もしなくなり、図書館通いも無くなり出掛けるのは

酒とつまみを買いに出かける事ぐらいとなっております。 

昨年より 5kg 程体重も落ちました。足腰が弱くなり階段は滅多

に使いません。１０月 24日で緊急事態宣言が解除となりまし

たので、少しは散歩に出掛けたいと考えております。 

 

『禁 煙 継続中 』        森田幸男 （5913） 

 

禁煙は過去に２８歳の時と３４歳の時に２度挑

戦しましたが２度とも約一年でまた煙草を吸う

ようになり禁煙に失敗しました。その理由は会

議等が終わって居酒屋等で飲むと煙草を吸

わない分飲むピッチが速くなり知らず知らずのうちに酒量が増

えました。 

それが原因かわかりませんが約一年後胃の働きが悪くなり昼

に食べたものが消化できず苦しみました。 

それ以後、健康の為に？再度煙草を吸うようになりました。 

しかし、昨年の年明け頃からコロナが流行し、毎日のようにテレ

ビでコロナ関連の報道があり、禁煙して肺からニコチンをなくさ

なくてはいけないと思い昨年の３月より再度禁煙に挑戦し現在

まで続いております。 

禁煙をしてから約一年半たちますが過去の失敗がある為飲み

すぎには注意をしておりますので今のところ胃の調子は大丈夫

です。 

反面、胃腸の働きが良くなったせいで同じ量を食べても栄養

の吸収が良い為か体重が４キロ近く増えてズボンがきつくなっ

て困っております。 

何とか体重を減らそうとウォーキングや、週に一度のボウリング

で１０～２０ゲームは投げていますが、体重は高止まりのままで

一向に減らない今日この頃です。 
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『 熊 野 古 道 』     有田知義 （2586） 

 

私が毎年の恒例行事と決めているのが「熊野古道を歩く」こと

ですが、キッカケは意外なことからでした。 

シャープで一緒に働い

たYさんが熊野古道の

「語り部さん」をやってい

て、7年前からお付き合

いをして熊野古道を歩

いています。 

千年もの昔から、上皇・

貴族から庶民に至るま

で多くの人々が、神のこ

もる国として信じられた

熊野の地。 

仏が神に化身して現れ

るという三所権現の地

にあった「熊野三山（熊

野本宮大社、熊野速玉

大社、野那智大社）」に

参詣し、極楽往生を願ったと言われています。これが「熊野詣」

の始まりでした。 

平安時代から江戸時代にかけて長く人々の間で「伊勢へ七度、

熊野へ三度」といわれるほど、多くの人々が熊野を目指し、人

の行列は「蟻の熊野詣」と言われた程の人気だったそうです。 

京都や大阪からの「中辺路（なかへち）」、高野山からの「小辺

路」、伊勢神宮からの「伊勢路」、熊野川を使った 

「川の参詣道」などいろいろのルートから身分に関係なく老若

男女が熊野を目指して参詣しました。 

この様な古道をYさんの熊野の歴史解説を聞きながら楽しく歩

いております。 

楽しくと言いながらもそこは霊場へ向かう道、キツイ険しい山の

道です。息の切れる急登もあります。 

キツイアップダウンのある山道や林道歩きですが、いい湯と美

味いグルメ、至福のひと時です。  

 

 

『 セカンドライフ 』   橋爪 静夫 （4049） 

 

夢膨らむ 

山国育ちの私にとって海には憧れがあった。若い頃から老後

は海の近くに住んでみたいとぼんやり思っていたが定年が近く

なり単身赴任を終えて東京勤務になった時機会が巡ってきた。

十数年ぶりに車を購入して家内と一泊二日の房総半島をドラ

イブ旅行した時、九十九里浜沿いを久し振りに走りながら点在

する別荘が目に留まった。帰ってから興味に駆られどのくらい

で買えるのかとネットサーフィンで物件を探していたら上総一ノ

宮のリゾートマンションの格安な掘り出し物があった。家のロー

ンも終わり少し余裕があったので家内には相談せずに業者の

ホームページのアンケートに従い問い合わせすると早速連絡

がきたので初めて明かして二人で下見に行った。 

13階建てのそのマンションでは売り出し物件が数件あり業者の

案内で見て回ったがどれも未入居だが築後十年以上経って

いるのでハウスクリーニングが必要だ。 

 

聞けば所有者は鴨川の「Gホテル」で他にも多く所有しており、

一部はホテル会員向け滞在型ゲストルームとして使われてい

るとの事。所謂バブル崩壊後の売れ残り物件でホテルは一旦

破綻し当時再建中で保有資産処分を急いでいたのだと思う。 

手頃の値段で気に入ったのでその中の1室をその場で予約し、

あっけない買い物が終わったが諦めていたのか家内からは文

句が出なかった。 

都内の事務所で契約を済ませてカギを受け取ると定年後どう

使おうかと楽しみが膨らんだ。休日の度に車を走らせ少しづつ

寝具・家具や家電製品を揃え住めるようにして新年をセカンド

ハウスで迎えた。 

真東に向いたベランダで水平線から昇る初日の出を拝んだ

時何とも言えない充実感があったのを覚えている。 

セカンドライフ 

「人生の楽園」という長寿テレビ番組がある。初代ナレータの

いかりや長介さんから今は西田敏行が引き継いでいて毎週土

曜日午後六時からの３０分間の番組を楽しみにずっと観てき

た。内容の多くは田舎暮らしや趣味が昂じて本業にするなど

定年を境に転身した６０代、７０代の方のセカンドライフを紹介

している。主人公は夢を実現すべく目的をもって取り組んでい

るので好感をもって観ているが、いざ自分でもやってみようと

思っても飽きやすく不器用な私にはどれもできそうにない。セ

カンドライフの方向が決まらないままやがて定年を迎え、時間

に余裕が出来て九十九里浜のセカンドハウスの活用が始まっ

た。 

①親しい仲間を誘って近

くのスーパーで食料を買

い込み２泊３日の宴会＆

ゴルフラウンド。2組8人な

のでゲストルームも借りて

年4回の定例行事。 

②当時幼かった孫娘の

夏休みのマンション備え

付けプールや海水浴。 

③海釣りの挑戦。 

外房は釣りのメッカでいつ

でも気軽に楽しめる。 

萎む夢 

こうして最初のうちは年間

100日近く、家から７０Km、

1時間余りで行けるセカン

ドハウスの利用が始まったがそう長くは続かない。 

釣りの方は釣り好きのマンション管理人に何度か誘われて

近くの大原漁港から釣り船で挑戦したが、東京湾だと何ともな

いのに外房は波のうねりが大きくいつも船酔いで諦めた。その

頃現役時代から親しくしていた「釣りの浜ちゃん」こと浜崎輝雄

さんが近くにログハウスを建てて越してきて「海岸釣り」をご一

緒した。「輝楽苑」と名付け、木工/大工/野菜作りに本業の釣

りと多彩な趣味をもっていてに「人生の楽園」を地に行くがまも

なく若くして亡くなってしまって連れがなくなり途絶えている。 

孫娘も大きくなって利用しなくなった。最後に残ったゴルフだ

が、最初からの固定メンバーだったWさん、Sさん、浜ちゃんが

ここ数年で相次いで旅立ち、奈良からいつも通ってきたKさん

も2年前に亡くなり、このコロナ禍で密になる宴会も出来なくな

って途絶えてしまい殆んど使わなくなった。 

こうして定年前に描いた夢も萎み、維持費も負担になるセカン

ドハウスをいつ処分しようかと迷っている。 

 

随 想 百 花 
E S S A Y 
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◇第 254回例会（あけぼの山を彩る花の里を体感） 10/16 

新型コロナ禍の感染拡大防止 or天候不順の理由で月例会も

昨年 3月以降中止して参りましたが、緊急事態宣言全面解除

と感染の下火に拠り、約 1 年半ぶりに開催の運びと成りました。

柏市内は今迄歩こう会の経験無く、10月例会は、「花の里柏

市」を目指して巡りました。小雨ちらつく曇り空、正午に柏の葉

キャンパス駅に集合、久しぶりの懐かしい対面でした。開会の

挨拶を終え早速コーススタートです。 

➀先ずは、江戸時代末期に名主で豪農ぶりが判る国指定重

要文化財の「旧吉田家住

宅」を見学、（ガイド付き） 

➁続いて、開山 1200年

の歴史を誇る、関東三弁

天の一つに数えられ勝景

地で名高い、「布施弁天」

を訪ね参詣しました。 

➂最後、代表格は風光明

媚、色鮮やかな「あけぼの山

農業公園」で今が旬真っ盛りの豪華絢爛なコスモスに出会え

大いに楽しみました。解散後バス利用で柏、我孫子駅方面へ、

久方ぶり 7Km コースのウォーキングで疲れた人も多かった様

です。 参加 16名  

◇今後の例会案内 

255回 11月 19日 造幣局さいたま工場見学 

256回 12月 18日 超高級住宅街探訪（田園調布） 

休 会 2022年 1月  

257回 2月 19日 山吹の里歴史公園～越生梅林散策 

 

 

 

■コロナ禍で句会は休止中ですが、毎月休まずに

投句で頑張っています。8月には「STAY HOME 

コンテスト」を実施致しました。 

丁度オリンピック開催中でしたので金・銀・銅賞を競って頂く内

容での実施となりました。 

会員の力作を一部ご紹介します。 

 

課題Ⅰ【メダル】 

 金賞 （小結・小松） 

 銀賞 （いちお・野村） 

課題Ⅱ【迷】 

 金賞 （早苗先生） 

 銀賞  （いちお・野村） 

 入賞者にはクオカードと参加者には「オリンピック記念メダル」 

 を贈呈致しました。 

更に９月には恒例の大阪、東京、東北三回合同互選会が実

施され、今年も「とうりゅう会」の句が上位入賞致しました。 

課題【おかしい】 

一位   （せいじ・成田） 

二位 （小結・小松） 

五位   （いちお・野村） 

『楽しみは頭ひねって五七五』 

あなたのユーモアとセンスで親しみやすい川柳に挑戦されて

は如何ですか、会員募集中です❣！ 

  

 

 

 

コロナ禍の為昨年の１２月を最後に休止しておりました月例会
を１０ヵ月ぶりに参加人数１２名で１０月１９日青戸ボウルで開

催いたしました。 

第１８３回月例会の結果は下記の通りです。 

 

優勝     廣瀬良次 8回目  619点  （ＨＣ54） 

２位      森田幸男        600点 （ＨＣ21） 

３位      田沼 稔        569点 （ＨＣ38） 

ＨＧ        森田幸男        202点          

ｽﾄﾗｲｸ 賞  森田幸男   ｽﾄﾗｲｸ 10回          

ｽﾍﾟｱ賞    戸泉龍男    ｽﾍﾟｱ 17回         

 

 

■今後の予定 

第 184回 11月16日（火） 青戸ボウル 

第 185回 12月21日（火） 青戸ボウル 

第 186回 1月 18日（火） 未定 

第 187回 2月 15日（火） 未定 

 

 

                  

「パークゴルフ 2021最終戦」 
9月上旬、大雪山系から始まった紅葉前線が札幌近郊にも 

降りて来て木々が色付き始めた 10月 5日（火）、SHP（シャ 

ープパークゴルフ同好会）の今シーズン最終戦が開催されま 

した。最終戦とあって、優勝をかけた熱い戦いが繰り広げられ

ました。岡崎さんが見事優勝です。 

今シーズン SHP 公式戦は７つのトーナメントが企画されました

が、残念ながら 2つが中止となり、この「福移の杜パーク」大会

で終了です。来シーズンは 4月開幕、コロナが終息して思いっ

切りプレイできることを願っています。 

■SHP２０２１最終戦 （第 73回）  

開催日  10月 5日（火）  

会  場  札幌パーク「福移の杜」 

参加者     17名 

入賞者は以下の通り 

順  位 氏     名 TOTAL NET 

優  勝 岡崎 智    121     89 

準優勝 佐藤 まさえ    124    104 

第 3位 神谷 信也   120    105 
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               幹事 中村       

コロナ第5波が収束しつつあるので、先般

幹事会を招集し 11月よりの例会再開を

決定。ワクチン 2回接種、マスク着用、事

前検温等々会としての注意、遵守事項を

確認すると共に、会場雀荘の 感染防止

対策状況の実地検分を行いました。        

 

               幹事 山下 

今年はコロナによる緊急事態宣言の連発

により、撮影会は殆ど中止でした。毎月の

投稿写真は自宅庭の花散歩道の花が中

心となり過去に撮りためた中から選んでの

投稿が中心となりました。宣言解除になり

11月の予定から再開となりそうです。し

かし懇親会は中止が続き残念です。 

 

              幹事 臼井 

原稿作成時点ではコロナも終息方向？ 

将棋会館道場の H/P は最新のコロナ対

策記事はありませんが、8 月時点マスク

着用、会話自粛、シールド設置等です。

様子を見て 11 月～再スタートしたいと考

えます。 

 

                幹事 矢田 

緊急事態宣言等の制限が解除され一安

心ですが、今少し安全を期して囲碁同好

会月例会は年明け１月からの再開とした

いと存じます。例会場の日本棋院有楽町

囲碁センターは現在の営業時間は

10:30～17:00 で短縮されています。各

位におかれましてはご意見も多々あろう

かと思いますが何卒ご理解とご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

                幹事 北村 

現在、コロナ禍は安定状態の様相を呈し

ております。しかし次の波が必ずや来る 

事を考慮した見通しの中で再開計画を

立てる必要があります。カラオケ同好会

の再開は、そのタイミングが難しい処で

す。今、暫くは様子見の中で再開を検討

したいと考えています。会場の部屋環境

と飲食サービスを再検討する必要を感じ

ております。 

 

               会長 有川 

活動場所である協会・錦糸町教室が入

場制限で活動が昨年より休止となってお

ります。各々の自宅や個人参加している

地域支部に於いての積極的な自主練習

と、腹式呼吸が基本である吹矢式呼吸

方法の練習を日常の散歩中にも取り入

れ行っています。 

◇活動カレンダー 
日 曜 １１月 当番 日 曜 １２月 当番 日 曜 １月 当番
1 月 増本 1 水 1 土
2 火 2 木 2 日
3 水 文化の日 3 金 3 月
4 木 4 土 4 火
5 金 とうりゅう会（投句） 5 日 5 水
6 土 6 月 増本 6 木
7 日 7 火 支部役員会 7 金 沼
8 月 門永 8 水 8 土 とうりゅう会（投句）
9 火 執行役員会 9 木 9 日
10 水 10 金 とうりゅう会（投句） 10 月 成人の日
11 木 11 土 平和会（雅） 11 火 執行役員会（ズーム会議） 門永
12 金 12 日 12 水
13 土 平和会（雅） 13 月 門永 13 木
14 日 14 火 14 金 渡部
15 月 渡部 15 水 15 土
16 火 16 木 WOB会（紫あやめ西） 16 日
17 水 17 金 17 月 吉田
18 木 18 土 歩こう会（田園調布） 18 火
19 金 歩こう会（埼玉造幣局） 19 日 19 水
20 土 20 月 渡部 20 木
21 日 21 火 21 金 中村
22 月 橋爪 22 水 22 土
23 火 勤労感謝の日 23 木 23 日
24 水 遠遊会（大山・日向薬師） 24 金 24 月 橋爪
25 木 WOB会（東武藤が丘） 25 土 25 火
26 金 26 日 26 水 遠遊会（三浦アルプス）

27 土 27 月 橋爪 27 木
28 日 28 火 28 金 増本
29 月 増本 29 水 29 土
30 火 30 木 30 日

31 金 31 月 増本  
 

 

 

 

現在感染予防の観点から例会開催を見送っている同好会から近況や 12 月以降の

見通しについてお知らせします。 
休止中の同好会から 
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