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日光のアカヤシオつつじと中禅寺湖
日光のアカヤシオと中禅寺
撮影：志賀 実（会員 No.1080）
湖

中禅寺湖千手ｹ浜のクリン草

年

社友会本部

月に創設され、

岩 村

博

年記念誌の発行で、栃木支部にも原稿の要請があ

金の設立は見送る事になりました。
・

りました。一つは事業本部のあゆみ（主要製品の開

年後の活動です。

発）
、二つ目は栃木支部会員の生きがいの日常活動、

月

10

日に皆さんに発送いたしました。

三つ目が栃木支部の

記念誌は

26

上げます。

年度の活動は、会員皆さんのご協力により、

ったのも残念でした。

社友会栃木支部の会員も、

きな組織に発展してきました。

名を超える大

今後も、社友会の運営に会員みなさんのご協力をお

動の検討を行い進めていきます。

ブ幹事の体制を確立し、毎月定例役員会を開催し、活

今年度も具体的な活動は総会後、役員・幹事・各クラ

月で

た。永年続けていた、
「愛のチャリティー」が出来なか

イベントは自粛する全社方針が決定」中止となりまし

ィバルについては、
「新型インフルエンザ対策として、

計画をした行事は実施できましたが、サマーフェステ

平成

年後の基本活動の考え方を社友会本部に提示しました。

ての考え方を提出するよう要請があり、栃木支部

◎社友会本部から全支部に

年後の支部活動につい

したが、いい記念誌ができ上がりました。感謝申し

原稿をお願いしました方々には、大変無理をいいま
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周年記念総会が開催される
栃木支部長

施を検討しています。

・記念イベント「グリーンフロント堺・見学会」の実

の運営・活動にご協力を

会員の皆さんの関心が高い「グリーンフロント堺」

会員の皆さん、社友会
いただき心より感謝申し

月に稼働し、本

は、液晶パネル工場として、昨年

月太陽電池の工場も稼働を開始し、一層の注目

を浴びています。

年

上げます。
シャープ社友会は、
周年を迎えました。社

見学会の実施時期、参加者の募集方法など詳細につ

円程度の予算では無理との結論にな
・社友会基金の設立は、社会への貢献へこれまで以上

30

願い致します。

－ ２ －

年
名を超える大きな規模になっ

いて、シャープ（株）窓口部門と調整を図っていま

友会の会員は、現在
てきました。会員が社友会を通じて、心身の健康・

すが、注目度が高いことから見学申し込みが殺到し
月頃

維持増進と会員相互の親睦を図ると共に会社へ寄与

～

ている状況であります。重要お取引様を優先的に見
学いただく為、社友会へのご案内は、
に行うべく調整を図っています。
周年記念品は、会員の方が喜んでいただき、且つ
人

会長に御手洗顕氏（新）が選任されました。会則の

に取り組み、この一環として「社友会基金」の設立

年（再任は

円が必要であり、資金を集めるのは難しく社友会基

の検討をしてきましたが、この基金の資金は約一億

一部改定もあり、会長・副会長・事務局長・会計は、

りました。

たが、

長く使っていただける記念品を考え検討してきまし

・
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10

10

することを目的として活動を続けております。 周

周年記念総会が

年を節目に更に発展を図ると共に社会への貢献がで
日に社友会本部結成

きるよう、活動を進めています。
月

開催されました。栃木支部に係わりのある事項につ
いて報告致します。
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を行い大きな災害の被害地などへのカンパを行う事

期

歳以上を対象とすることが決まりました。
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500

30

会者の取り扱いで、途中退職者については、退職時
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シャープ労働組合 栃木支部

3

印南 幸 裕

な生産体制の構築に取り組むとともに、競争力の高い
商品の創出に加え、地球保全に向けた省エネ商品の創
出が望まれます。
また、来年 月の統一地方選の矢板市議会選挙にお
いて組織内議員『中村ひさのぶ』が 期目の挑戦をい
たします。支部としても当選に向けた取り組みを行な
います。引き続き社友会の皆様には引き続きご支援い
ただきますよう、よろしくお願い致します。

矢板市議会議員

中村 ひさのぶ

いりました。
昨年度は、
これまで提案し取り組んでまいりました、
地球規模で早急に対応しなければならない環境問題に
関して市民意識の向上を図ると共に、市民と行政が一
体となって実効ある取り組みを行なうべく「環境都市
宣言」の実施、また、将来を担う子どもたちに矢板市
の現状を見つめ、自ら課題等について考えることや、
行政の仕組みについて考える機会として「子ども模擬
議会」の実施、矢板市の表玄関である「矢板駅前の整
備（タクシー乗り場の雨避け設置）
」などが実現をした
一年間でした。
また、これからの矢板市は、国の地方主権の考えに
基づき自己決定と自己責任が求められてまいります。
自分たちのまちのことは自分たちで考え、決定し、実
行し、責任を負うことになります。矢板市に合ったま
ちづくりが行なえるという良い面がありますが、一方
横並びが崩れさまざまな面で他市と比べて差が出てく
ることも考えられます。従って、市民全体の合意形成
が重要となり、市民参加の仕組みや、議会としての議
論及び議決のあり方など、新たな仕組みを作っていか
なければならないと思っています。
来年 月には 期目の選挙となりますが、皆様の
代表として、引き続き魅力のある住みよい矢板市を目
指し頑張っていく所存でございます。
皆様方の更なる叱咤激励、力強いご支援を賜ります
様お願い申し上げます。

｢

長峰公園

3

社友会の皆さまには、日頃より
議員活動に対しまして、ご指導ご
鞭撻を賜り厚く御礼申し上げます。
私も皆様方のご支援を賜り矢板
市議会に送って頂き八年目を迎え
ました。
この間、欠かさず行っている一般質問などを通し『夢
と笑顔のあるまちづくり』の実現を目指し頑張ってま

4

社友会 総会 ご挨拶

4

4

執行委員長

3

日ごろより岩村支部長をはじ
め多くの社友会の皆様には、労
働組合の活動に対しましてご理
解とご協力を頂いている事に心
より感謝申し上げます。
昨年はアメリカのサブプライ
ム問題から端を発した世界同時不況により、シャープ
の業績にも大きな影響を及ぼしました。３月の期末決
算は、
１９５６年の東証上場以来初めての、
営業損益、
最終損益とも赤字となりました。
本年の 月期決算は、新興国に対する輸出が好調だ
ったことや政府による景気刺激策の影響などで、黒字
へ転換がはかれました。
ＡＶシステム事業本部では、液晶カラーテレビのグ
ローバル展開と市場での競争力を強化するため「ＵＶ
原色技術 などシャープ独自の液晶パ
Ａ技術」
ネル技術を搭載した３Ｄ対応モデルを市場投入するこ
ととしています。
このような経営方針にそって、矢板工場では液晶テ
レビの更なる事業拡大と新興国を意識したグローバル
2

｣

第二十二回

栃木支部総会を開催
五 月 九 日
（日）
、大田原
市ふれあいの
丘シャトーエ
スポワールに
て、七十五名の
会員が参加。
来賓に、太田
総務部長、印南
委員長、中村矢
板市会議員を
迎え、栃木支部
定期総会を開
催しました。
議長に、廣島
氏を選出し、議
案書に基づき
意見交換をし
て審議。議案は
議案書通り承
認されました。
総会後、記念
撮影を行い、懇
親昼食会に移
り、会員相互の
旧交を温めあ
うよい機会と
なりました。

古希を迎えて

会員番号 一五二五
岡部 隆一
定年退職して早くも十年が
経過しました。長年の会社生活から毎日休みとなると
規則正しい生活がくずれる為何かやらないと思って
いた頃 ある日六十歳以上を対象としたシルバー大
学が矢板市にあることを聞き早速申し込み、二年間通
学。多くの県北地区の友人が出来有意義に過ごすこと
が出来ました。
現在は民生委員児童委員を受理して五年経過した
為引退を考えていた時、今回自治会の役員に任命され
大変なことになったと困惑しています。
趣味の野球、ゴルフの回数が減りそうですが健康を
維持する為に今後も楽しみたいと思っています。
現役の頃は地域のボランティアは何もやらなかっ
たので古希を迎えても元気であることを感謝し当面
努めたいと思っているこのごろです。

会員番号 一五五二
鍛冶 知明
定年退職から早くも十年が
過ぎ、無事、古希を迎える年齢まで健康にも恵まれて、
自分なりにボランティアを通じて社会参加を継続し
てこれたことに、まずは感謝したいと思います。
現役時代は、典型的な会社人間で、さらに十年以上

も、単身赴任で矢板を離れ、社会との接点が無かった
自分が、どう定年退職後を過ごすかは、大きな課題で
した。
そこで考えたことは、いかにして社会デビューを果
たし、社会の中に、自分の居場所を見つけるかという
ことでした。しかし、幸いなことに、ある人から声が
掛かり、矢板市でボランティアとして働く機会を与え
られ、それをベースに色々と働き場所を頂き、古希を
迎えた現在も活動を続けていけることに感謝をして
いる今日この頃です。
また、シルバー大学に入学したことを機会に、矢板
市内の三箇所の保育園で、色々な行事のお手伝いを続
けてきました。今年もまた、体が元気で健康な内はと
の思いで、名前を登録して、子供達と接しながら、楽
しい時間をもてたらと思っています。
あとは、趣味である社交ダンスを家内とともに、で
きるだけ長く続け認知症予防と健康維持を図ってい
きたいと思っています。

会員番号 一五六三
宮川 祥

永いサラリーマン生活を離
れ、毎日がサンデーの日々が続くと生活のリズムが崩
れます。今後生きるであろう、二十年～三十年を妻や
子供に迷惑をかけず、ボケずに明るく健康に過ごす為、
七十才位までは働く事に致しました。
再就職先は、某計測器メーカーです。与えられた仕
事は、ハンディタイプ騒音計のメンテナンス（お客様
の依頼による『校正』―定期的に年一回―『修理』等
の業務）です。
私の子供達と同年代の若者に生きるエネルギーを
もらいながら充実した七年間を過ごす事が出来まし

－ ４ －

会員番号 一六〇三
高萩 紘二

た。
その後、住み慣れた宇都宮を離れ東京へ転居しまし
会員番号 一六〇二
た。近くには区立図書館があり、散歩がてら本を借り
糸川 進
て読みます。
目標は、一ヶ月十冊以上、昨年は百三十二冊を読み、
五年前シルバー大学に入っ
散歩と読書、時々旅行と野球観戦（東京ドーム・神宮
たのを契機に、クラブ活動で陶芸を始め現在も仲間と
球場―阪神タイガースの応援）も楽しみの一つです。 継続しています。
健康の維持とボケ防止の為の行動が、今の日課です。
手ろくろで成形等の作業をやっていましたが、今年
初めから電動ろくろに挑戦しています。
しかし、気に入った完成品は中々出来ず、駄目な物
はまとめて不燃ごみに出して処理していますが、これ
からも駄作の山を築く事になりそうですが、趣味のひ
とつとして続けるつもりです。
会員番号 一五八四
飯野 一男

私は、子供のころ病弱で
あったにも関わらず、幸いにも古希を迎える事が出来
た事は我ながら驚きであり、その間に国内外を旅行し
た距離は地球数十回を周回したと思うが、昔の人の人
生は五十歳前後であったことを思うと超人的な距離
を旅行し、多くの見聞を広める機会を得て何とも幸せ
な人生であった。
且つ、
「人の年齢は親の年齢を引き継ぐ」と云われ
たが、父親が八十五歳まで存命であった年齢までには
更に十五年は永らえる事になるが、今後は過去に購入
した音楽ＣＤ（あらゆるジャンルの音楽）を聞き、又
読み残している時代小説やミステリー小説を読み、暖
かい日には旧奥州街道の本陣跡を探す旅に出たいと
思っています。
次なる人生目標は、
「喜寿」を迎えることで定年に
あわせて飼った三代目の犬（ビーグル犬）とともに、
与謝野晶子が鉄道車内から眺めると日本で一番美し
いと云われた高原山系を眺めつつ、この矢板で楽しい
残りの人生を過ごす様にしていきます。

(

(

気持は若いつもりですが気
がつけば古希 七十歳 となりました。
健康にも比較的恵まれ現在東京で小さな事業を営
んでおります。
事業内容は、約六十社と業務提携を結びお客様のニ
ーズに基づき開発～生産～販売まで一貫して対応で
きるようにしております。
現在対応している品種は
・高圧酸素タンク・・・これに約一時間浴びると体の
代謝が活発になり健康を促進される（アスリートや
ビュゥティサロン・スポーツジム・整体院等で利用）
・新幹線スーパーグリーン車の座席シートコントロー
ルユニット Ｋ社向け
・業務用モニター Ｖ社向け
・ディズニーキャラクター家電・・・キャラクターを
デザインしたＴＶ・加湿器・ＣＤプレヤー・ＤＶＤ

プレヤ―等。
今後とも健康に留意し生涯現役を目指し頑張る予
定です。又社友会の皆様も機会があれば事務所に遊び
に来てください。ご連絡お待ちいたしております。
所在地 東京都千代田区内神田一―六―七
太陽ビル二階 電話０３―５５７７―６８７２

幹事さんのコーナー

宇宙への旅

第六班幹事 中山 弘一

日本人女性二人目の宇宙飛行士 山崎直子さんが
先日無事宇宙から帰還された。遠くて近い、近くて遠
い宇宙への旅も夢物語でなくなったのではないかと
感じるのは私だけではないと思う。
既に宇宙では、赤道上空三万六千㎞の静止軌道上に
衛星が地球の重力と遠心力のバランスでとどまり、太
陽光のエネルギーのみで衛星放送を送信し続けてい
る。軌道からずれると搭載しているロケットを噴射し
軌道修正する。この噴射燃料の尽きる時が衛星の寿命
で、軌道から外れ、宇宙側に逸れると遠心力で宇宙の
塵となり、地球側に偏ると重力で引っ張られいずれ焼
滅する。
この静止軌道を支点とし板状の物体（ガイドレー
ル）を重力と遠心力のバランスをとりながら宇宙へ、
地上へとそれぞれ伸ばしていくと長い長いガイドレ
ールが宙に浮いて静止し、このガイドレール上を箱が
ホテルのエレベーターの如く昇降すれば宇宙エレベ
ーターの完成である。

－ ５ －
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(
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我が地域の紹介
第十班幹事 田代 宏明

６０

された大日如来坐像が「佐貫石仏」として国の重要文
化財となっています。昔より「佐貫の観音様」として
親しまれています。又、歌謡界で名高い作詞作曲家の
船村 徹先生の生家もあり歴史と文化の町です。

日々に感謝
第十四班幹事 安藤 八郎
昨年西那須野地区の会員数増加に伴い東北新幹線
を境にして西那須野東（十四班）西那須野西（十三班）
に分離し約一年になります。
当地は明治時代に広大な西那須野の原野を開拓し
た方々の史跡である「大山記念館洋館・墓所」
「常磐
ヶ丘」があります。町の中には数多くの温泉や紅葉の
美しい「大山参道」桜並木の「乃木神社」等があり静
寂と癒しの世界へ誘う空間が残っているところです。
一度散策される事をおすすめします。
さて、私も退職後は早速孫の世話が待っていて、小
学六年・一年・幼稚園生とにぎやかに大家族で暮らし
ています。趣味は仲々うまくならない楽しいゴルフ・
カラオケ・採りたての甘い野菜作り、小さな庭いじり、
そして、たまに行く旅行。お陰様で忙しい中にも小さ
な楽しみ方をこれからもずっとしていきたいと思い
ます。そして、孫達から手が離れたら好きな油絵等に
も挑戦したいと思っています。

地域の紹介
宇都宮南地区
第十八班幹事 前野 雄二
宇都宮駅より西方向に伸びる大通り、東方向に伸

びる鬼怒通りを境界として宇都宮市を北と南に分け
南側が十八班となり、十五名の会員で構成されていま
す。
営業の拠点が十八班内にある場所柄、営業出身の
方々が八名と過半数を占めています。
宇都宮地区を紹介するに当たり日ごろ散歩などで、
周辺を歩いていますので、宇都宮駅を基点として三十
分歩いたらどこまで到達するのかを書いて見ます。
まずは、北方向。駅から田川の川原に行き、遊歩道
を北向きに歩くと信号で止められることなく快適に
歩けます。二十五分で競輪場通りに到着。ここで川原
の遊歩道は終わり、さらに横道で進むと済生会宇都宮
病院辺りで三十分となる。
こんどは、南方向。同じく田川の川原を南方向に遊
歩道を歩く。三十分で宇都宮グランドホテルに到着す
る。不動前のシャープ事務所はもうすぐのところ。
次に、西方向。この方向が一番歩きにくい。信号で
止められながら繁華街を過ぎ、東武デパートを過ぎ、
さらに西方向に行くと裁判所前で三十分となる。
最後に、東方向。駅の直ぐ南に歩道用のトンネルが
あり、それを通り抜けると東方向に向かう遊歩道があ
る。そのまま進むと、二十分程度で旧四号線に到着す
る。信号を渡り、平松町から更に東方面に歩くと宇都
宮大学を過ぎたところで三十分となる。
第十八班の範囲はこの何十倍もありますが、この徒
歩三十分の範囲で宇都宮の中心部の大半の施設に行
くことが可能です。県庁、市役所、マロニエプラザ、
東武デパート、城址公園などは全てこの範囲にありま
す。
宇都宮に出かける際は、車で駐車場を探すのではな
く、たまには、ＪＲを利用し、散歩しながら目的の施
設を訪れてはいかがですか。

－ ６ －

夢のような発想を可能にしたのはガイドレールの
材料として断裂強度の高いカーボンナノチューブの
発見であり、この宇宙エレベーターが実現すれば誰で
も簡単に宇宙旅行が楽しめる。
（注）
こんな夢物語を現実に享受できるかもしれない若
い世代を羨ましく思いながら毎日空を眺める今日こ
の頃である。
（注）参考 宇宙エレベーター 著者石川憲二

１４

シャープ栃木工場から西へ３㎞地点にある初代川
崎城主塩谷朝業の川崎城跡から見下ろす 川崎・館の
川・高塩地区。それからさらに県道 号を日光方面
へ ㎞先、昭和の大合併で旧玉生村・大宮村・船生
村が山村合併した塩谷町地区。この矢板市三地区と塩
谷町の 名の会員で十班が構成されています。
各地の名所・イベントを簡単に紹介しますと、川
崎・館の川・高塩地区には川崎城跡と、秋に行う「矢
板市朝業祭り」があります。現在は川崎城跡公園とし
て急ピッチで整備が進められ市民の憩いの場所とし
て親しまれています。
塩谷町では、玉生地区には尚仁沢湧水（名水百選）
と、イヌブナの自然林（国指定天然記念物）
、釣りの
メッカ東古屋湖があり、名水と自然を求め遠方より多
くの人達が訪ねて来ます。
大宮地区には、風見の神楽、栃木県の太太神楽の中
でも古い歴史と伝統を誇り県指定無形民俗文化財の
ひとつであり、毎年四月の第一日曜日に大祭が行われ
「岩戸の舞」等の演目が披露されます。
船生地区には鬼怒川左岸にそびえる観音岩に線刻
１０

投稿コーナー
「中国の印象」

街より外れると殆ど七階まで歩きとなる。
③水洗トイレであっても使用済みのトイレットペー
パーは流さず籠に入れる。これは水洗パイプが詰
まる事を防止する為。
以上はほんの一部の生活習慣の事例ですが他にも
興味のある内容は多々有るようです。
現在は軸足を日本へ移し引き続き中国関連部品の
日本窓口として適度に活動しております。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

「西アフリカ旅行、
パリで４日足止め」
田中 芳一

帰路、アイスランドの突然の火山噴火で、乗継地の
パリの空港が閉鎖となり、四日足止めされました。一
時は大変不安でしたが、運よく運行開始第一便で帰国
できました。
空港で搭乗する時報道陣の取材を受け、四月二十日
の午後七時と九時のＮＨＫのニュースで、私たち夫婦
の姿がわずかですが別々に放映されたと聞きました。
空港閉鎖に遭ったのは不運でしたが、お陰でパリ観
光ができました。また、パリでは初対面の日本人の方
と帰国後はニュースのお陰で多くの方から連絡をい
ただき親交が深まりました。
これからは、ハプニングが起こったとき、それを逆
に楽しもうという「思考の切換えスイッチと回路」を
持っておこうと思います。
ペナンは貧しい発展途上の国ですが、空港の待合室
やレストランに
のテレビ ＣＲＴ があり感動し
ました。

P
R
A
H
S

(

)

娘がＪＩＣＡ青年海外協力隊員として働いるペナ
ン共和国に行ってきました。

－ ７ －

宇都宮 寿昭
この度、社友会に参加させて頂く事になり大変喜ん
でおります。
シャープを退職後、すぐに中国の会社にて業務を開
始した事より今回の参加迄には空白の時間が生じま
した。
中国へ赴任し周囲が全て中国人である環境では従
来から所持していた考え方（先入観）は大きく方向転
換を余儀なくされ、中国四千年（中国国内では五千年
と言われている）の歴史の重みを感じさせられた事例
は少なく有りません。
ご存知の如く中国の人口は十三億超で日本の約十
倍と言われております。この十倍の数字はプラス面で
見てみますと日本人比較で 「優秀な人材も十倍！」、
「美人も十倍！」で誠に壮大な規模とポテンシャルを
有していると言えます。
私が現地で実際に暮らしてわかった一般の中国固
有（？）の習慣についてですが、
①揚子江を境にして北の地区は冷房設備がなく、そし
て南の地区は暖房がなし。これは国としての基準の
類で過去数十年の歴史のようです。
最近は少しずつ変化していますが南の地区の深圳
エリアでもホテルの暖房設備は無いか又は少ない。
又車も暖房設備は無い。十度以下になると体にこた
えます。
②民間のアパートでは、七階までの建物にはエレベー
タの設備なし。都市部では最近変化してきているが

ペナン共和国の⼦供たちと⼀緒に

中国南部（華南地域）
”桂林の離江流域の景観”

入会申込・問合せ先
会 長：仲谷輝郎
(TEL) 028-621-8670
事務局：山路規生
(TEL) 0287-37-0125

入会希望の方は
こちらまでご連絡下さい。
お待ちしています。

・入会金 ： 不要です
・年会費 ：２,000 円
但し、新規入会者は初年度に限り 1,000 円です。年会費は、支部からの
補助金を加えて定例会や研修会での茶菓子代や懇親会の補助に使います。
・定例会を 毎月１回 （第１水曜日） 午前 10 時～12 時

於 社友会室にて

パソコンに関する情報交換や研修会の日程・懇親会の開催に関して相談
を行います。
・勉強会を 毎月１回 （第３水曜日） 午前 9 時 30 分～12 時 於 社友会室にて
研修会は、特定のテーマは決めずに、各自の覚えたいことや問題点を
持ち寄り、会員相互に教え合う方法でやっています。
定例会・勉強会の水曜日が休日の場合は定例会で日程調整します。

勉強会の様子
2010.03.09
クラブでは：word excel internet について、各自の困りごと疑問などを勉強会に
３月
提示し会員同志で問題解決させ、ひとつひとつ習得しています。
又、栃木支部会報 nikko 編集にも参加し、文書・写真・イラスト挿入のテクニックを
勉強し非常に役立つ『 教材 』となっています。
★他には、音楽・写真の編集などについて、教え教えられての技術を磨いています。
勉強会の様子

【 会員名 】 アイウエオ順
安東郁哉
青木正和
仲谷輝郎
日置久義
平山 勝
山路規生

浦川正司
古市正昭
山本正和

木村 正
福本英之

－ ８ －

佐藤龍雄
中村義雄
三友宏章
山崎一義
2010.04.01 現在 15 名

ゴ ル フ 同 好 会
平成２１年度活動報告
コンペは下記の５回を実施。延べ、２２５名の会員の皆様が参加しました。
後半の３回は、連続して２１年度の新会員の方が優勝され、新しい輪が広がっています。
同好会の会員は、平成２２年３月末現在６４名となっております。
ＮＯ
１
２
３
４
５
２２年度

実施日
５月２６日
７月３１日
９月２５日
１１月３０日
３月２６日
５月２５日

内容
第６８回コンペ
第６９回コンペ
第７０回コンペ
第７１回コンペ
第７２回コンペ
第７３回コンペ

場所
千成 ＣＣ
大日向 ＣＣ
喜連川 ＣＣ
ベルセルバＣＣ
隧縁鬼怒川森林ＣＣ
千成 ＣＣ

参加人員数
３８名
４３名
５０名
４５名
４９名
４４名

コンペ入賞者
コンペ入賞者
第６８回
優 勝
松内幸男
準優勝
阿久津善雄
三 位
日置久義
ベスグロ
生嶋良幸
(スコアー） （７７）

第６９回
柏原武司
河越泰博
野澤英男
小島保二
（７９）

第７０回
高橋勉
小島保二
網野正輝
河越泰博
（７７）

第７１回
成瀬常明
安部敏明
青木昭男
生嶋良幸
（８１）

第７２回
徳田義文
辻 勉
和田元良
徳田義文
（７７）

第７３回
松内幸男
生嶋良幸
辻 勉
生嶋良幸
（８１）

今年度も、５回のコンペを計画しています。
実施予定日

場所

第７３回

５月２５日

千成ＣＣ

第７４回

７月２７日

隧縁鬼怒川森林ＣＣ

第７５回

９月２７日

未定

第７６回

１１月２６日

未定

第７７回

３月２７日

未定

備考

千成カントリークラブ

新 会 員 募 集
連絡先 幹 事 ：今 泉 正 男
－９－

☎ 0287-44-1073

歩 こ う 会
●活 動 状 況
■第６６回 男抱山・懇親会
H２２年１月２４日（日）参加人員２８名

■第６７回 カタクリのみかも山
Ｈ２２年３月２８日（日）参加人員１５名

ろまんちっく村駐車場にて

カタクリの群生場所にて

●歩こう会の案内
◇栃木県内又は近県の山、渓谷、湿原等 景勝地の日帰りトレッキング。
（軽登山又はハイキング）
◇コースの難易度は初心者向き、一般向きを交えて実施。歩行距離６～８Ｋｍ、３～４時間程度。
◇トレッキングの後、時間があれば最寄りの温泉で疲れを癒し、心身のリフレッシュを図る。
●平成２２年度 例会スケジュール
実 施 月 日
行
先
No
第６８回 H22 年 5 月 30 日(日) 夕日岳 (1526m)
(一般向) 日光
栃木百名山
第６９回
〃
7 月 25 日(日) 乗鞍岳 (3027m)
(一般向) 長野県
日本百名山
第７０回
〃
9 月 12 日(日) 鶏頂山 (1765m)
(一般向) 藤原
栃木百名山
第７１回
〃 10 月 17 日(日) 奥鬼怒温泉郷
(初心者向)
日光栗山
第７２回
H23 年 1 月23 日(日) 本山 (562m)・懇親会
(初心者向) 宇都宮
栃木百名山
第７３回
〃 3 月 14 日(日) 両崖山 251m～天狗山 259m (一般向) 足利
栃木百名山
基本的には隔月毎に、年間５～６回は実施します。都合により一部変更する場合もあります。
●「歩こう会」の運営組織
「顧 問」中村 茂 ［会 長］尾崎亘宏 ［副会長］城本 昭・三浦勝利 ［会 計］福山和夫
［監 査］志賀 実 ［幹 事］赤塚忠明・手島正典・西尾順三・松本 隆
●会員の募集
・年会費
・入会申込

2,000 円（１０月以降の途中入会は 1,000 円）但し 家族会員は不要。
歩こう会の会長又は役員まで連絡下さい。
・年度切替え ４月より。

●参加申込
・例会の案内
・参加費
・参加取消し

詳細は、その都度会員宛にハガキにて連絡します。
案内に基づく〆切りまでに、振り込みを以て参加の意思表示とします。
実施の３日前以後は、参加費の返却はしない事になります。

平成２２年度新規会員募集中です。興味のある方の入会を歓迎します。

問い合わせは

尾 崎 亘宏

－

１０

Tel 0287-44-0612

－

迄

カメラクラブ
ヤシオつつじ撮影会を実施
５月１２日、初夏の山を彩る「アカヤシオつつじ」を求めて奥日光方面撮影会を実施しました。朝６時
矢板を出発、日光霧降高原の六方沢へ、沢の斜面はつつじが満開でしたが、あいにく強風！、撮影はそこ
そこに下山し日光市内を抜けて、いろは坂を上り、明智平から登山道を少し登ると、アカヤシオつつじの
木々の間から男体山や中禅寺湖、華厳の滝が望める絶好の撮影地でした。ここで撮影を楽しんだ後、中禅
寺湖畔から半月山駐車場まで登って眼下の景色をバックに記念撮影、再びいろは坂を下って昼食、日光山
内の開山堂周辺を撮影した後帰途につきました。アカヤシオと木々の芽ぶきに囲まれた撮影日和でした。

明智平登山道脇のアカヤシオつつじと男体山

半月山登山口にて（男体山、中禅寺湖をバックに）

クラブ活動の紹介
活動内容
フィルム、デジタル撮影を問わず、原則として毎
月第２水曜日をクラブ活動日として、年４～５回そ
れぞれの季節に合わせた撮影会を実施しています。
又、撮影会のない月は外部講師を交えて作品講評会
や基礎研修会を行い、撮影・プリント技術のレベル
アップを目指すと共に、会員相互の親睦をはかりま
す。
活動費用
・年会費：3,000 円 ・撮影会費：交通費等実費

平成２２年度活動計画
年 月 日
2010 年 ４月１４日
５月１２日
６月０９日
７月１４日
８月１１日
９月０８日

霧降高原六方沢斜面のアカヤシオつつじ
活 動 内 容
年 月 日
クラブ総会（ふれあい館） 2010 年１０月１３日
撮影会（ヤシオつつじ）
１１月１０日
定例会（撮影会作品講評）
１２月０８日
定例会（基礎研修）
2011 年０１月１２日
撮影会（那須塩原スッカン沢）
０２月０９日
定例会（基礎研修.・講評）
０３月０９日

会 員 募 集 中！
連絡先 幹事： 只 友 将 弘

活 動 内 容
撮影会（尾瀬の紅葉）
定例会（撮影会作品講評）
定例会（作品講評）
定例会（新年顔合わせ）
撮影会（日光の冬景色）
定例会（撮影会作品講評）

携帯 090-3248-7309

－１１－

＜入会申込・問合せ先 ＞
会 長 ： 福永 勝行
(TEL) 0287-44-1109
事務局 ： 青木 正和
(TEL) 0287-44-1332

♪♪ 軌道に乗って来たカラオケ同好会 ♪♪
カラオケ同好会は発足から２年が経過し、その間、一度も休会がなく、定例会を継続出来たのも一
重に会員諸氏の御協力の賜物と思います。対外活動もコリーナ矢板温泉にて開催の「コリーナ歌謡の
集い」に、当同好会より２回（21 年 7 月、22 年 1 月）
、有志が出演し、堂々たる歌声を披露。会場か
ら沢山の拍手を頂きました。これを機に今後も出来るだけ、多くの発表会やボランティア活動にも参
加し、当同好会の活動を広げていく所存です。21 年 4 月より新規会員の募集を行い、22 年 3 月、4 月
にかけ新規女性会員 4 名の入会もあり、会員数は計 19 名となりました。入会金、年会費も不要です。
門戸を開放し、これからも気楽に参加出来る様にしますので、歌を通して若返りと親睦を図って行き
たい人の入会を心よりお待ち申し上げます。
（ 同好会 会員一同 ）

＜ 定例会活動状況＞
《実施日》 《実施場所》

《参加者数》

４／１４

コリーナ矢板

５名

５／１２

コリーナ矢板

８名

６／ ９

コリーナ矢板

６名

７／１０

コリーナ矢板

６名

８／１１

カラオケ BanBan ５名

９／ ８

コリーナ矢板

５名

１０／１３

コリーナ矢板

９名

１１／１０

コリーナ矢板

７名

１月 歌謡の集い出演

３月度 定例会参加者

１２／１～２ 鬼怒川ロイヤルホテル９名
22／１／１２ カラオケ BanBan ７名
カラオケ BanBan ９名

３／ ９

カラオケ BanBan ９名

４／１３

コリーナ矢板

８名

５／１１

コリーナ矢板

８名

―ー

２／ ９

１月 歌謡の集い出演

４月度 定例会参加者

『 目ざせ満点パパ 』 カラオケ好きの皆さ～ん！
是非、カラオケ採点機能で満点にチャレンジしてみてください。
まだ、満点は出た事がありません。

『 今迄の最高得点 』
・・・

＜ 同好会会員 ＞
福永勝行
青木正和
村上五十六
山本正和
浦川正司
津久井秀一
小倉麗子
古市和子
泉口トシエ

城本 昭
徳田 浩

古市正昭
福本英之

― １２ ―

９９５点／１０００点満点

丸渕孝文 三堂地時臣 島田次秀
細川美生 手島 正典 上野 弘子
《 計 １９名 》

新入会員紹介
（平成二十一年十月一日～二十二年三月末入会者）

会員番号 四八〇七 本間 俊一
一九四九年八月一日生

会員番号 四八一〇 内田 秀雄
一九四八年十月十五日生
会員番号 四八一一
徳田 義文
一九四八年十月三十日生
二〇〇九年十月三十日付で退
職となりました。ＴＦＴ液晶での十六年間を終え、仕
事中心から好きなゴルフ三昧の生活へ。
健康第一と考え毎朝ウォーキングをし、いつまでも
元気で若々しくを心掛け日々頑張って行きたいと思
います。
会員番号 四八三〇
渡邉 幸一
一九四七年九月二十九日生
在職中は、ソフト・ＩＴ分野
に従事し、皆様にも大変お世話になりました。
現在は今まで十分出来なかった近所付き合いや地
域貢献（自治会活動）
、趣味のカラオケ、野菜づくり
などに励み、時の過ぎる速さを感じています。
これからも宜しくお願いします。
会員番号 四八三七
常川 良二
一九四九年十月四日生
現在、単身でポーランド（ト
ルン）に住んでいます。冬は少しだけ寒い（今年の一
月は、氷点下二十七度を体験）ところですが、食事は
おいしいし、花も女性も綺麗なところです。

また、夏は湿度が低いこともあって、とてもさわやか
です。機会がございましたら是非お越しください。
この度は、社友会で皆様方と交流できる機会を頂き
感謝いたしております。これからもどうぞよろしくお
願い致します。

会員番号 四八三八
小林 昭治
一九四九年十月十八日生

シャープにお世話になり、昨
年十月に定年退職後、早いもので半年以上経過しまし
た。
在職中は、職場の上司や同僚と関係部門の方々には
大変お世話になり感謝しております。また多くの業務
も経験させて戴き生涯の思い出になりました。会社で
過ごした四十二年余りの経験を踏まえて残された人
生を有意義に過ごしたいと考えております。今後とも
ご指導ご鞭撻をお願いいたします。

会員番号 四八五三
熊谷 利夫
一九四七年十一月十五日生

昨年十一月に、定年退職し約五
年ぶりに矢板に帰って来ました。この五月で早いもの
で半年になります。
今はＯＢの先輩の方々とのゴルフや散歩、ジョギン
グ等で体力作りをしております。これからは、地域の
人達との親交、社友会の活動にも参加して参りたいと
考えていますので、今後とも宜しくお願いします。

－１３－

会員番号 四八〇八
竹中
正
一九四六年九月十五日生
昨年の十月から中国の南京で
生活しています。
二〇〇〇年の頃に比べ街並みも、人々の生活も随分
かわり、改めてそのスピードにはびっくりです。
人口六百万人、通りは街路樹に囲まれ、緑の多い落
ち着いた街です。明の時代には一時、都があったり、
近代では孫文でも有名な街です。興味のある方は是非
一度足を運ばれてはいかがですか。
会員番号 四八〇九
香西 周二
一九四六年九月十五日生
退職して半年が過ぎ『とにかく
休む』と決め込んで家にいると、団地内の同世代の亭
主達が家でゴロゴロしているのが目立つようになり
ました。日頃交流もないので、道で会っても挨拶だけ
で終わります。男はつくづく地域社会に溶け込んでい
ないのを実感しています。このまま余生を過ごすのも
苦痛になり、起業を目指しスタートしました。いつま
で続くかわかりませんが。

写真は
掲載辞退

会員番号 四八五四
掛下 法示
一九四九年十一月十八日生
定年は亀山で迎え、約十四年
間の亀山・天理の勤めを終えて矢板に戻りました。
今後の第二の人生は、これまで出来なかった地域の
人々との交流や健康維持のウォーキング、そしてこれ
までの社会経験を次ぎの世代への人の育成を目指す
べく教職員へとチャレンジしております。
今後の人生を楽しみに、今後ともよろしくお願いし
ます。
会員番号 四八六一 大塚 光司
一九四九年十月二十五日生
会員番号 四八九〇
八木沢 久治
一九四六年十一月九日生

この度、社友会栃木支部に入

会員番号 四八九九
渡辺 力夫
一九四七年十一月二十五日生

この度社友会に入会させて頂
きました。
十一月に退社後は、テニス・野球・ソフトボールと
健康、体力づくりと山野草の育成にも挑戦しています。
宜しくお願い致します。

会させて頂きました。

入社後通算約二十年間に亘る海外勤務を終え、昨
年十一月帰国し定年を迎えました。
今後は体調維持管理に努め皆様方との親交を通じ
楽しく過ごして参りたいと思います。
今後とも皆様方のご指導宜しくお願い致します。

会員番号 四九一八
坂本 幸夫
一九四六年十二月十一日生
昨年十一月末にマレーシアか
ら帰任し、十二月十一日に賞与を賜り退職しました。
しかし冷静に考えると頭と体がシャキットしてい
るのもあと何年？のんびりと隠居生活をおくるわけ
にもゆかない。と思えばこれからの計画も現状維持の
トレーニングも大変タフだなーと思っております。
いずれにしてもシャープＯＢの皆様が頼りですの
でよろしくお願いします。

会員番号 四九一九
斉藤 順一
一九四九年十二月二十日生
ビデオの創世記から親しんだ
栃木を離れて十五年、テレビ電話や携帯電話の開発な
どにも触れ、充実した会社生活を終えて懐かしい古巣
に戻りました。
未だ働く意欲は有りますが身軽に動ける内に夫婦
で旅行などシニアーライフも楽しみたいと思います。

会員番号 四九二〇 河村
眞
一九四九年七月二十九日生

会員番号 四九三八
津田
功
一九四九年十一月十三日生

在職中の会話は、退職によっ
て消滅しました。
社友会には、懐かしい先輩がいらっしゃいます。寂
しさと決別し、懐かしさを求めて入会しました。
退職後の生き方を学ぼうと思います。

会員番号 四九三九
皆川 邦夫
一九五〇年一月五日生

この度、ＳＥＫを定年退職し
栃木支部に入会させて頂く事になりましたのでよろ
しくお願いします。
最近渓流釣りが解禁となり川に出かける事が多く
なりました。小鳥のさえずりを聴きながら楽しんでい
ます。
今後は、野鳥の撮影に挑戦しながら、のんびりと生
活したいと思っています。

会員番号 四九四〇 杉山 隆夫
一九五〇年一月二十五日生
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会員番号 四九五四
新井
透
一九四九年七月二十二日生
ＡＶ販売推進部員として
市ヶ谷ビルにて定年を迎え本年より入会致しました。
今後とも宜しくお願いします。
在職中の約十九年間は単身赴任にて北海道から沖
縄まで各地を巡って参りました。苦労もありましたが
今は楽しい思い出です。現在は矢板にてのんびりと落
ち着いた生活を満喫し再活動に備え充電中です。
会員番号 四九六六 水尾 美千雄
一九五〇年二月二日生
会員番号 四九六七 佐藤 彦三郎
一九四八年二月二十二日生
会員番号 四九六八
石下 文雄
一九五〇年二月二十八日生
二月末で定年となり、四年半
ぶりに大田原に戻りました。まだ退職後一カ月たたな
いので何をしてよいかわからず模索中です。
今後会員の皆様方との親交を深め、また、のんびり
と山歩き、アウトドアーライフを楽しみたいと思って
います。今後ともよろしくお願いします。
会員番号 四九八一 柿沼 幸一
一九五〇年二月十九日生

会員番号 四九九四
細小路 光夫
一九四九年七月十六日生

会員番号 四九九七
笹沼
正
一九五〇年三月七日生

写真・メッセージをいただけなかった皆さまは、会
員番号、氏名、誕生日のみを掲載しています。

会員番号 五〇一六 中村 和明
一九五〇年三月十八日生

会員番号 四九九九 宇都宮 寿昭
一九四五年二月二十二日生
投稿コーナー（七ページ）で紹介されています。

昨年七月に定年退職しており
今年三月に定年退職し、この
ましたが、今年から社友会に入会させていただきまし
度社友会に入会させて頂きました。入社から退職まで
た。
主に原価管理業務を通じ、多くの皆様に助けられて無
事に卒業となりました。
あれもしたい、これもしたいということが沢山あり
ますが、とりあえず、飲み明かしたかつての同志に会
これからは家族サービスを第一に、第二の人生を楽
いに行きたいと思っております。
しみたいと思っています。
また、社友会の行事にも積極的に参加し、会員の皆
今後とも宜しくお願い致します。
様と触れ合いながら、色々なお話を聞かせていただき
たいと思いますので、よろしくお願い致します。
会員番号 四九九八
塚形 義光
会員番号 四九九五
一九五〇年二月八日生
大勝
博
一九五〇年一月二十五日生
社友会の皆様、こんにちは！
今般 「社友会｝の末席に加えて頂く事となり、そ
の光栄さと共に一抹の寂しさとで、妙な心持です。
二〇一〇年一月中旬、中国
ＮＳＥＣから帰国、一月二十五日定年退職致しました。
これからは、病が未完治でもあり暫くは療養に努め
諸先輩のおかげで無事定年まで働かせて頂きました。 つつ、
「社友会」活動をも通して 自分捜しを行う所存
感謝申し上げます。
です。 何卒宜しくお願いします。
当面は故郷である東京で休養を考えています。これ
からも宜しくお願い申し上げます。
会員番号 四九九六
田中 芳一
一九五〇年二月二十一日生
新しい生活パターンをどのよ
うに創っていくか思案中です。
ご指導ご交誼をお願いいたします。
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栃木支部 年賀会 （鬼怒川）

花見とバーベキュー（塩谷町）

平成 22 年 1 月 31 日- 2 月 1 日

平成 22 年 4 月 18 日

食べる準備は完了です

塩谷町自然休暇村センター

飲むほどに、舌の滑りもなめらかに

花よりお肉

会員とご家族の皆さまにお願い！
重要な連絡事項がある場合、自班の幹事か
下記にお知らせください。
シャープ(株) AV システム事業本部
（平日）０２８７－４３－１１３１（代表）
社友会 栃木支部 事務局（内線２８９９）
総務部（内線２８７３）
（休日）０２８７－４３－１１４３
〔最初に、
「社友会の○○（又は○○の家族）
」
と告げた上で、用件をお伝えください。
〕

表紙説明

『 日光のアカヤシオ 』
「アカヤシオ」はヤシオツツジとも呼ば
れ、栃木県の県花でもあります。花の見頃
は５月初旬～中旬で、特に日光の明智平か
ら中宮祠にかけての北向斜面はアカヤシ
オが群生し、残雪の日光連山や中禅寺湖、
華厳の滝などが一望できる美しいハイキ
志賀
ングコースです。

編集後記

「ｎｉｋｋｏ」第二十六号をお届け出
来ます事を感謝します。
春の懇親バーベキューで桜満開の下
楽しく懇談ができました。
幹事さんからの地域の紹介で、まだ
まだ知らない事を教えられ、これから
も楽しみで感謝です。
仲谷
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花咲爺さん勢揃い

“喜寿”
“古希”
おめでとうございます
528
529
1525
1552
1563
1584
1602
1603

（８名、敬称省略）
小野崎正巳
２月２３日
山内 栄
２月２７日
岡部 隆一 １１月１８日
鍛冶 知明 １２月 ６日
宮川 祥
１月 ８日
飯野 一男
２月 １日
糸川 進
３月 ３日
３月１１日
高萩 紘二

