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◇会員投稿       ３ページ 

◇同好会便り    ４～６ページ 
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  各ブロックの情報/お知らせ 

◇活動カレンダー    ８ページ 

  同好会日程/行事予定 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
五風十雨  「生めよ、殖やせよ」は 1941年（昭和 16年）人口政策として閣議決

定し、西欧文明に蝕まれた個人主義、自由主義の都会的性格がいけ

ないと名指をして子供は 5人以上生むようにと呼び掛けた。この結果

戦争末期には妊産婦や乳児への配給も届かず、多くの子どもを抱え 

た母親たちは栄養失調と闘いながら戦火の中を逃げ惑うことになった。隣の国の一人 

っ子政策は「未富先老」（先進国になる前に少子高齢化社会になる）を招いている。 

年賀会のご挨拶で我々高齢者にアゲンストの風が吹いていると申し上げたが、今異

次元の子供支援政策を巡り、政府案では財源確保に「子育て連帯基金」を当てると

いう。分かりやすく言うと高齢者に回す分を減らして子育て支援に回すということだが

果たしてこれが正しいのだろうか。80年前の都会的性格を助長するだけで終わるの

ではやりきれない。先日のニュースで岡山県のある町が紹介されていたが出生率が

2.8人という地方の取組み方から老若男女問わず納得する政策をお願いしたい。（H） 

「第 73回２０２３さっぽろ雪まつり」 
さっぽろ雪まつりは 1950年に地元の中、高校生が 6つの雪像を大通公園に設置したことをきっかけに始まりました。 

雪像に加えスクエアーダンスや歌謡ショー、歩道に特設されたコースでドッグレースなどが行われ、約５万人の来場があったと

記述されています。以来７０年の変遷を経て、開催期間中の来場者数２５０万人を超える日本を代表する冬の大フェスティバ

ルに成長しました。 

今年の開催期間は２月４日（土）～１１日（土）の１週間で、数多くのインバウンド客が来場しています。会場は「大通会場」と

「すすきの」の２会場。残念ながら大通会場の飲食ブースは見送りとなってしまいました。大通会場では５基の圧巻の大雪像

（幅約 22m×高さ約 15m×奥行約 15m）と大中小の雪像約１００基が並びました。すすきの会場（アイスワールド）は氷のオブ

ジェが並ぶ「クリスタルロード」とイルミネーションロードが魅力です。加えて会場周辺ではカーリングが楽しめ、今年からは道庁赤

レンガ前の通称「アカプラ」にスケートリンクが設営され新しい魅力が加わりました。 

札幌周辺には３０分～１時間ほどでパウダースノーが楽しめるスキーゲレンデが沢山あります。日中は会場を散策したりアク

ティビティに興じて、夜は－10 度の世界を体感しながらライトアップされ光で色づいた幻想的な大雪像やプロジェクションマッピ

ングを楽しみ、北の幸に舌鼓を打つ。この上ない至極の時間（笑） 

さらに札幌の隣町小樽で「小樽雪あかりの路」（キャンドルの灯火が照らす幻想的な港町小樽を演出）が開催され、オホーツク

では流氷船「ガリンコ号」が動き出すなど、全道各地で冬まつりやイベントが開催されています。 

是非‼来年は冬の北海道へお越しください。                         （北海道ブロック 文・写真 辻田） 
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社友 Tokyo 2023 年春号をお届けします。 

まもなく桜の季節を迎えます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。 

ウクライナ侵略から1年が過ぎ未だ収束の気配は見えず泥

沼化していますが、コロナ過のほうは出口が見えてきて、この

会報が皆様のところに届く頃にはマスク着用が個人の判断と

なり、更に5月からは季節性インフルエンザ扱いに移行される

などまだ戸惑いは残りますが徐々に元の生活に戻ることと思い

ます。かかる中、当支部では昨年に続きブロックイベント活動

を活発化しています。桜のシーズンに合わせて各ブロックが企

画していますので是非積極的にご参加ください。詳しくはメンバ

ーサロンの行事案内をご覧ください。 

 

●首都圏地区年賀会を開催しました 

三年振りとなる首都圏地区年賀会を１月21日（土）に開催しま

した。今年は創業者早川翁生誕130年

を迎えることから生誕地にも近く私達に

とっても思い出深い旧シャープ市ヶ谷ビ

ルを会場に選んだことから第八波が懸

念される中多くの会員が集まり盛況でし

た。橋爪支部長の新年のご挨拶に続き、

ご来賓のＳＭＪビジネスソリューション社

社長 美甘將雄様から会社の近況についてプレゼンを頂いた

あと年男の上田弘明さんの乾杯で懇親会に入りました。現在

は貸会議室業者のＴＫＰが所有し、かつてのショールームはド

ラッグストア、別館はホテル業者がテナントで入っており様変わ

りしていますが外観は変わりなく各所に面影が残り、参加者は

現役時代を懐かしく思い出しながら歓談していました。 

●北海道ブロック 23’新春懇談会を開催しました 

首都圏地区に続き北海道ブロックも三年振りとなる新春懇談

会を１月２８日（土）にシャープ札幌ビルで開催しました。 

詳しくは支部ホームページでご覧ください。 

●令和５年度支部総会のご案内 （予告） 

２０２３年度東京支部総会を開催します。詳しくは５月上旬に

支部ホームページメンバーサロンからご案内します。 

◇日 時  ６月１3日（火）１０：００ 受付 開始予定 

◇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（総会終了後昼食会を予定しています） 

●令和5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払込取扱票で令和5年度の年

会費・同好会会費を期日までに払込をお願いします。  

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） 

（払込手数料はご負担下さい） 

●広報委員会レポート 

２月７日（火）Zoom会議で第 3回広報委員会を開催し、新年

度から社友会本部主導でスタートする「準会員制度」について

情報共有をしました。詳細に就いては改めてお知らせする予

定です。 

●会員情報（１） 

  ・２月末現在会員数 575名 

   STML会員  487名  同好会加入 256 名 

   緊急連絡網 携帯メール 59名  FAX 17 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 

963 原野 浩一 85歳 8月 

3762  中村 健二 75歳 11月 8日 

651 森元 勝治 88歳 11月 19日 

1496 森末  禎  83歳 12月 3日 

2672 瀧野 孝則 79歳 1月 1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 

7214 篠村 亮 品川区 ― SMJ-CS 

7217 宮澤 高康 取手市  〇 SMJ-HS 

7227 石川 裕恭  さいたま市 ○ SMJ-BS 

7228 早野 由香 船橋市 ○ 支社総務 

 

              

            よろしくお願いします 

私とシャープ         

広本 憲（7209） 

京都の片田舎の高校を卒業して１９８１年シャープ（株）に入

社して産業機器事業本部（当時）の複写機事業部（大和郡山）

勤務となりました。当時の私は工場でこのまま定年まで勤め上

げるものと信じて日々勤務しておりましたがまさかこのような職

歴になるとは夢にも思っておりませんでした。工場の自動化が

進み人員の削減や中国での生産への移管などが計画されて

いる中で、一人で納品できる画期的なコンパクト複写機

「SF750」がデビューしました。TV コマーシャルに浅野ゆう子を

起用し、大々的な宣伝効果もあり一気にシェアが上がって絶

好調だったのですが、その後致命的な不具合が発覚して、販

社倉庫とご販売店様在庫を含む全国の流通在庫を整備して

回る「タスクフォース」が招集され総勢１５名体制の中に入り約

１か月の出張作業に従事することとなりました。 

１９歳の時でした。私は北陸～中部エリアの担当となり先ずは

お詫びから始まりご販売店様の冷たい目線が注がれる中、暗

い倉庫に入って二人一組で１台ずつ開墾し、作業終了後 PP

バンドで梱包し直すという業務に明け暮れで苦痛な日々を過

ごしたものです。その後は戻っても居場所はなく、メンバーは事

業部所属で販売店への支援部隊へと姿を変えていきました。 

１９８４年２２歳の時に「シャープビジネス（株）」に配属となり、ま

さに地獄の営業活動がスタートしました。早く事務所に戻れな

い雰囲気、深夜に始まる重苦しいミーティング、翌朝にはすぐ

に出勤など今では考えられない日々でしたが間もなく販社再

編で解放され、私は情報ATOM隊として西田辺勤務となりまし

たが、仙台への異動を言い渡された２０歳の同僚が転勤を拒

否して突如退職したため白羽の矢が私に降りかかりました。 

２４歳の時でした。当時 ATOM隊本部長の柳さん直々に会議 

室に呼ばれ、頭を下げられたことを覚えています。 

（２）第１２４号                社友Ｔｏｋｙｏ                   ２０２３年 春号 
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新入会員ご紹介 
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仙台では３年半量販店の情報機器担当営業として勤務しまし

たが会社人生の中で一番感動した出来ごとがありました。 

売り上げ予算が届かず家電商品は在庫で一杯だったので、情

報機器をお店にお願いすることになり、上司から「Ｘ68000」と

いうパソコンを７台仕入れてもらえ！との指示が出ました。 

半年で３～４台しか売れない商品でしたのでほぼ１年分に当た

ります。商談相手の店長に誠実にお伝えし懇願した結果、店

長はしばらく無言の後、店の在庫金額枠を空けるため各商品

責任者を呼び他メーカー商品を可能な限り返品するよう指示

をして仕入れ値で１台数十万もするパソコン７台を仕入れて頂

きました。 

人間関係の尊さと信頼関係の重要性を実感した瞬間で仕事

では初めて涙を流しました。 

事業部５年、恵美須ビル（西田辺）１年、仙台では情報ルート

を含め１１年、その後横浜１３年、江東ビル２年、堺（平野、八

尾）１０年の勤務を経て２０２２年９月に定年退職となりました。

紆余曲折のシャープ人生で家族にも負担をかけた思いはあり

ましたが、自己満足ながらよくぞここまで頑張ったな！と思って

おります。現在は横浜在住で横浜勤務時代にお世話になった

お取引先に再就職させていただきました。今後もこれらの経験

を生かせていければと考えております。 

シャープから第二の人生へ     

早野 由香（7228） 

1981年にシャープ㈱に入社しました。配属は当時東京支社

業務部でした。総務業務を経て、辻社長体制での上京役員

秘書、幕張ビルでの千葉県・中小企業庁他近隣企業との折

衝業務後、研究開発本部に異動し新規事業の企画、電子書

籍端末開発A1263PT他総務業務からものづくりまで幅広く非

常にありがたい経験をさせていただきました。 

2012年 12月に早期退職し、現在は、①オステオパシーとい

うカイロプラクティックの元と言われる穏やかな施術(広義では

整体)と、②笑いのチカラで企業を元氣にする研修講師として

活動をしております。 

個人事業主は資料作成等も多く、シャープでの経験が非常に

役に立ち、感謝をしながら毎日活動をしております。 

この度、正岡様のご紹介で社友会に入会させていただきまし

た。今後は、先輩方にご教示いただきながら活動をして参りた

く、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

レッツゴーボウリング 
ボウリング同好会 森田 幸男（5913） 

老化は足から来ると言われていますので毎日のウオーキング

と週一回のボウリングで足の筋力の衰えを防いでいます。 

ボウリングは数十年前のボウリングブームの時から始めました。

当時は１～２時間待ちは当たり前で、ゲーム代も今と比較して

相当高かった記憶があります。その後ブームが去りしばらく遠

ざかっていましたが定年後に運動不足解消の為、社友会のボ

ウリング同好会に入会し月一回の例会に参加しています。又、

月一回の例会とは別に週一回程度のペースでラウンドワンの

早朝投げ放題で汗を流しています。 

早朝投げ放題はいくら投げても定額１５８０円なので混んでこ

なければ体力の続く限り何ゲームでも投げられます。 

そのためスコアを気にせずに練習することが出来ます。又、ア

プローチの前後にビデオカメラが付いているので投球後の再生

がすぐに出来て自分の投球フォームの悪いところが分かり、そ

こを改善すればスコアアップにつながり益々ボウリングが楽しく

なります。 

ボウリングはボールの重さもその人の体力に合わせて選べ、又、

無駄な力を使わず振り子の原理で投球をすることで幾つにな

っても楽しくできるスポーツですので、是非運動不足解消の為

社友会のボウリング同好会で一緒に汗を流しましょう。 

  

カラオケ同好会の参加者数増を望む 

 

カラオケ同好会 北村 卓士（3038） 

コロナ禍に苛まれて２年３ヶ月を経て、２０２２年６月よりカラオ

ケ同好会を再開致しました。カラオケ同好会はインドア開催の

為に参加敬遠をされる度合いが大きい同好会です。 

敬遠される理由は密閉された部屋の為、コロナ感染リスクが高

くなる懸念からだと思います。 

然し乍ら、カラオケ部屋は次の設備機能がありますので、一般

の部屋よりも安全安心と云えます。各部屋に大容量の換気設

備を整えており、数分間で室内空気を全て入れ替えてしまう

換気機能を備えています。 

我々のカラオケ同好会はこの様な設備環境の場所で例会を

行っています。中でも、飲酒飲食を伴うカラオケ同好会ですか

ら、数か月間の実態を経て、信頼性は高まっていると云えます。

勿論、基本的なケアーは励行しております。 

＜ 三密防止の心掛け、マイク消毒の徹底など＞ 

 ３密 ： 密閉空間にしない。 密集場所を作らない。 密接

場面を作らない。  

コロナウィルスの扱いとして5月からはインフルエンザと同じラン

ク５になりますし、マスク着用の義務も外れます。 

安心度が高まった中で、出来る丈多くの方々が参集してカラ

オケ同好会が行える事を望んでいますので、皆様方の積極的

なご参加をお願い致します。 

参考迄に コロナ禍前の 2019年度と 2022年 6月にカラオケ

同好会を再開後の例会参加人数比較は次の通りです。 

 10月 11月 12月 1月 2月 

2019年度 22名 22名 24名 21名 24名 

2022年度 9名 12名 8名 9名 10名 

（現状は概ね会員数の約半数の例会参加者数です） 

その中でカラオケ同好会は更なる環境改善を行う為、３月例

会からは開催場所を変更します。 

「カラオケ パセラ上野公園前店 ６Ｆ」 から 「カラオケ パセ

ラ上野御徒町店 ２Ｆ」へ 

理由：カラオケ パセラ上野御徒町店は大部屋、中部屋が多く、

我々の条件に相応しい会場と云えます。飛び入り参加を踏め

て、皆様方の積極参加をお待ちしております。 

（３）第１２４号                社友Ｔｏｋｙｏ                       ２０２３年 春号 

 

会員投稿コーナー 日々是好日 
近 況 短 信 
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◇第 215回 紫あやめ西  

10/27（晴）参加 25名 

復帰参加の明石三郎さんを含め

25名と本年最多の参加者で、秋

晴れの最適な気温でゴルフを楽

しむことが出来ました。ラウンド回

数の多いコースということもあり上位 4名がネット７２と好スコア

の大混戦となりましたが年齢順により順位を決めました。 

■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  勲 100 28 72 

準優勝 松石 圭造 97 25 72 

3  位 岸田  勇 91 19 72 

◇第 216回 東武藤が丘  

11/24 （晴） 参加 13名 

体調不良による欠席者もあり少し

寂しい例会となりました。前夜のワ

ールドカップドイツ戦の観戦で皆さ

ん寝不足でしたが、雲一つない

秋晴れと見事な紅葉の中でプレイ出来ました。 

■入賞者は下記の通り 

順 位 お 名 前 グロス HC ネット 

優  勝 長谷川 洋二 96 27 69 

準優勝 杉江  正 96 24 72 

3  位 橋爪 静夫 100 25 75 

■１２月例会は集合したものの荒天の為残念ながら流会となり、

皆さん恒例のお餅を貰ってそれぞれ帰路につきました。 

 

 

昨秋からのコロナ感染者再増加にも拘わらず例会は 10 月以

降順調に継続開催してきました。参加者も毎回 25 名以上で

あり、会員諸氏の旺盛な意欲の賜物とも言えるでしょう。 

１２月には恒例のご家族土産配布（忘年会は中止）、１月は新

年度特別賞実施など例年と変わらぬ盛況ぶりでした。また２月

から、2188 中川恒雄さん（81 歳）が 10 年ぶりにお元気で再

入会され盛大な拍手で迎えられました。 

当会報発行時点では今期最後の 3 月例会も終了し、激しい

年間レースも決着していると思われます。結果が楽しみです。 

 

    

 

 

◆入賞者 （敬称略・カッコ内は参加者数） 

 12月（26名） 1月（27名） 2月（27名） 

優 勝 仲澤邦彦 沼 秀伸 永井正和 

準優勝 伊藤敏雄 矢島五一 藤原邦崇 

三 位 矢島五一 高木米雄 長谷川芳男 

 

 

◇第 265回例会（城ヶ島散策とまぐろ丼昼食） 1１/1９  

天候不順やコロナ禍の影響で例会
を実施出来ず、11月に 2年越しの再
挑戦の例会開催です。京急線「三崎
口」駅に集合し、駅前でバスに乗って
三崎港経由・城ヶ島へ向かい到着後、
北原白秋記念館を見学・記念碑の前
で集合 写真を撮りました。緑豊かな
城ヶ島を散策、自然豊かな波の造形
美を楽しむ海岸線巡りです。また大変
お得な「京急まぐろ切符」を利用し皆で「まぐろ丼を」戴き楽し
い例会でした。参加 10名  
 ◇第 266回例会（高輪ゲートウェイ駅から目黒へ） 12/17  

少し寒い天候の中、新駅「高輪ゲ

ートウェイ」駅に皆さん集合しました。

このコースは昨年6月例会実施予定

でしたが、コロナ禍の影響で中止にな

ったコースです。新しい駅は

「Tokyo2020」開幕に向け、2020年

3月のダイヤ改正に合わせて暫定開業

されました。駅舎のデザインは実績のある建築家「隈健吾」さ

んが担当し、折り紙を模した大屋根が特徴です。この新駅には

いろいろ新しいアイデアが入っています。柿本リーダーよりきめ

細かく案内が有り、更に駅舎 3階からは、「高輪築堤跡」が発

見された事の説明が有りました。今日の例会は新しく出来た高

輪ゲートウェイ駅の最新の設備を感じると共に、歴史的な見学、

高輪木戸跡、高輪消防署二本榎出張所、旧公衆衛生院、

（特別展示室で「鉄道開業150周年記念展見学」）、などを巡

る楽しい歩こう会でした。参加 22名 

 

 

〈月例会〉11月 1日（木）-2日（金）（1泊） 伊香保・榛名湖

（参加者 9名） 

集合場所は新宿バスタと現地、新宿バスタ組 5名と現地組 4

名は 12時前に宿泊ホテルに集合し、準備した昼食をホテル

で済ませ、小雨の中、ロープウエイで見晴駅からの展望と紅葉

に色づいた山道や伊香保神社、河鹿橋や 365段石段の撮影

を楽しんだ。夜のライトアップ撮影は雨の為に中止し、ホテルの

部屋で懇親会を行いました。2日目は快晴、早朝 5時に起床

し日の出と雲海を期待して上の山公園に、雲海は出ませんで

したが、日の出に染まる筑波山と街並みがドラマチックで感動

の一瞬をカメラに記録しました。その後、朝食をとり、榛名湖畔

を一周して撮影、昼食は名物「水沢うどん」、帰りは伊香保温

泉で疲れを癒し、現地組と別れて帰宅の途に着きました。 

＜今後の予定＞ 

4月 20日（木）根津神社と周辺 ツツジと下町風景 

5月 18日（木）上野動物園 動物たちと赤ちゃん 

6月 15日（木）千葉公園 大賀ハス・公園スナップ 

同好会便り ＷＯＢ会   

平和会   

健康歩こう会   

写そう会   

北原白秋記念碑前 

旧公衆衛生院前 
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昨年はコロナ感染者増加で休会が多かったのですが、10月

以降は順調に再開方向にあります。 

過去は社友会事務所にて例会を実施していました。 

交通機関等の関係もあり変更し、

現在は日本将棋連盟ビル道場

一角を借りて開催しています。 

会員数が減少したこともあり参加

者の自由対局としていますが、4

月以降基本総当たり制として、6

ヶ月を区切り対局結果を記録す

ることを検討しています。 

(棋力差がある場合の駒落ち対

局も検討中です) 

又、一般来場者とたまには対局

するのも天狗会のレベルをはか

るためにも一考かと思います。 

(将棋道場では最初自己申告で

最低 15級からスタート、成績に

より昇級、昇段し最高 6段まで

あります) 

 

今後の予定  

218回 11月 22日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

219回 12月 27日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

220回 1月 24日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

221回 2月 28日 千駄ヶ谷将棋会館 2F 

 

 

 

■第 196回（11月 15日）青戸ボウル 

優  勝 森田幸男 624点 

準優勝 田沼 稔 548点 

３  位 朝子正和 521点 

森田さん 11 ヵ月ぶり 9回目の優勝 

■第 197回（12月 20日）青戸ボウル 

優  勝 長島伸行 636点 

準優勝 森田幸男 532点 

３  位 北村卓士 477点 

長島さん２年１０ヵ月ぶり 7回目の優勝。 

■第 198回（1月 17日）青戸ボウル 

優  勝 長島伸行 542点 

準優勝 森田幸男 525点 

３  位 北村卓士 518点 

長島さん先月に続き 8回目の優勝。 

■第 199回（2月 21日）青戸ボウル 

優  勝 戸泉龍男 593点 

準優勝 朝子正和 581点 

３  位 森田幸男 577点 

戸泉さん９ヵ月ぶり１４回目の優勝 

■今後の予定 

第 200回 3月 21日（火） 青戸ボウル 

第 201回 4月 18日（火） 青戸ボウル 

第 202回 5月 16日（火） 青戸ボウル 

第 203回 6月 20日（火） 青戸ボウル 

 

 

 

◆囲碁界のビッグニュース 

中学生 仲邑 菫(なかむら すみれ)プロ３段が上野愛咲美 

女流棋聖(21)に挑戦し見事 2 勝 1 敗で女流棋聖のタイトルを 

獲得した。１３歳１１ヶ月でのタイトル獲得は藤沢里菜女流本

因坊の15歳9ヶ月の記録を大幅に更新したもので中学生のタ

イトル獲得は史上初めてである。 

彼女は日本棋院が囲碁界の発展と世界で戦えるプロ棋士養

成のため「英才特別推薦棋士」を設けた第一号として１０歳で

プロ入りし、昨年は通算１００勝も達成している。両親が囲碁関

係者という環境に恵まれていたとはいえ１３歳でその道のトップ

に立つことはすごいことだと思います。 

＜いつもの例会風景＞ 

 

北海道ブロック   ◆同好会年間スケジュール   
SHG、SHP、SHB の 2023 年度の開催計画についてお知らせ

致します。尚、詳細につきましては別途各幹事の方から連絡

致します。SHA及びSHMも今年度の再開を予定しています。 

SHG 北海道ツアー年間スケジュール 

 
SHP 北海道ツアー年間スケジュール 

 
SHB 北海道大会年間スケジュール  

 
◆ボウリング同好会 2月度開催結果 

開催日 ２月１３日（月）、会場 琴似サンコーボウル、参加者 

１１名。真冬日から一転して、 

プラスの気温で迎えた２月の 

大会。当日の天気と同じく、寒 

さを吹き飛ばす大逆転で、見 

事‼定さんが優勝‼惜しくも辻田 

さんが準優勝でした。3位は佐 

藤さん。小幡さん、佐藤さんが 

ターキーを達成‼ 

 

　開幕戦　　   4月26日（水）　グレート札幌カントリークラブ
　　５月　　    5月24日（水）　ハッピーバレーゴルフクラブ札幌
　　６月　　　   6月21日（水） 真駒内カントリークラブ

　　７月　　    7月26日（水） シャトレーゼ　マサリカップ
　　８月　　　   8月23日（水） 太平洋クラブ札幌コース
　　９月　　    9月27日（水） 札幌北広島ゴルフ倶楽部（未定）
  最終戦　  10月11日（水）  新千歳カントリークラブ

　開幕戦　　 　 　 4月25日（火）  ５月　　5月  9日（火） ６月　　　6月  6日（火）
    ７月          7月  4日（火）　  ８月 　8月　1日（火） ９月   9月 5日（火）
　最終戦　   10月  3日（火）

　開幕戦　　　　　　          4月10日（月）  ５月    5月  8日（月） 　６月 　 6月12日（月）   
     7月       　　　 　   7月10日（月）  ８月    ８月21日（月） 　９月　　 9月11日（月）

 　１０月          　　 10月16日（月） １１月 　11月13日（月） １２月   12月11日（月）
     １月 　　  　　   1月15日（月）   ２月     2月19日（月）　　  ３月    3月11日（月）

天狗会   

ボウリング同好会   

囲碁同好会   
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● 上原稔会長が第８回水府賞を受賞 

近代川柳を創った六大家の一人に岸本水府がい

る。番傘川柳本社の祖の一人でもあります。 

上原会長は来年創立１15周年を迎える番 

傘川柳本社の同人幹事でもあります。 

年間掲載の１０句から水府賞は選ばれる。 

〈選考理由として〉 

『最近ユーモア句の少なくなった川柳界にあって、こういういき

いきした作品をつくる作者にほっとしています』お見事！です。 

夢ばかり追いかけていた酔っ払い 

 ・喜寿を超えもう道化師は似合わない 

 ・百歳の時代に焦ることはない 

 ・恥ずかしい話もいつか灰になる 

 ・さっぱりの味で食べたい老いの舌 

 ・花に嵐夫婦の愛はオムニバス 

 ・やけっぱちでないと断捨離はできぬ 

 ・いにしえに我が身のありか嗅ぎにゆく 

 ・老春を楽しみながらエピローグ 

 ・黒枠にとびきりの顔とっておく         

●「とうりゅう会」今年１５周年を迎えイベントとして「吟行」  

  や「誌上川柳大会」を企画致します。 

●「とうりゅう会」へのお誘い  ☆彡☆彡 

皆さんはコロナ禍の自粛によるストレスを味わっていませんか。

川柳はこのようなストレス、高齢者の痴ほう症を防ぐ薬です。

川柳人の８０歳は普通です。高齢者の遊びでこれほど楽しいも

のはありません。季語は無用。身近なもの、「朝起きて顔を洗

って飯を食う」立派な 575 です。お待ちしています。 

 

 

＜11 月例会＞荒天の為 12月に延期。 

＜12 月例会＞ 

（第５６回）「鎌倉殿 13人の史跡巡り パートⅠ」 12/21 

11 月に中止の「鎌倉殿 13 人の史跡巡り」に再挑戦。NHK

大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」が佳境に入った 12 月その中心

人物である源頼朝や北条義時など源氏、北条家の関連史跡

を巡りました。伊豆で流人として過ごしていた青年が源氏再興

の強い意思の元、次第に勢力を増やし、平家との熾烈な戦い

を乗り越え 700 年も続いた武家政権の基盤を鎌倉に築きまし

た。当日は鶴ヶ岡八幡宮、永福寺跡、覚園寺、法華堂跡、宝

戒寺、妙本寺などゆかりの地を巡りました。 

＜2月例会＞ 

（第５7回）「鎌倉殿 13

人の史跡巡り パー

トⅡ」 2/22     

前回に続き「鎌倉殿13

人の史跡巡り」の後編

を実施、今回は鎌倉の

西側地区を中心に源氏、北条のゆかりの地を巡りました。円覚

寺、建長寺、亀ヶ谷坂切通し、英勝寺、寿福寺、源氏山、銭

洗弁財天、佐助稲荷神社、鎌倉歴史文化交流館などを巡り、

案内看板などからその時代の生きざまなどを感じ、武家政権

が如何なる方法で治世を行ったか歴史文化交流館のイベント

などで一端を学ぶことが出来た楽しい一日でした。 

【今後のスケジュール】 

３月２９日（水） 大横川さくらｸﾙｰｽﾞ（神田川） 

５月２４日（水） 日本銀行本店＆貨幣博物館見学 

 

 

カラオケ同好会は１０周年記念を迎えましたが、 

コロナ禍の影響を受けており、参加率が低迷して

おります。会場の環境を変える事も大事な要素ですので、 

3月例会からは「カラオケパセラ上野公園前店」から 

「カラオケパセラ上野御徒町店」に変更して例会を行います。 

ゆったりとした部屋が確保し易い会場ですので、参加人数の 

向上を期待しております。 

カラオケ同好会は次の事を心掛けて例会進行させています。 

①  大部屋利用で、ゆったり感の中で開催する。② マイク 

消毒やリモコン消毒に徹す。③ マスク着用を基本にする。 

④ 節度ある会話に留める。⑤ 部屋別の交流はしない。 

カラオケルームの換気機能は素晴らしく良好な装置です。 

安心して例会参加ください。 

■直近の例会結果 ２０２２年度 

＜１１月例会＞１１月５日（土） （１４名参加 ） 

女性会員も加わり、参加者が増えて良い兆しが見えました。 

＜１２月例会＞１２月３日（土） （ ８名参加 ） 

忘年会の月例会でしたが、参加者は低迷状態でした。 

＜ １月例会＞ １月７日（土） （ ９名参加 ） 

新年を迎えましたが、例月と変わらずメンバーでした。 

＜ ２月例会＞ ２月４日（土） （１０名参加 ） 

幹事会を開いて、開催会場の変更を決めました。 

３月例会から 「カラオケパセラ上野御徒町店」で開催します。 

■今後のスケジュール 

＜ ３月例会＞ ３月４日（土） カラオケパセラ上野御徒町店 

＜ ４月例会＞ ４月１日（土） カラオケパセラ上野御徒町店 

＜ ５月例会＞ ５月６日（土） カラオケパセラ上野御徒町店 

 

 

 

■新しいメンバーが加入しました 

 １月度例会より矢島五一さんが新しく加わ

り、練習に参加されました。写真は２月例会

時で、的まで 6 メートルの距離から吹いていますが、 

呼気が強く、的の中心に矢が集中する程です。練習を重ねて

早く昇段テストへの挑戦を期待しています。 

■協会本部が移転しました 

昨年暮れに「早川徳次元会長の起業地」に近い、墨田区

太平３丁目に移転しました。吹

矢同好会開催時の都度、懐か

しい蔵前橋通りを渡り、元江東

ビル方向と「目と鼻の先」で吹

矢の練習に励んでいます。 

■佐賀県武雄支部とWEBによ

る対抗戦を行いました 

コロナ禍の影響を受け協会

本部として全国各地での競技

会が中止を余儀なくされており、

協会として競技会実施を模索

する中で、WEB 競技会をお試しとして行い、社友会同好会の

メンバーは協会教室をホームグランドとしている関係でWEB競

技会の対抗戦に参加しました。 

■今後の練習スケジュール（錦糸町教室） 

4月 21日（金） 12時 50分集合  13時～15時 

5月 19日（金） 〃 〃 

6月 16日（金） 〃 〃 

とうりゅう会  

遠遊会  

 

カラオケ同好会  

上原会長（同上） 
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増上寺三解脱門 

本堂前にて 

レストランサイボク バーベキュー 

 

 

 

第 1ブロック第７回のイベント「増上寺三解脱門の特別公開見

学」を実施致しました。（１１月２５日実施、１６名参加） 

増上寺は、浄土宗７大本山の一つで

す。国道筋に立っている三解脱門は

増上寺のシンボル的な存在です。こ

の門は関東大震災、大戦の空襲に

も焼けずに残った都内でも有数の古

い建物です。慶長１６年（１６１１年）

建立されましたが強風で倒壊し、元和

８年（１６２２年）に再建されました。再建されてから４００年とな

り、これを記念して日頃は非公開となっている三解脱門の楼

上（２階）の特別公開がされていましたので、見学をしました。

楼上に上がるための階段はあります

が、特別公開用に少し緩い階段が仮

設されていました。それでも年齢を重

ねた社友会員にはきつく感じました。

階段を上がり楼上に入るとそこは別

世界でした。中央には阿弥陀三尊が

安置されています。阿弥陀様の脇侍とし

て向かって左側には象に乗る普賢菩薩像、右側には獅子に

乗る文殊菩薩像が安置されています。三尊の脇には十六羅

漢像が左右に八体ずつ配置されています。まるで極楽浄土に

のぼった気分です。参加した会員は、長生きできることを確信

されていました。この後、本堂の地下にある、宝物館の見学、

本堂後方にある徳川将軍家の墓所を見学したあと楽しい食事

会で、参加者全員大満足の様子でした。次回は「迎賓館赤坂

離宮の見学と食事会」を計画しています。 

 

 

 

春のイベント 

「豚のテーマパーク“SAIBOKU”バーベキューのご案内」 

霞が関カンツリー俱楽部の近くにある SAIBOKUは創業者が良

質な豚を飼育して美味しいハム・ソーセージを生産し、直接ユ

ーザーに届けるという小さな飼育場から始まりました。今ではド

イツの世界コンテストで金賞をとるほどにまでこだわりのミート食

品を生産しています。 

牧場は規模が大きくなり東北に移設されましたが、跡地から

天然温泉が湧出したことより天然温泉“花鳥風月”、ミート工

場、ミートショップ、農産物直売所「楽農ひろば」、大型レストラ

ン「レストランサイボク」、アスレチック“サイボクの森”からなる

「豚のテーマパーク SAIBOKU」を開設しました。日曜日には３０

０名収容の大型レストランが１時間待ちの盛況ぶりです。今回

は土曜日においしいバーベキューを頂いて元気になりたいと思

います。お帰りには美味しいミート食品をお土産にどうぞ。皆様

のご参加をお待ちしております。 

□開催日：３月１８日（土） 

□会費 ：３,０００円（昼食・飲み物）※交通費は各自負担 

□日程 集合   12:10  東武東上線鶴ヶ島駅西口バス 

   

   

 

「横浜ベイエリア散策と忘年会 」   

２０２２年度の当初に予定していたイベントがコロナ禍の為に 

延期になり、開催時期を逸した為、年末イベントに切り替えて

行いました。 

■ 開 催 日   １２月 ２日（金） １０時 ～ １５時 

■ 開催場所   横浜公園・横浜スタジアム～横浜開港 

資料館（見学）～山下公園通り・ 

銀杏並木散策～氷川丸（見学） 

■ 忘 年 会   中華街 「 大珍楼 」 

■ 参加人数    ６ 名 

 

＜次は「多摩川スカイブリッジを歩こう」 再チャレンジです＞ 

 

■ 開催日程   ５月下旬頃を予定しております。 

■ 集合場所   ＪＲ川崎駅 中央改札前を予定 

（ 詳細につきましては追ってご連絡致しますが、若干の開催

内容変更を予定しています。 ） 

「 元気に集い 懇親を深めましょう。 」 

第二ブロック→（ 神奈川県 ＋ 静岡県 ）  

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 ＞ （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） 

 

 

 

秋イベント 「成田山新勝寺と成田山公園紅葉散策」 

1080年余りの歴史を持つ成田山新勝寺をボランティアガイド

に案内して頂いた後、成田山公園の紅葉を満喫し、鰻専門

店『近江屋』で鰻重を堪能しました。 

□開催日：11月 26日（土）  

□参加人数：24名 

歴史ある『成田山新勝寺』を豊

富な知識を持つボランティアガ

イドに通常見過ごす「石摺不動

尊」や大本堂真裏の「裏仏」な

ど穴場や「仁王門」「三重塔」

「額堂」「光明堂」「平和大塔」

など散在する建物のうんちくを 

教えて頂きながら境内を案内して頂きました。 

その後『成田山公園』で紅葉狩りを

行い、パワースポットの「雄飛の滝」で

自然のパワーをチャージしました。 

昼食は、300年の由緒ある老舗『近

江屋』で鰻重を美味しく堪能しながら

談笑し有意義な一時を過ごしまし

た。 

■募集中！ 幕張豊砂開業記念「桜と笑いと食事を愛でる」 

春イベントは、ＪＲ京葉線に新駅「幕張豊砂駅」が開業しますの

で「さくら広場」で花見、イオンモール幕張新都心店の「よしもと

劇場」で若手芸人のネタライブで笑い、近くで美味しものを食し

ながら親睦を深める企画です。詳しくは「メンバーサロン」イベン

ト情報欄をご確認ください。 

（７）第１２４号                社友Ｔｏｋｙｏ                     ２０２３年 春号 

（７）第１２３号                社友Ｔｏｋｙｏ                     ２０２２年 秋冬号 

（７）第１２３号                社友Ｔｏｋｙｏ                   

 

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 



ご出席の皆さん 

 

 

 

2023年 1月 28日（土）、３年ぶりに北海道ブロック新春懇談会を開催致しました。出席者２２名に加えて、会社から SMJ社足立

統轄部長を含め３名の幹部に参画いただき、北海道でもエアコンが売上の柱になっていることや、シャープ製のデジタルサイネージ

が地下街の札幌駅に加え大通駅にも設置されたことなど、興味深いお話を伺いました。 議事では今年度の北海道ブロックの取り

組みについて積極的なご意見を頂き、夏季の白老民族共生象

徴空間ウポポイ訪問や初秋のシャープ北海道同窓会の開催を

決定し、同好会と連携した活動の活性化にも取り組む事になり 

ました。詳細は企画が決まり次第ご案内致します。  

次年度のブロック委員には、新しく福嶋さん、越後谷さん、小幡 

さんが選任され５名体制でブロック運営に当たる事になりました。

昼食懇談会では浅草今半の弁当をいただきながら、近況報告 

や情報交換などで楽しい会話が弾み、お互いの再会と健康の 

喜びを分かち合い、盛況のうちに新春懇談会を終える事ができ 

ました。  

コロナ禍や所用で今回出席頂けなかった皆さんにも、夏・初秋 

の企画には是非とも参加いただき、元気な姿を見せていただき 

たいと願っています。                                                     

 

 

 

 
日 曜 ４月 当番 日 曜 ５月 当番 日 曜 ６月 当番

1 土 カラオケ（パセラ御徒町） 1 月 増本 1 木

2 日 2 火 2 金

3 月 増本 3 水 憲法記念日 3 土 カラオケ（パセラ御徒町）

4 火 4 木 みどりの日 4 日

5 水 とうりゅう会（投句） 5 金 とうりゅう会（投句） 5 月 とうりゅう会（投句） 増本

6 木 6 土 カラオケ（パセラ御徒町） 6 火 広報/HP委員会

7 金 7 日 7 水

8 土 平和会（雅） 8 月 門永 8 木 囲碁（囲碁センター）

9 日 第1B（赤坂迎賓館） 9 火 執行役員会 9 金

10 月 門永 10 水 10 土 平和会（雅）

11 火 11 木 囲碁（囲碁センター） 11 日

12 水 12 金 12 月 門永

13 木 囲碁（囲碁センター） 13 土 平和会（雅） 13 火 支部総会（池袋）

14 金 14 日 14 水

15 土 15 月 渡部 15 木 写そう会（千葉公園）

16 日 16 火 ボウリング（青戸） 16 金 吹矢（錦糸町本部）

17 月 渡部 17 水 17 土 歩こう会（秋葉原周辺）

18 火 ボウリング（青戸） 18 木 写そう会（上野動物園） 18 日

19 水 19 金 吹矢（錦糸町本部） 19 月 渡部

20 木 写そう会(根津神社） 20 土 歩こう会（旧中山道板橋） 20 火 ボウリング（青戸）

21 金 吹矢（錦糸町本部） 21 日 21 水

22 土 歩こう会(横浜動物園） 22 月 橋爪 22 木 WOB会（あやめ西）

23 日 23 火 天狗会（将棋会館） 23 金

24 月 橋爪 24 水 遠遊会(貨幣博物館） 24 土

25 火 天狗会（将棋会館） 25 木 WOB会(あやめ東） 25 日

26 水 26 金 26 月 橋爪

27 木 WOB会（あやめ西） 27 土 27 火 天狗会（将棋会館）

28 金 28 日 28 水

29 土 昭和の日 29 月 増本 29 木

30 日 30 火 30 金

31 水  
 

 

 

 

 

 

 

 

（８）第１２３号                社友Ｔｏｋｙｏ                     ２０２２年 秋冬号 

 北海道ブロック          新春懇談会を開催しました 

活動カレンダー 

発 
 

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 

 

 

mailto:t-syayu@abelia.ocn.ne.jp

