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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
五風十雨  前号（春号）の小欄の原稿を書いた時期まだロシアによるウクライナ 

侵攻は始まっていなかった。西側（民主主義国）と東側（覇権主義国） 

の睨み合いを取り上げ平和外交で解決をと訴えたが、戦争状態になり 

東西の色分けが一層進みエネルギーや食料品で我々の生活に影響

が出始めた。物価高は年金生活者を直撃するが先頃政府から新しい資本主義のグ

ランドデザイン（骨太方針２０２２）が示された。その中に貯蓄から投資のための「資産

所得倍増プラン」がある。要は貯蓄を投資に回して個人のリスクで資産を増やせとい

うことだが貧乏人には縁遠く益々貧富の差を助長する。大昔子供の頃に学んだ貧富

の差をめぐる「資本主義」と「社会主義」のメリット・デメリットを思い出す。 

西側諸国と東側諸国の指導者たちも一度先祖返りして原点に戻りそれぞれの国家

主義から見直せば紛争もなくなり平和な時代が訪れるのではないか。（H） 

野辺山高原山梨の古木 

写そう会ホームページへの投稿写真を撮るために年に何回か出掛けます。昨年は山桜を目指しましたが天候不順で見送

りとなり次はどこに行こうか考えておりましたが、一昨年より眼を付けていた「山梨の木」を撮ることに決めました。花が咲く時期

になると毎日天気予報を確認します。雨降りが続くと予想されていましたが 1日だけ晴れ予想の日があります。後は花が咲くか

どうかです。ネットで検索すると開花は 5月中旬となっていますが、野辺山観光案内所に確認したらここ何年かは早まっている

との返事です。晴れ予想の日の 2日前に再度電話を入れたら「咲いた」との返答です。当日は東京も朝から快晴で中央線に

乗り小淵沢を目指します。小淵沢の駅も何年か前に改修され、ホーム屋根にはパナソニックの太陽光発電が設置（目に付く

のは現役時代の習癖）されており駅周辺も整備されていました。ここから小海線に乗り換え野辺山高原を目指しますが途中の

清里周辺はペンションブームも去り大分寂れた感があります。野辺山高原駅に着き早速歩き出しますが、ふと考えるとマスク

は要らないんだと思い即外しました。2年ぶりの爽やか感で高原の空気を吸いながら歩いてもコンビニの前の灰皿を見つけると

自然に身体が向かいます。目的地までの道程は頭の中に入れていましたが、国道から農道に入ると道は真っ直ぐ続いていま

すが目的の木は見えません。コロナ禍で衰えた脚に鞭打ち 1時間以上歩きやっと遠くに木が見え出しました。近付くと木は道

の中央に立っており車がぶつからないよう柵を立ててあります。木の説明書きを見ると約２５０年の樹齢となっており、幹は枯れ

かかっており補修の跡もあります。花は何本かの枝に咲いていますが形は良く満開の状態です。付近の景色は遠くに残雪の八

ヶ岳、そこから続く高原と畑が広がりマスク無しで気持ち良い空気を久しぶりに満喫しました。 

                         （写そう会 文・写真 山下） 
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社友 Tokyo 2022 年夏号をお届けします。 

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。 

世の中は外国人観光客受け入れの再開など徐々に落ち着き

を見せ始めましたがまだまだ用心も必要です。かかる中東京

支部では殆どの同好会活動、各ブロックイベント開催など感染

防止策を取りながら活動を再開しております。 

会社は永く会社再建を担ってきた戴正呉会長兼CEO、野村

勝明社長兼COO体制から呉柏勲社長兼CEO沖津雅浩 

副社長体制に代わり真のグローバル企業を目指しています。

更なる発展に期待したいと思います。 

 

●支部総会を開催しました 

6月14日（火）池袋クルーズクル

ーズにおいて62名の会員出席

のもと第28回支部総会が開催さ

れました。 

コロナ禍により3年振りとなった総

会開催は例年4月開催でしたが

今年は6月開催を目標に準備を進め実施の運びとなりました。 

【支部総会】   橋爪支部長から高齢者のコロナ禍での引き

こもりは体力の衰えや会話が減ることで思考能

力が衰えて要介護の一歩手前（コロナフレイル）

に陥るので支部では「仲間と出歩き美味しいも

のを食べる」をモットーにブロック毎の屋外イベ

ントを強化するとの挨拶に続き早速議案審議

に入り1号議案から5号議案迄全て承認されました。（議案書

は支部ホームページ メンバーサロンに掲載されています） 

新任  役 員    ：山下 信氏 

退任  該当なし 

尚、支部長改選期でしたがコロナ禍で活動が休止した事もあり

留任とし任期を１年延長することも承認されました。 

【来賓ご講演】    SMJ ＢＳ社副社長 山崎公人 様 

総会後休憩を挟みご来賓から会

社近況報告を頂く予定でしたが、

当日ご本人が腰痛のため出席出

来なくなり、急遽ご自宅と会場をオ

ンラインで結びご講演を戴きました。

山崎様には過去にもご講演をお願いした経緯もあり、期待に

違わず解かり易い内容で好評でした。またオンライン講演がス

ムーズに進行すべく準備に駆けつけてくれた社員の方々にも

感謝申し上げたいと思います。 

【食事会】 

恒例だった会員相互の歓談を頂く懇親パーテ

ィについてはコロナ禍でもあり、従来の「バイキン

グ方式の懇親会」から、「会議の席へ配膳する

食事会」としました。料理は小振りの重箱が４つ

重ねられ、

なかには１５品の料理が

入れられており、皆さま舌

鼓しながら堪能されまし

た。そして久しぶりの再会

を楽しんで頂きました 

新入会員代表で谷屋さ

んが乾杯発声を中締めは新任役員の山下さんが行ないまし

た。 

●本部総会・支部長連絡会が開催されました  

６月２１日（火）大阪本部総会が

ホテルアウィーナ大阪で開催さ

れました。東京支部からは支部

長が出席しましたが東京と同様

３年振りの開催で半数程度の出

席者に留まりました。昼食後はア

トラクションなどで盛り上がりを見せていました。中でも恒例とな

っている会員の実演では、２年前にメンバーサロン「シャープ通

信」でも紹介された「蓄音機とラヂオ企画展」に出品された１２

０年前エジソンが作った円筒型蓄音機から聞こえてきた音源

に皆さんが感動していました。 

続いて別室で行われた支部長

連絡会では情報交換や社友

会が抱える現状の課題につい

て熱心に意見交換をしました。 

 

 

 

●2023年版カレンダー斡旋 

恒例のシャープカレンダーの有償斡旋を行

ないます。同封した斡旋案内をご確認頂き

期限内にお申し込みください。  

申し込み期限 ８月１日（月）日付振込分 

 

●事務局体制及び事務所使用について 

東京支部事務所については現在幕張ビル入館規制もあり毎

週月曜日のみ駐在していますが、今後についてもリモート業務

やオンライン会議の環境が揃ったことから役員会の承認を得

て月曜駐在体制を継続することとしました。何かとご不便をお

かけしますがご理解の程お願い申し上げます。 

また同好会例会など多人数の入室は現在も制限されていま

すので解除までしばらくお待ちください。 

・事務所駐在 月曜（１０：３０～１４：３０）  

 （祝日にあたる場合翌日） 

・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） 

  ・５月末現在会員数 593名 

   STML会員  502名  同好会加入 259 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 

2758 稲富 瞭一 81歳 4月 17日 

750 林 宏三 95歳 4月 28日 

4892 守屋敬司 73歳 5月 06日 

1074 油屋 正一 89歳 5月 18日 

4437 岡本 正憲 74歳 5月 27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 

7173 林  雅彦 多摩市 〇 SMJ-BS 

7179 高橋 幸雄 船橋市 〇 SDS 

7182 小幡 準二 札幌市 ○ SMJ- BS 

 

（２）第１２２号                社友Ｔｏｋｙｏ                   ２０２２年 夏号 

 

Topic 

事務局便り 

お知らせ 

会員情報

知らせ 

mailto:t-syayu@abelia.ocn.ne.jp
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よろしくお願いします 

 

「私とシャープ」         橋本 尚典（7147） 

秋葉原電気街が活況を呈していた１９８０年5月、東京中央シ

ャープ販売（株）に配属となり約４２年のシャープ人生がスター

ト。当時のシャープは残念ながらブランドが浸透しているとはい

いがたく、秋葉原での店頭応援で悪戦苦闘しながら必死で、

テレビ、冷蔵庫、電子レンジを説明、販売していた頃が懐かしく、

昨日のように蘇ってきます。この時の経験がその後の会社人

生において、大いに役立つとは当時は考えもせず、シェア拡大

に向けて、若さを武器に猪突猛進で営業活動に取り組んでい

ました。 

その後バブルが崩壊し、１９９４年１０月液晶映像システム事

業部に配属となり、初めてモノづくりを経験しました。当時は如

何にして余剰となった液晶パネルを商品に応用し、早くデビュ

ーさせるかが急務であったため、昼夜を問わず事業部内では

喧々諤々関連部門と打ち合わせを頻繁に実施し、モノづくりに

没頭しておりました。 

事業部での経験を経て、２００２年２月新たに発足した法人向

け営業部門に配属、異業種の鉄道、ホテル、病院、外食、コ

ンビニ、住宅業界等々、様々な企業に新たな商品、ソリューシ

ョンの提案をスタート。異業種の方々とのビジネスは新鮮でし

たが、ゼロからのスタートでもありなかなか成果が上がらない中、

業務用ビジネスに先行する競合他社が羨ましく、悶々とした

日々を過ごした苦い経験が思い起こされます。2 年目を過ぎ

た頃、上司と共に取り組んだ階層別営業がようやく軌道に乗り

始め、少しずつ具体的な商談の機会、注文も増え、シャープ

製品を取り扱ってくださる企業が増えていきました。今は、当時、

苦労を共にし一緒に頑張った仲間に感謝の気持ちでいっぱい

です。 

今後はこれらの経験を糧にして、地道に焦らず第二の人生を

見極めて、違った形で社会に貢献できるよう歩んで行きたいと

考えております。 

昨年１０月より第二の人生をスタートしたばかりではございます

が、今後は皆様からのアドバイス、再会を楽しみにしております。

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

「コロナ禍の生活とふるさと」    

平和会   沼 秀伸（2640） 

2020年年頭よりダイアモンドプリンセス号の横浜寄港から日

本上陸が伝えられたコロナ、右往左往の大騒ぎで新しいウイル

スの対応がはじまり早や 2年半たちました。全世界を恐怖に陥

れたこのウイルスの対応もようやく先が見えたかに思える今日

ですが、我々の生活に大きな影響を与えました。 

社友会の活動はもとより各同好会の活動も一部の同好会を除

いて完全休止期間も長期に及びました。 

我が平和会も 2年間で 2ケ月の開催に終わり、今年度より（4

月）感染対策を行いながらの実施で各会員も待ち望んでいた

のかこのコロナ禍でも参加率が 80％を超える盛況です。 

話は変わりますが小生も故郷和歌山での同窓会（高校時代）

も毎年位開催していたのが 3年間開催できず、ごく親しい４～

5名と lineのやり取りでお互いの健康を確認しながら情報交換

し、開催出来るのを楽しみに他愛のない話題で盛り上がったり

しています。 

和歌山県は人口約 95万の弱小県ですが、徳川御三家紀州

藩 55万石で世界遺産が 2つあり（真言宗総本山高野山、熊

野古道）又観光地として今は無くなりましたが雑賀崎の保養所

があった「和歌の浦」の一帯。古くは万葉集にも歌われた和歌

の浦には徳川家東照宮が祭られている。又、西国 33ケ所の

3番札所紀三井寺も桜の早咲で有名です。 

少し南の紀伊国屋文左衛門が嵐の中ミカン船を江戸に向け

て出した下津港（丸善石油、東燃石油の製油所が出来た）さ

らに南に行けば南紀白浜の温泉、南高梅の南部地区 

本州最南端の潮岬、

那智の滝、熊野大社、

クジラで有名な太地港

等豊富な観光資源が

あります。機会があれ

ば是非旅行を！写真

は今は空き家になって

いる小生の実家です。 

 

    「コロナ禍の川柳」 

とうりゅう会  上原 稔(2604) 

コロナには大変迷惑している。残された

人生に於いて失われた 2年になりそうだ。 

すべての同好会が休会せざるを得ない中

にあって、川柳は例外である。 

本来「座の文芸」と言われる川柳も、仲間

が集まって競うものではあるが、集まらなく

てもできる。コロナ禍で句会は行われない

が、誌上句会・大会（投句という方法）あり、

オンライン句会を行った吟社もある。 

私も全国の吟社の情報を得て出来る限り

投句をした。頭と紙と鉛筆があれば川柳を楽しめる。 

私の所属している「東京みなと番傘川柳会」は岩手から鹿

児島まで、200名弱の会員がいる。４月から句会を再開した。

会場には30名以上が参加した。奈良から日帰りで参加した会

員もいた。再開を待ち詫びているのだ。 

句会では「披講」（選者が入選句を詠み上げる)があり、「呼

名」(披講された句に間一髪で名乗る)が、川柳の真骨頂だ。

終わった後の懇親会が楽しい。現役時代に交わりの無い人達

と語り合うと新鮮で刺激的だ。 

所属同好会の「とうりゅう会」も句会は開かれていないが、９

月に 150回の節目を迎える。幹事が吟行（ある場所に行って

川柳を詠む）の場所を探している。コロナの７波８波などもって

のほかである。 

 

次の１０句はコロナ休暇の折に作った入選句です。 

 

ネギ一本リュックに立てて老婆行く 

三七度五分 風景が変わる 

晩年は自慢話になる挫折 

有能な人材だけが酷使され 

古書店の匂いが好きで婿養子 

意地なんか捨ててすっかり好々爺 

変なおじさんがボクの町にも居る 

豊かさを実感できぬままに老い 

原爆も昔語りになる日本 

プーチンの深い瞳にある怯え 

（３）第１２２号                社友Ｔｏｋｙｏ                       ２０２２年 夏号 

 

投稿コーナー 日々是好日 
近 況 短 信 

新入会員ご紹介 
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◇第２１１回 紫あやめ西   4/２１ （晴後曇り）参加２１名 

心配された雨も降らず気温も上

がり半袖姿もちらほら。結果は戸

泉さんと有川さんが同ＮＥＴで並

び年齢上位の戸泉さんが優勝。

３位に沼さんが入り、ベスグロ賞

は豊田さんが獲得しました。 

■入賞者は下記の通り  

順 位 お 名 前 グロス HC ネット 

優  勝 戸泉 龍男 92 27 65 

準優勝 有川  顕 94 29 65 

3  位 沼  秀伸 94 25 69 

◇第２１２回 クリアﾋﾞｭｰゴルフ 5/２６ （晴/曇り）参加２２名 

初めての会場でコースはきれい

に整備されていましたが河川敷

でもあり変化に乏しいコースでも

ありました。吉田冨夫さんがグロ

ス７８（ベスグロ賞も獲得）の素晴

らしい成績で優勝されました。 

■入賞者は下記の通り 

順 位 お 名 前 グロス HC ネット 

優  勝 吉田 冨夫 78 16 62 

準優勝 堀川  伸 85 20 65 

3  位 渡部  大 102 36 66 

◇次回はオープンコンペを開催    会員以外大歓迎！ 

８月 25日（木） 泉カントリー俱楽部    申込み受付中 

 

 

コロナ禍で１月から休会していた例会を４月より再開致しまし

た。 

４月 29名、５月 32名、6月 29名が参加、再開を待ち望んで

いた皆さんの熱意が伝わる戦いが展開されました。 

１月だけの＜年初恒例特別賞＞である初マンガン賞、初ドボン

賞その他の賞を４月に実施し盛り上げを図りました。 

4月には新入会員の相場邦二郎さん(0693)も初参加されまし

た。 

まだ都内のコロナ感染者は少しづつの減少ですが、以前と同

等の参加者で楽しく熱戦が繰り広げられました。もちろん、マス

ク着用換気配慮、アルコール/体温計の設置に留意していま

す。 

 

◆例会入賞者 （敬称略・カッコ内は参加者数） 

 ４月（29名） 5月（32名） 6月（29名） 

優 勝 前田義治 堀川 伸 堀川 伸 

準優勝 増井茂造 矢島五一 松村政行 

三 位 長谷川芳男 山崎豊弘 増井茂造 

 

 

 

◇第 259回例会（渋沢栄一の原点を尋ねる） 4/16 

本年度、暫らくぶりの例会実施です。昨年 NHK 大河ドラマ「青

天を衝け」の近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一の原点、

「深谷市血洗島」を尋ねました。JR 深谷駅に集合しバス乗車、

最初に生家の「中の家」を訪ね、昼食は皆で、渋沢が嗜んだ

「煮ぼうとう」を食べて、続いて「渋沢栄一記念館」でアンロドイド

実演＆展示室を見学、更に学問を学んだ従兄の尾高惇忠の

生家も訪ねて、渋沢の原点を学習出来ました。 参加 14名                    

◇第 260回例会（陸海空からみなとみらいを楽しもう） 5/21 

JR桜木町駅に集合、今回横浜みなとみらい地区の新しい乗り

物が誕生、循環式ロープウェイ「エアーキャビン」で空から名所

を眺め、続いて水陸両用バス「スカイダック」で市内観光＆海

上から横浜港を展望（サプライズは飛鳥Ⅱに出会いました）、

高層ビルから横浜の景色を眺望出来、日頃味わえない非日

常の世界を楽しめた感動得るコース体験でした。 参加 19名 

◇第 261回例会（関宿の城下町を探訪する）  6/18 

東武スカイツリーライン東武動物公園駅に集合し、バス乗車、 

関宿城博物館を見学し、利根川、江戸川、関宿城の歴史を 

学び、次に関宿城本丸跡を訪問し、更に太平洋戦争終戦 

時の内閣総理大臣鈴木貫太郎記念館を見学、縷々説明を 

戴き激動の大変な時代の往時を偲びました。  参加 12名                      

 
 渋沢栄一生家（中の家）    水陸両用バス（スカイダック）   

 

 

 

＜月例会＞6月例会 6月 16日（木）高幡不動尊 

高幡不動駅集合時には、今回参加

予定なしの１名が早々に集合し 9名

の参加となり今年最高の参加人数と

なりました。高幡不動尊境内の新選

組土方歳三銅像の前で朝礼、新入

会員の報告と挨拶があり、集合写真

を撮りそれぞれのお気に入りの被写

体を探して紫陽花の花が咲く丘に入って行きました。山の中に

は四国八十八箇所巡りを模した順路が設置されており一番～

八十八番まで石のお地蔵さんが置

いてあります。案内書を持って回る

グループもありますが一つ一つを拝

んで回る人々もあります。 

今日の天気は晴れの予報でしたが

１日中曇りです。紫陽花の花の撮

影には丁度良い天気と思われます

が、前日までの雨で坂道がぬかるんでいる所もあり我々の脚で

は難儀する坂道もありました、全員無事に撮影終了しました今

日は平日ですが若いカップルや熟年の夫婦が多く季節的に人

気の場所と思われます。次回例会の確認後駅前に移動し昼

食を取り解散となりました。 

 今後の予定 

7月 21日（木） しながわ水族館  イルカショー 

8月 18日（木） 勉強会（幕張）  秋澤講師 

9月 15日（木） 府中郷土の森公園 彼岸花 8千本   

 

（４）第１２２号                社友Ｔｏｋｙｏ                     ２０２２年 夏号 

 同好会便り ＷＯＢ会   

平和会   

健康歩こう会   

写そう会   
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1月～3月、コロナ感染

者再増加傾向のため中

止。4月(8名)5月(4

名)6月(7名前後予定)

参加の状況です。 

将棋会館道場では多

様なコロナ対策をしてい

ました。入場制限(50

名)、駒の都度消毒、幼

児等父兄付き添いは待合室を廃止して対局室入場で有料、

対局スペース確保等です。 

そのためコロナ前と比べ閑散として、子供の入場者数等が少

なく寂しい気がします。それでも 15時頃になると 3～4名の小

学生がやって来てオジサン

と対局です。毎回小学生を

観戦していますが、とにかく

頭の回転が速く即指し(早指

以上)でそれなりに強い。 

5月 6月は皆さんと久々にと

ても楽しい対局ができました。

夕刻から定例の駅前居酒屋

さんで打ち上げです。 

◇今後の予定  

217回 7月 26日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

218回 8月 23日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

219回 9月 27日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

220回 10月 25日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

 

 

 

■第 188回（3月 15日）青戸ボウル 

優  勝 佐藤初雄 595点 

準優勝 小澤基基 575点 

３  位 北村卓士 562点 

佐藤さん 1年 8 ヵ月ぶり 8回目の優勝 

■第 189回（4月 19日）青戸ボウル 

優  勝 朝子正和 615点 

準優勝 佐藤初雄 605点 

３  位 吉田 勲 529点 

朝子さん１月に続き 10回目の優勝。 

■第 190回（5月 17日）青戸ボウル 

優  勝 戸泉龍男 557点 

準優勝 小澤基基 554点 

３  位 田沼 稔 545点 

戸泉さん２年４ヵ月ぶり 13回目の優勝。 

■第 191回（6月 21日）青戸ボウル 

優  勝 田沼 稔 595点 

準優勝 北村卓士 589点 

３  位 森田幸男 544点 

田沼さん４ヵ月ぶり 16回目の優勝。 

■今後の予定 

第 192回 7月 19日（火） 青戸ボウル 

第 193回 8月 16日（火） 青戸ボウル 

第 194回 9月 20日（火） 青戸ボウル 

第 195回 10月18日（火） 青戸ボウル 

 

 

 

★ 新型コロナ感染予防のた

め２０１９．３月より休会を余

儀なくしていましたが２年８

ヶ月ぶり、６月９日に再開い

たしました。 会場は日本

棋院有楽町囲碁センター

で変わりませんがセンター

の責任者に聞くと一般の来場者はコロナ前と比べるとまだ６

０パーセントだが順調に戻ってきているとのことでした。 

★今年３月に稲富会長が急逝されました。 

 ２０１５年から７年間例会当日は初めの１時間を勉強会とし

て会員の棋力向上のため講師を務められ献身的に貢献し

ていただきました。 

  会員一同心からご冥福をお祈り申し上げます。 

★新会長には２回実施した熱海フジヤホテルでの一泊囲碁旅

行や数回にわたり女性のインストラクターを招致しての指導

対局など提案頂いたりして多大な貢献のある河内公也さん

をお願いし了承いただきました。 

  河内新会長のもと、新しくスタートすることになりました。 

★囲碁はインドアでの頭脳スポーツの王様です。 

 コロナ禍の今始めてみませんか。連絡をお待ちしています。  

◇今後の予定 

第 224回 7月 14日 

日本棋院  

有楽町囲碁センター 

第 225回 8月 11日 

第 226回 9月 8日 

第 227回 10月 13日 

 

 

 

コロナ禍で自粛してい

た同好会、アウトドア

で楽しめるゴルフ、パ

ークゴルフから再開し

ました。 

 

◆SHG（ゴルフ） 

・４月は満開の桜と少しの風でコンディショ

ンは良好。２年ぶり３度目の優勝は福嶋

さん。 

・５月は気温２７度、快晴、最高のゴルフ 

日和。吉田さんが 4月の福嶋さんと同様、 

２年ぶりの優勝を勝ち取られました。 

4月(4/27グレート札幌15名)   ５月(5/25ハッピーバレー20名) 

優勝 福嶋幸男 75 優勝 吉田和利 73 

準優勝 田村光市 63 準優勝 神谷信也 75 

3位 高橋厚司 76 3位 小池廣美 75 

◆SHP（パークゴルフ）北海道の大自然を背景に熱戦を展開 

４月(4/26 いしかり16名)      ５月(5/10ルルマップ17名) 

優勝 佐藤修治 91 優勝 井上正廣 97 

準優勝 中嶋建一 92 準優勝 佐藤修治 99 

3位 市原哲夫 93 3位 土屋益幸 100 

６月(6/7PGJばらと 17名) 

優勝 佐藤修治 91 

準優勝 中嶋建一 92 

3位 市原哲夫 93 

 

（５）第１２２号                社友Ｔｏｋｙｏ                     ２０２２年 夏号 

 天狗会   

ボウリング同好会   

 

 

囲碁同好会   

北海道ブロック同好会   

SHG５月上位入賞者

左から神谷さん、吉

田さん、小池さん 

  SHP（パークゴルフ）６月開催時の集合写真 
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●コロナ禍で句会は未だ休止中ですが、毎月投句

に皆さん休まずに励んでいます。当会も会を重ね

て９月で第１５０回を迎えます（１２年６カ月）、この節目開催

を記念して野外に出て吟行を実施する事と致します。場所

等は未定ですが吟行の後美味しい昼食を頂きながら句の

披露と課題句を含めた互選をして頂きます。※コロナの状

況はこのまま一段落と思いますので実施したく皆様のご協

力お願い致します。又８月には大阪・東京・東北の三会で

共通課題を全員で作句し全員の互選により入選句等が披

露されます。 

  《６月会員作句紹介》  課題【 ア ニ メ 】 

老脳はアニメ文化の圏外へ      （みのる・成井） 

アニメ見てパラパラ漫画懐かしむ  （せいじ・成田） 

漫画とアニメ違い解らぬ世代なり  （としお・森野） 

日本語をアニメで学ぶ異邦人    （酒坊・上原） 

アニメ録り準備万全孫を待つ     （ヨシ・嶋  ） 

出来るならゴルゴに狙撃頼みたい  （いちお・野村） 

桃太郎アニメに進化鬼滅隊      （小結・小松） 

憧れたアトム一途の少年期      （けんじ・加納） 

都市企画トトロの森に陽が当たり  （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 

  あなたも川柳をかじってみませんか、お待ちしています。 
■今後のスケジュール 

第１４８回  7月１２日 句会（幕張事務所） 

第１４９回  8月１０日 投句 

第１５０回 ９月１３日 吟行（場所等後日連絡） 

 

 

＜３月例会＞３月３０日（水） （第

５１回）「弘明寺・大岡川から桜木

町へ桜回廊散策」 

横浜最古のお寺「弘明寺観音」に

お参りし、弘明寺商店街を通り大

岡川に出ます。全長８キロに約７０

０本の桜が植えられ、桜木町まで

の土手沿いには屋台も並び桜も満

開で久しぶりに花見の賑わいが戻り楽しい散策になりました。

桜木町の野毛の有名な洋食店で食事のあと、みなとみらいの

「ザ・タワー横浜北仲ノット」47階からの眺望を楽しみました。 

＜５月例会＞５月２５日（水） 

（第５２回）「高尾山から小仏茶屋へ」 

ミシュランガイドにも三ツ星で紹介された超人気の山「高尾山」

へ新緑を求めて登山しました。整備された参道から「薬王院」

へお参りをし、山頂へ。生憎霊峰

富士山の姿は拝めませんでした

が、丹沢・秩父の展望を楽しめま

した。１時間で「小仏茶屋」へ到

着。名物「きのこ汁」を堪能、持参

のコーヒーで楽しい昼食でした。

帰りは小仏峠から下山、登山日

和に恵まれ、新緑の草花も愛で

た楽しい一日でした。 

【今後のスケジュール】 

７月２０日（水） 檜原村滝めぐり 

９月２８日（水） 要害山～尾続山ハイキング 

 

 

 

カラオケ同好会はコロナ禍の為に２年３ヶ月のブ

ランクを経て ２０２２年の 6 月度例会より再開し

ております。 

コロナ禍が解消した訳ではありませんので、 

万全の対策処置を講じております。 

列挙しますと次の様な事項になります。 

① 小部屋を避け、大部屋で開催する。 

② マイク消毒とリモコン消毒に徹す。 

③ マスク着用の歌唱に徹す。 

④ 会話は最小限に留める。 

⑤ 部屋別の交流は禁止する。 

「カラオケパセラ」側も部屋の移動は禁止しています。 

コロナ感染防止の対策は、三密防止に徹する事です。 

カラオケ同好会に参加される方々は日頃の自宅生活 

も大事な感染対策要素になりますので、自粛を旨とし 

た生活に徹しましょう。 

 

■直近の例会結果 ２０２２年 

＜０６月例会＞ ６月４日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

未だ未だコロナ禍が払拭されていない中での、カラオケ同好

会の再開でした。  （７名参加） 

 

■今後のスケジュール 

＜０７月例会＞ ７月２日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

＜０８月例会＞ ８月６日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

＜０９月例会＞ ９月３日（土） カラオケパセラ上野公園前店 

 

 

 

 

■２年振りに同好会の活動場所が再開 

 日本スポーツウエルネス吹矢協会の 

錦糸町教室がコロナ感染者数の低減に

伴い、２０２２年度４月１日より利用にあたって、指導要領順守

での再開が決定されました。同好会としても月一度の例会で

すが、漸く全員が集合しての練習が可能となりました。 

 ・協会のコロナ禍での教室使用要領 

①使用する的台は 4台とする ②的台の間隔は 2 メートル 

③実技進行には、タイマー或いは指導者の「始め」の掛け声で

進行し、矢の回収まで統一行動とする ④矢の回収後は、的

面を消毒する等々 

 コロナの影響で、吹矢は唾液の飛沫が拡散するのでは・・・。 

との憶測が流布され、協会とし

ても専門機関に依頼したビデオ

の超低速撮影による飛沫拡散

の様子を撮影し、安全である旨

の広報活動を行うと共に、練習

中は、前述の要領を守り密にな

らないように努めています。 

 

 

■今後の練習スケジュール（錦糸町教室） 

7月 15日（金） 12時 50分集合  13時～15時 

8月 19日（金） 〃 〃 

9月 16日（金） 〃 〃 

 

（６）第１２２号                社友Ｔｏｋｙｏ                       ２０２２年 夏号 

 
とうりゅう会  

遠遊会  

 

カラオケ同好会  
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  ・ 

 

 

5回目のイベントとして、5月 20日に春のイベント「日本橋クル

ーズ」を実施しました。日本橋桟橋から日本橋川、神田川、隅

田川を一周し桟橋に帰ります。屋根無しの船から普段触れる

ことの無い「東京」の歴史や風景を堪能しました。90分のクル

ーズ後は日本橋のレストランでビール、コーヒー、ケーキ付のラ

ンチです。AM11時～PM3時の楽しい 4時間でした。(詳細は

社友会ホームページ、支部行事、第一ブロック春のイベント

「日本橋クルーズ」に掲載しています) 

 

〇 イベント予告  第1ブロックは、これからも楽しいイベントを

計画実施します。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） 

山下信   （２３５８）  

 

 

 

 

NHK 大河ドラマ「晴天を衝け」で注目を集めた「渋沢栄一記念

館巡り」を３月２６日（土）に開催しました。 

参加者は１１名でしたが、社友会 埼玉県懇親会「彩の会」を

立ち上げられた松野浩二さん、元支部長の西口孫一さんも参

加されました。集合場所の深谷駅舎は、東京駅舎と同じレン

ガを使った素晴らしい建物でした。 

渋沢栄一記念館の見学では、職員の方の説明を聞き理解を

深めることができました。当日は１７℃曇り一時雨で少しは暖か

くなるはずでしたが、気温が上がらず寒い１日でした。お昼は、

渋沢栄一も好物だった「煮ぼうとう」を頂き、暖を取ることがで

きました。 

■彩の OB会 

毎月第１金曜日２０数名の会員でコンペを開催しています。 

７月１月（金）於アゼリアヒルズ CC にて開催。次は９月２日（金）

開催予定です。ご希望の方はご連絡ください。 

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）  

          

 

 

 

「暑気払い懇親会 ・ 多摩川スカイブリッジを歩こう 」   

■ 開 催 日   ７月２３日（土） ９時～１５時３０分 

■ 集合場所   ＪＲ川崎駅 中央改札前 時計下 

■ 開催場所   多摩川スカイブリッジ～川崎古民家園 

         ～バーベキュー（溝の口）～溝の口駅 

■ 移動手段   マイクロバス（チャーター）を利用 

■ 会   費   ３，５００円 

（ 経費の一部は第二ブロックのプール金を活用 ） 

■ 申込期日   ７月初旬 

皆様 コロナ禍で懇親会の中止が続いておりましたが、 

夏は 暑気払い ！ 元気に集い楽しみましょう。 

ウォーキングを採り入れ、観光地を巡って、 

懇親パーティー（バーベキュー）で交友を深めましょう。 

久方ぶりの 「暑気払い懇親会」 です。 

奮ってご参加ください。 

 

第二ブロック→（ 神奈川県 ＋ 静岡県 ）  

「出欠は メンバーサロンから入力してください」 

第２ブロック長 北村 卓士（3038） 

携 帯 電 話 ０９０－１７０８－３４３６ 

 

＜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） 今野武廣 （４９４１） 

竹下正喜 （４８５１） 濱田慶一郎 （６５２７） 

 

 

 
 

「房総横断の旅」と「房総の小江戸大喜多の城下町散策」 

 
第４ブロックとして約２年半ぶりにイベントを実施しました。 

□実 施 日：5月 18日（火） 8時４５分五井駅集合 

□参加人数：20名 

五井駅から蒸気機関車に牽かれた「房総里山トロッコ列車」 

に揺られ缶ビール等で約２時間懇親を深めつつ養老渓谷 

駅へ、駅周辺の散策や足湯につかり１時間の乗換待ち。 

小湊鉄道終点「上総中野駅」でいすみ鉄道に乗り換え「大 

多喜駅」へ。大多喜で「とんかつ亭有屋」で大名とんかつを 

食しつつ談笑、その後城下町大喜多を２時間半各自散策し、

房総横断の最終駅「大原駅」で解散。 

■次回は、７月３０日（土）に「納涼祭」を開催します。 

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） 

黒田利明 （6547）  

（７）第１２２号                社友Ｔｏｋｙｏ                     ２０２２年 夏号 

 

ブロック便り 第一ブロック 
東京・新潟・長野・山梨他地区 

第三ブロック 
埼玉・群馬・栃木・茨城地区 

第二ブロック 
神奈川・静岡地区 

第四ブロック 
千葉地区 
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寒い!!今年の北海道の 6 月上旬ははっきりしない天候で肌寒い。そんな中、北海道の初夏の風物詩「第 31 回 YOSAKOI ソーラン

祭り」が 3年ぶりに開催されました。高知のよさこい祭りをルーツに北海道の「ソーラン節」をミックスして 1992年に第一回目が僅か

10チームで開催されましたが、昨今は3万人の踊り手、200万人の観光客で賑わう北海道の一大イベントに成長しました。今年は、

コロナ禍で規模は縮小されはしたものの全国から 200チームが参加、久々に札幌は賑わいを取り戻しています。 

これからの夏のイベントは北海道神宮例大祭や「花フェスタ（６/２５～７/３）」などの開催が決定しています。そして待望の「さっ

ぽろ大通ビアガーデン」も 3年ぶりの開催が決定しました。 

同好会もゴルフ、パークゴルフとアウトドアでの活動を中心に再開、親睦を深めています。 

インドアのマージャンは開催を控えていますが、ボーリングは 7月からの開催が決まりま 

した。歩こう会も開催準備を進めています。 

各同好会の開催計画（開催日程のみ、詳細は各幹事にお問合せ下さい。） 

パークゴルフ  7月 5日、  8月２日、  9月６日、 10月 4日 

ゴ  ル  フ  7月２７日、 8月２４日、 9月２８日、 10月１２日   

ボーリング    7月１１日（1年ぶりの開催） ※毎月第 2月曜日開催 

マージャン、歩こう会は検討中です。少しずつですが日常が戻って来ましたね、ついついコロナ禍で引きこもりがちの毎日ですが同

好会への参加などを通じて少し外へ目を向けてはいかがでしょうか！（感染対策を講じて） 

※シャープ北海道同窓会（仮称）の準備を進めています。社友会加入者のみならずシャープで出会って北海道にお住いの皆さん

の親睦を深めるシャープ同窓会を感染状況にもよりますが８月３日（水）に開催予定です。詳細については別途ご案内します。 

 

 

 
日 曜 ７月 当番 日 曜 ８月 当番 日 曜 ９月 当番

1 金 1 月 増本 1 木

2 土 カラオケ（パセラ上野） 2 火 2 金

3 日 3 水 3 土 カラオケ（パセラ上野）

4 月 門永 4 木 4 日

5 火 執行役員会 5 金 5 月 増本

6 水 カラオケ（パセラ上野） 6 火 支部役員会

7 木 平和会（雅） 7 水

8 金 7 日 8 木 囲碁（囲碁センター）

9 土 平和会（雅） 8 月 門永 9 金

10 日 9 火 10 土 平和会（雅）

11 月 増本 10 水 11 日

12 火 とうりゅう（句会幕張） 山の日 12 月 門永

13 水 囲碁（囲碁センター） 13 火 とうりゅう（句会幕張）

14 木 囲碁（囲碁センター） 12 金 14 水

15 金 吹矢（錦糸町本部） 13 土 15 木 写そう（府中郷土の森）

16 土 歩こう会（渋沢足跡） 14 日 16 金 吹矢（錦糸町本部）

17 日 15 月 渡部 17 土 歩こう（巣鴨歴史散策）

18 月 海の日 16 火 ボーリング（青戸） 18 日

19 火 ボーリング（青戸） 渡部 17 水 19 月 敬老の日

20 水 遠遊会（檜原村滝） 18 木 写そう（勉強会） 20 火 ボーリング（青戸） 渡部

21 木 写そう（しながわ水族館） 19 金 吹矢（錦糸町本部） 21 水

22 金 20 土 22 木 WOB（取手桜ケ丘）

23 土 21 日 23 金

24 日 22 月 橋爪 24 土

25 月 橋爪 23 火 天狗会（将棋会館） 25 日

26 火 天狗会（将棋会館） 24 水 26 月 橋爪

27 水 25 木 WOB（オープンコンペ） 27 火 天狗会（将棋会館）

28 木 26 金 28 水 遠遊（要害山～尾続山）

29 金 27 土 29 木

30 土 28 日 30 金

31 日 29 月 増本

30 火

31 水

6 土

11 木

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）第１２２号                社友Ｔｏｋｙｏ                     ２０２２年 夏号 

 北海道ブロック 

活動カレンダー 
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行 

シャープ社友会東京支部 広報委員会 
〒261-8520 千葉市美浜区中瀬１丁目９番２号 

シャープ幕張ビル４F 

電話 050-5357-4897 FAX 050-3588-8282 

E-Mail t-syayu@abelia.ocn.ne.jp 
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