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増田 武司

シャープ社友会 栃木支部
支部長
会員の皆様には日頃より
社友会活動にご理解とご協
力をいただき感謝申し上げ
ます。
第二十七回支部定期総会
が五月九日（土）に開催さ
れ、平成二十六年度の事業報告、決算報告 及び平成
二十七年度の事業計画・予算計画を承認いただきまし
た。更に、今回は役員改選の年で、新役員体制が承認
され、地区の幹事も決定しました。これからの二年間
この新体制で支部運営致しますのでよろしくお願い
致します。
今年度の活動ポイントを要約しますと次の通りで
すので、ご理解とご協力お願いします。
我々社友会は会員相互の親睦を図る活動が重要な
事項です。これには懇親行事と共にクラブ・同好会活
動があります。
懇親行事としては、花見やバスツアーを継続して行
っていますが、一層多くの会員の方々に参加いただけ
るような内容や方法を検討します。
一方、クラブ・同好会では、同じ趣味を持つ会員同
士が楽しく活動しています。現在六つのクラブ・同好
会があり、約百八十名の会員が加入していますが、全
会員の約半数の方しか参加していません。さらに多く
の会員が加入し、参加できるよう新規クラブ・同好会
の立ち上げも検討していきます。
懇親行事と共に重要な活動としては、社会貢献活動

があります。ボランティアによる活動ですが、ＳＧＣ
活動と栃木支部独自の地域貢献活動があります。
ＳＧＣ活動は会社の計画に基づき社友会も参加し
ています。本年度は、一層会社と連携し継続して参加
します。また、地域貢献活動としては現行の川崎城跡
公園の草刈り、あんどん祭りの準備／後片づけ以外に
可能なボランティア活動にも参加することを検討し
ます。年間計画は支部ホームページ（ＨＰ）ページ一
覧の「ＣＳＲ行事」に掲載していますのでご覧下さい。
これら懇親行事と社会貢献活動の計画は、その都度、
案内文やＨＰで皆様にお知らせします。
特にＨＰは適宜アップデイトし、最新情報をお届けし
ています。また、その画面から直接、参加申込みも出
来るようにしましたのでご利用下さい。
会員の皆様には、社友会活動が一層活発となるよう
ご協力とご参加をお願いします。
本部定期総会について
四月二十日に本部定期総会が大阪（ホテル・アウィ
ーナ）にて開催され、支部を代表して出席しましたの
で、概要を報告いたします。
総会は、御手洗会長、会社を代表して大西副社長が
挨拶されたのち、議事審議に入り、審議事項全て満場
一致で承認され、総会は終了しました。そして第二部
の健康セミナーでは、外部講師による「脳疾患・心疾
患・がんの早期発見と予防」に関するセミナーを受講
しました。
その後、支部長会議が開催され、各支部の現状報告
を行った後、社友会への加入促進について討議しまし
た。魅力ある社友会にする必要性を各支部長共、認識
し閉会しました。

大畠 明人

シャープ労働組合 栃木支部

執行委員長

日頃より増田支部長をは
じめ多くの皆さまには、労
働組合の活動に対しまして、
格段のご支援とご協力を頂
いております事に心より感
謝申し上げます。
また、この四月に投開票が行なわれました統一地方
選矢板市議会議員選挙におきまして、組織内議員であ
ります「中村ひさのぶ」シャープ労組栃木支部顧問が
上位当選を果たすことができました。これも社友会栃
木支部のご推薦、そして会員皆さまからの厚いご支援
の賜物と感謝申し上げます。現在は矢板市議会の議長
として働かせて頂いております。引き続き、ご支援を
賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

さて、現在のシャープおよび栃木事業所の状況です
が、遡ること二〇一二年二月に顕在化した経営危機に
対して、組合員の身を切る協力を経て二〇一三年五月
に公表した中期経営計画（二〇一三 二
~〇一五年）に
より、これまでシャープの再生と成長の実現を目指し
て取り組んできました。しかしながら、初年度の二〇
一三年度は公表値を達成したものの、二〇一四年度に
おいては下期以降の急速な外部環境の変化に追随・対
応ができず、本年五月に発表した決算発表では二〇一
五年三月期決算の大幅な赤字計上に合わせ、会社から
は新たな中期経営計画（二〇一五 二
~〇一七年）と、
具体的な施策であるカンパニー制など組織・人事制度
改革、国内三、五〇〇人の希望退職や賃金削減など人
件費削減対策の申し入れがありました。労組では従業
（次ページ下段へ続く）
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小谷 健一

デジタル情報家電事業本部長
執行役員
盛夏の候、社友会栃木支部
の皆様におかれましては益々
ご健勝のこととお慶び申し上
げます。
また日頃より、当社製品の
ご愛用、並びに栃木事業所
社員に対するご指導・ご鞭撻
を賜り、厚く御礼を申し上げます。
ご挨拶が遅くなりましたが、今年三月一日付けで、
デジタル情報家電事業本部長に就任した小谷でござ
います。今後共、宜しくお願い申し上げます。
さて、既に決算及び新中期経営計画で発表しており
ますとおり、二〇一四年度の業績は二年ぶりの赤字と
なり、皆様の期待を裏切る結果になりましたことを、
心よりお詫び申し上げます。また、当社に関する様々
な憶測報道が新聞やテレビニュースに取り上げられ、
特に栃木事業所の閉鎖‐移転が報じられたことは、皆
様をはじめ近隣地域の方々にもご心配をお掛けした
ことと存じます。社長の髙橋から「栃木事業所の撤退
はない」と正式に表明して頂きましたが、私自身も栃
木県知事、矢板市長に直接ご説明して参りましたこと
をご報告申し上げます。
「新・中期経営計画」では、安定的な収益基盤の構
築を目指していますが、その重点戦略のひとつとして
「組織・ガバナンスの再編・強化」を掲げています。
本年十月よりカンパニー制が導入され、テレビや記録
メディア機器を担当するデジタル情報家電事業本部、
スマートフォンやファクシミリ、電子辞書などを担当
する通信システム事業本部、エアコンや冷蔵庫などの

白物家電を担当する健康・環境システム事業本部の三
本部を「コンシューマーエレクトロニクスカンパニ
ー」として統合致します。カンパニー制の導入を契機
に、各本部が培ってきた技術の融合を加速させること
で、新たな事業・商品を創出し、重点地域である日本
／アジアを中心に事業拡大を目指して参ります。
六月十二日には増田支部長様にもご臨席頂き、栃木
事業所で開発／生産したＡＱＵＯＳ ４Ｋ ＵＳ３０
シリーズの出荷式を開催し、六月末に販売を開始しま
したが、今月販売する最上位モデルＡＱＵＯＳ ４Ｋ
ＮＥＸＴ（ 型）と共に当本部の事業拡大を牽引す
る主力商品と位置付け、拡販に取組んで参ります。
三月から矢板市内に居を構えて早四か月、矢板市民
の皆様の温かさと豊かな自然に囲まれながら少しず
つこの地への愛着を芽生えさせている今日この頃で
すが、忙しい中でも出来る限り時間を作り、なかなか
スコアが伸びないゴルフや、市内のウォーキング、温
泉巡りを楽しんでいます。時間の許す限り、矢板の景
勝を楽しむとともに、塩那丘陵の史蹟／旧跡を訪れ、
矢板そして下野国の歴史を勉強しようと思っていま
すので、この部分についても社友会の皆様のご指導・
アドバイスをお願い致します。
社友会の皆様には、当社の社会貢献活動（ＳＧＣ活
動）にも積極的に参加頂き、敷地内の緑地整備にもご
尽力頂いているとお聞きしており、皆様のご厚情に深
謝申し上げます。会社及び当本部の事業が一日も早く
再生するよう業務に邁進する覚悟でございますので、
引き続き、ご支援頂きます様、よろしくお願い申し上
げます。
最後になりましたが、社友会栃木支部の益々のご発
展と会員皆様のご多幸を祈念申し上げご挨拶とさせ
ていただきます。

員の最大限の努力が成果に結び付かなかったことに
対する経営責任を強く訴える一方でシャープ存続と
再生を果たすためには受け入れざるを得ないと判断
しました。

私たち栃木事業所の中核をなすデジタル情報家電
事業本部は、十月一日から「コンシューマーエレクト
ロニクスカンパニー」として、通信、健康・環境事業
本部との統合を図り、
「日本・アジアを主戦場とした、
技術融合による商品・事業の革新」を目指していきま
す。またその基盤となるテレビ事業の収益拡大のため、
４Ｋモデルの拡販と合わせ、ＡＱＵＯＳ ４Ｋ ＮＥＸ
Ｔシリーズなど８Ｋ時代を見据えた新たな高精細テ
レビの創出にも取り組んでいきます。

シャープ労組栃木支部としても、この栃木事業所が
会社再生の先陣を切り、組合員一人ひとりが主体的に
行動し、課題解決できる職場風土の醸成に向けて、支
部活動を通じてコミュニケーションを深化させるさ
まざまな施策に取り組んでいきます。
社友会の皆様には大変ご心配をお掛けしておりま
すが、後輩たちの頑張りを力強く見守って頂きたいと
存じます。引き続きのご支援・ご鞭撻を心よりお願い
申し上げます。
最後になりますが、社友会栃木支部の益々のご発展
と、会員の皆さまのご健勝とご活躍を心よりご祈念申
し上げます。
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８０

役員退任の挨拶
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矢板市市議会議員

ツツジの郷
やいた

中村 久信

矢板市がシャープを応援

の取り組むべき事項をまとめ、矢板市議会常任委員会
としては初めてとなる政策提言として市長に提出い
前副支部長
佐藤 龍雄
たしました。
一方で昨年度（改選前のメンバー）において「議会
今般、三期半七年の支部
改革特別委員会」を設置し延 回の委員会・作業部
役員活動を終えることとな
会を開催し、本年四月一日に議会基本条例を施行いた
りました。
しました。これは議会や議員の役割や責任を明確化し、
シャープ勤務 年間の中
それに基づいて様々な活動を行うことによって矢板
で栃木工場での就労期間が
市の発展と市民福祉の向上につなげ、市民の皆様から
五年そこそこの私が岩村顧問（当時支部長）から事務
より今まで以上に信頼され頼りになる市議会をめざ
すものであります。具体的な取り組みといたしまして、 局業務の誘いを受けたのが始まりでした。最初の一年
議会活動をわかりやすく皆様にお伝えするとともに
を事務局次長、その後二期四年を事務局長、最後の二
皆様方からのご意見やご要望をお聞かせいただく「議
年は行事担当副支部長を担当しました。
この七年間を無事、務め終えられたのは、その間の
会報告会」や、広報媒体の充実、議員間で活発な討議
役員および延べ百名近くもの地域担当幹事の皆さま
を行う「議員間討議」などを実施すべく、六月定例議
のご協力とご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。
会において「議会改革推進特別委員会」及び「議会広
事務局時代には、東日本大震災やシャープ供養廟の
報広聴委員会」を設置し今後具現化をしてまいります。
今後も皆様方の代表として全力投球で取り組んで
改修に係る寄付、サマーフェスティバルではその催し
まいりますので、引き続きご指導ご鞭撻、ご支援ご協
を盛り上げるためのチャリティ対象商品や浄財の収
力を賜りますようお願い申し上げます。
集、などで格別なるご協力をいただきました。また、
行事担当時代は、春の「花見とバーベキュー」
、秋の
「バス旅行」などの懇親行事の実施にあたり、大変お
世話をいただきました。
栃木工場創設時代の若いころの顔見知りの方が支
部のメンバーとして大勢おられたこともあり、この七
年間は、むしろ楽しく充実した時を過ごすことができ、
今となっては岩村顧問の誘いに感謝です。
今後はピンピンコロリを合言葉に、クラブや同好会、
各種行事に今まで同様、積極
的に参加する所存です。
最後になりましたが、社友
会栃木支部会員の皆様のご健
勝と益々のご活躍をご祈念申
し上げます。
３３

「矢板市民が矢板市内の電気店から『シャープ家電
製品』を購入すると矢板市から助成金が支給される」
という施策が七月から始まっています。
当該施策についての助成対象期間は平成二十七年
七月一日～八月三十一日となっています。
まだ利用されていない方は、お早めに。ご自身はも
ちろん、周囲の方々にも声を掛け、シャープ製品の拡
販にご協力をお願い致します。
【申請問い合わせ 商工林業観光課 ４３ ６
- ２１１
矢板市のホームページにも詳細情報があります】

４１

議長
社友会栃木支部の皆様方
には、日頃より私の議員活
動をお支え戴き誠にありが
とうございます。
特に本年は四月二十六日
に執行されました矢板市議
会議員選挙におきまして、
大変厳しい状況の中、皆様の大きな力を戴きまして、
四度目の当選を果たすことが出来、改選後の五月十九
日に開催されました臨時議会におきまして第 代議
長に就任いたしました。これもひとえに皆様方をはじ
め多くのご支援の賜物であり、改めまして心より御礼
申し上げます。
また、会員の皆様方が各地域で社会貢献活動をされ
ている事に、大変力強くまた、嬉しく思っているとこ
ろであり、行政に携わる者として敬意と感謝を表しま
すとともに、今後の四年間も皆様とともに住み良い地
域づくりに取り組んでまいりたいと思っています。
さて、現在矢板市に限らず国も同様ですが、地方を
取り巻く情勢は大変厳しいものが有ります。少子化に
よる人口減少、生産年齢人口の減少による経済の縮小
及び税収減、超高齢社会の到来及び社会保障費の増大、
更には過去の成長期に構築してきた公共施設等社会
インフラの老朽化対策など、様々な課題に取り組んで
いかなければなりません。一朝一夕には解決が困難な
課題ばかりではありますが、待ったなしで取り組まな
ければなりません。皆様のお力をお借りしながら全力
で取り組んでまいります。
昨年は私が委員長を務めました「総務厚生常任委員
会」に置きまして、先進地の行政視察をもとに矢板市
３５

五月九日（土）大田原市「ふれあいの
丘」において、栃木支部定期総会が開催
されました。
会員 名のほか、事業本部を代表し
鶴田総務部長、労組からは大畠委員長、
そして中村矢板市議会議員のご出席を
いただきました。また、会議に先立ち、
「ふれあいの丘」施設の管理者でもある
津久井大田原市長から長年の施設利用
に鑑みお礼の言葉をいただきました。
笹子議長の進行のもと議案書に基づ
き審議が行われ、提案通り承認されまし
た。続いて支部長を除く役員改選が行わ
れ、左記の新役員が決定しました。
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＜ 平成２７年度 役員 ＞
顧

問

岩村

博

支部長

増田 武司

副支部長
事務局長

山本東洋治
荒田 英治

副支部長
事務局次長

辻
勉
青木 正和

事務局次長
会
計

黒川 健一
平 暁雄

事務局次長
会計監査

後藤 講栄
佐藤 龍雄

会計監査

田中 芳一

昼食懇親会風景

定期総会風景

＜ 地域担当 新幹事 ＞
第 １班
第 ２班
第 ３班
第 ４班
第 ５班
第 ６班
第 ７班
第 ８班
第 ９班
第１０班

宇都宮東地区
宇都宮西南地区
宇都宮西北地区
さくら・高根沢地区
塩谷町地区
矢板南地区
木幡地区
東町地区
中・末広町地区
富田・鹿島町地区

竹中
清
永吉 四郎
登地
章
尾形 敏博
玉居子正美
二上 高志
斉藤
肇
藤川 皓司
佐藤 壽行
木島 忠男

第１１班
第１２班
第１３班
第１４班
第１５班
第１６班
第１７班
第１８班
第１９班
第２０班
第２１班

扇町・本町地区
針生・荒井地区
成田地区
矢板西地区
矢板北地区
大田原西地区
大田原地区
那須塩原東地区
那須塩原西地区
日光・今市地区
その他の県内・県外

第２７回 定期総会参加者
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荒木 泰博
山口 英吉
坂本 幸夫
山口 重一
矢板 利一
岩谷 秀勝
相馬 健一
中村
豊
手島 正典
新井
透
事 務 局

長寿コーナー
「喜寿」
会員番号 一二三〇 藤井 恭平
先日、社友会より、喜寿の
お祝いを頂きました。誠に
有難うございました。
こんにちまで健康で来られ
たのは、
家族や周囲の方々の
おかげと、感謝しています。
例年の集団検診では許容値オーバーの項目が 二、
三
あり気にはなりますが、この歳になれば余り神経質に
考えずに日常の出来事に興味を持ち、感動したり愉快
な気持で過ごす事を心掛けています。
学生時代から合唱のハーモニーに興味があり、腹式
呼吸で歌を歌うと体調が良くなる体験から、今も男声
合唱と混声合唱の二つの合唱団に参加しています。
合唱練習は楽しい事ばかりでなく、苦手な事もありま
すが、多少のストレスは心身に良い刺激になります。
とにかく、自分の体から大きな声が出せる内は大丈夫
と思って、五感の感度を上げて「感動」
「快感」を実感
できるように生活すれ
ば、何れは、自分らし
いハッピーエンドに近
づけると思っています。

「古希を迎えて」
会員番号 四九九九 宇都宮 寿昭
古希を迎えるにあたり社友
会の皆さまより「祝金」を頂
き誠に有難うございます。
振り返って見ますに、今迄
トラブルもなく順調に過ごし
てきたリタイア後の日々でしたが昨年後半、一時的に
体調を崩し周囲の方に大変ご迷惑をお掛け致しました。
その後、体力・気力の落ち込みを回復すべくリハビリ
に努め、年明けと共に徐々に日常生活のペースを再構
築、そして業務・ゴルフへの復帰を果たす事が出来ま
した。
現在、中国企業２社、日本企業１社の顧問業務を担
い電話会議、ＦＡＸ、メール、現地打合せ等を通して
該社をサポート、種々刺激を受けながらの毎日です。
この背景としてやはり「ＳＨＡＲＰ在職中」時に諸先
輩、周囲の皆さまよりご指導、ご支援頂いた知識、経
験が現在の私自身を支えている事、改めて認識し大き
な感謝です。
在職中、私の海外駐在歴二十五年は殆んどが発展途
上国で国情、生活習慣等スマートさは無いものの夫々
の独自性、協調性に於いては勉強させられる面が多々
有りました。その間 併せて先進国の人々との交流も
多岐に亘りましたが、特に印象に残った事項として北
欧やイギリスに在住するアングロ・サクソン系を代表
とした北方の人々の身体的特徴が挙げられます。
（流れを汲む米国・豪州移民にも同様の傾向有り）
今回、
「古希での一筆」の機を利用させて頂き永年感
じていた彼らの身体的特徴を整理してみました。

大きな体格（進化論の一端？）
■
・北欧地区の人種に於いては陽光を浴びる機会が
少ない（季節的要因等）事より身体的表面積を
大きく大きな体格へ進化。夏のバカンスが必然
・逆に南方地区（スペイン、イタリア等）の人種
に於いては陽光が多すぎる分の対応として身体
的表面積を小さく小さな体格
厚
■い皮膚
・皮膚そのものの厚みが男女共に東洋人に比べ厚
い（平均的に薄着で寒さに強い）
逆に暑がりの傾向が有り冷房温度の要求は低く
低く
基準色温度の相違
■
・６５００度Ｋの白色（東洋系は９３００度Ｋ）
昼白色は明る過ぎて眼に負担（サングラスによ
る軽減・・・格好良さではなく弱点？）室内に
に於ける間接照明の採用にて眼の負担を軽減
難
■聴傾向
・中高年になると難聴の傾向が強くなる（全体の
約３０％以上の人）補聴器の需要大。ＴＶ等は
テキスト表示（文字表示）番組が大多数
胃
■の強力な反芻機能
・俗に言う「食い溜め」機能
日々の食事は質素で少量だが週末にはＢＢＱで
の暴飲・暴食の傾向有り
多くの日本人が経験されたと思いますが招待を
受けた時の
「ディナーの食事が質素で少量な事」
に驚くに値します。

右記について異論も多々あると思いますが、飽くま
で個人的な見解との位置付けで見て頂ければ幸甚です。
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伴内 八郎

「幹事の任を終えて・・・・」
第八班

「幹事を終えて」

第十二班

青柳 一夫
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幹事コーナー

当班は針生・荒井地区の二
十一名の班員で、大きくは四
つのブロックから構成されて
います。
針生は長峰公園地区と公民
館地区で、荒井は西地区と東地区からの構成で比較的
広い範囲となっています。
最初の一年は班員の家を訪ねるのに地図とにらめっこ
しながら訪問したものです。
幹事退任間際の二年目でやっと地図なしで訪問するこ
とが出来る様になりました。
又、荒井東地区の一部は住所が針生で行政区が荒井と
いう変則的な形態になっています。
あっと言う間の二年間でしたが、桜やツツジなど四季
おりおりの長峰公園を巡ったり、荒井地区では男体山
や高原山を眺めての班員
宅訪問など結構楽しみな
がら幹事の役目を果たす
事が出来たと思っていま
す。何よりも社友会の活
動を通じて久しく会って
いなかった懐かしい顔ぶ
れと会えたり、汗をかき
ながらの地域活動への参
加などで少しは視野が広
がったかなと感謝してい
ます。

春の長峰公園

「幹事になって・・・」

・・・

相馬 セツ子

□▽○

八班は、会員数二十三名
です。
東町は、南北、東西に平
行して走る広い道路に囲ま
れた地区です。
南北には、
シャープ正門前の四号線バイパスを北に向
かって二つ目の交差点から次の交差点まで。
もう一方は、シャープ裏の駐車場から北へ二つ目の
交差点から矢板東高校過ぎの交差点までで、それを囲
んだ長方形の中が当該地区です。
町内は旧来の狭くて、細い道路が縦横に走っていま
会員宅を廻る事にしました。
すので、自転車に乗って、
暖かい季節は、庭や車の手入れに戸外で活動されて
おられる諸兄に、お会いする事がしばしばです。
皆さんから気軽に話しを頂き、日頃の出来事や趣味
についての会話に花が咲きました。
特に健康談議は参考になり、刺激を受けています。
新幹事さんにバトンタッチしますが、あっと言う間
の二年間でした
会員の皆さんのご親切に感謝しております。そして
役員・幹事の方々、 大変お世話になり、有難うござい
ました。

・・・

第四班
シャープの会社を定年退
職し、社友会に入会し十年
近くなり幹事を仰せつかり
ました。
我が四班は、矢板市の南
部に位置し宇都宮市との間に挟まれて、氏家・喜連川・
高根沢地区からなっています。田園風景と緑に囲まれ
た地域です。
会員数は一六名で、女性会員が私以外おらず残念な
ので、女性の入会者が増える事を希望したいです。
地域内には喜連川温泉もあり近隣の人々がたくさん
入浴に来ています。健康とリフレッシュのため、ぜひ
来場しての入浴をお薦めいたします。
この二年間、幹事になって役員・幹事の皆さんにお
世話になり色々な体験、行事に参加させていただき楽
しく無事に役を終えることが出来たことを感謝してお
ります。
今後、皆様が健康
で元気に社友会で活
躍される事を祈って
います。

○△□

「幹事を終えて」

「日光彫を楽しんでいます」
第二〇班

堀中 進

会員番号 六三〇五

前田

守

江田 秀志

この度、社友会に仲間入り
することになりました
「前田」
です。
今までは「会社人間」の生
活を送ってきましたが、これ
からは子供がまだ小さいこともあり「家庭人間」の生
活を送っていきたいと思っています。

会員番号 六三〇四

（平成二十六年十月一日～二十七年三月末 入会者）

新入会員紹介

小物入れ(上)
コーナーラック (下)

新規入会しました江田です。
ばたばたと退職しセカンドラ
イフについて十分な準備がで
きていませんが、軽いスイミ
ングによる健康管理と、野鳥
を主にネイチャーフォトに勤しみたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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渡辺 克己
私が住んでいる日光は
江戸時代初期、徳川家光
が日光東照宮を荘厳な建
造物にしようと全国から
技術者を呼び集め東照宮
を完成させた場所です。
当時の彫師や漆師が日
光に留まって東照宮の修繕に当たる傍らで木々を彫っ
て箪笥や盆、机などを日光土産として販売するように
なり「日光彫」は産業として定着、現在も伝統工芸品
として生産されています。
私も地域柄でしょうか、趣味として「日光彫」に親
しんでいて、自宅横に同好の会「日彫会」の仲間達十
名程が集まれる工房を設け、仲間と一緒に楽しく制作
したりしています。
素材の木材は、トチノキ、ホオノキやカツラ等を使
い、塗りは現在では漆は使用せず朱色の顔料を重ね塗
りすることが一般的になっています。
大きい作品は貰い受けられて手元に殆どない状態で
すが、制作した作品の一部を皆さんにご紹介します。
菓子盆/茶卓(上)、名刺受け(下)

第十六班
私達の十六班は大田原市の
西側に位置しており箒川を境
に矢板市と隣りあっています。
この地域には国道４号線や
ＪＲの野崎駅があり、物流そ
して通勤や通学に利用されています。
平地の多い所で、
工業団地や住宅地、そしてその外側に農地が広がる、
日本ならどこでも見られる風景の地方都市であります。
幹事の話があった時は、まだまだ先の事と思ってい
ましたので戸惑いもありましたが、これも会員の役目
の一つであると思い、微力ながら務めさせて貰うこと
にしました。
幹事となり、月一回の幹事会や懇親会に出席する様
になって、現役時代のいろいろな人達と会い、話をす
る中でそれぞれの近況を知る事が出来た事は望外の喜
びでした。
近頃は社友会に入会する人が少なく、退会する人も
あって、大変残念です。社友会の会員になると煩わし
いと思うのかも知れませんが、多くの人と交流する事
で、新たな発見があり、小
さな感動さえあります。
会員として昔の仲間と交
流を深めるサークルぐらい
の気楽な気持で、活動して
行けば良いのではないかと
考えています。私も幹事を
終えた今、この様な考えで
今後活動して行きたいと思
っています。
箒川を渡る列車

一般投稿コーナー
「四国遍路を終えて」
会員番号 三五〇八 笹子 善弘
お遍路さんを始めたのは、
単身赴任で奈良にいたころ
です。
単身赴任ですから、休みを
持て余し気味でした。幸い、
奈良は、古都で仏像に関心
があった私は、興福寺、薬師寺、新薬師寺、法隆寺な
どなど仏像巡りをしていました。
あれは、興福寺の六角堂でした。西国三十三か所め
ぐりの人たちに会ったのは。そこで、思い立ったので
す。西国三十三か所めぐりを。休みで天気の良い日、
その当時は珍しかったナビをつけ、お寺めぐりをしま
した。それぞれのお寺さんは、関西一円にあり、その
近くには一番の那智の滝や、白鷺城、竹生島だったり、
それはそれは、信心というよりも観光、物見遊山の巡
礼でした。
納経帳とお軸に御宝印
を頂きお軸は表装し立派
な掛け軸になったのです
が、我が家は三尺の床の
間しかないため、立派す
ぎて掛けることができず
箱に入れたまま床の間に
置かれたままになってい
ます。
次に、定年退職をし、することもない日々を過ごし
ている折、知り合いに大谷の観音様を案内した時に、

ここが、坂東三十三か所の十九番札所であることを知
り、巡礼を思い立ちました。
鎌倉や東京近郊は、電車とバスを使ったほうが便利
なので、これを利用。残りは車での巡礼でした。坂東
は、西国に比べマイナーなのでしょうか、訪れる人が
格段に少なく神奈川や、東京
にあるお寺さんを除くと多
くのお寺さんは閑散として
おり、記帳してもらうにも
昼は休みだったり、お寺さ
んに、だあれもいる様子が
なく出直したところもあり
ました。
ともあれ、これも無事に済
ませることができました。
残るは、四国お遍路です。海外旅行や、国内旅行を
年数回、便利であることより旅行社のツアーをよく利
用しています。このためか毎日のように送られてくる
パンフレットに四国遍路一二〇〇年の年とあり、遍路
を完結したい気持ちもあり心動かされ宇都宮で開催
された説明会に出席、その場で参加申し込みを行いま
した。
この四国遍路は、今までとは異なり、先達が巡礼を
案内するというもので、十四日間の旅です。白装束（死
に装束）
、輪袈裟、数珠、金剛杖、頭陀袋と衣装を整
え、先達の指導の下、まず山門で一礼し、手水場で手
を清め、本堂で蝋燭、線香、お賽銭をあげる。そして
納札を納める。合掌礼拝に続き、開経偈、般若心経な
どのお経を唱える。これを、本堂に続き、太子堂で蝋
燭を始め同じことを繰り返します。そして山門を出る
ときに一礼し一ケ寺の巡礼が終わります。これに加え、
毎日、巡礼の始めと終わりに般若心経などのお経を唱
えますので十四日間で般若心経などのお経を二

百回余り唱えました。昔から暗記の苦手な私は、こん
なに唱えても経本なしには今に至るも般若心経を空
で唱えることができません。巡拝バスツアーなので、
宿泊先も比較的きれいで、食事もよく修行の旅という
よりも観光旅行だったように思います。御朱印は、全
て、添乗員が代わって受けてくれ、一人で回るのに比
べ、楽な巡礼です。一緒に回った方たちは、添乗員を
始め全く知る人はおりませんでしたが、三日目ころか
ら食事も一緒に取ることなどから同行の士として親
しくなりました。ツアーなので、お接待に触れる機会
は少なかったが、それでも何度か経験しました。また
同行の人の中には、連れ合いに先立たれ、供養の巡礼
に来られている方もあり、
供養なのでしょうか、
ツアーの方々全員に、
お菓子やみかんなど
の振舞いがあったり
しました。いわゆる
観光旅行とは違った
ものでした。

西国、坂東そして四国と結願して、何か心境に変化
があったかというと、信心不足なのでしょう。残念な
がら、達成感以外ないといったほうが当たっているよ
うです。先日、古希を迎えました。これを機会に、四
国の歩き遍路に挑戦しようと思っています。秋口から、
まずは一国まいりから始めましょうか。
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《 クラブの紹介・会員募集 》
●活動内容
定例会※１と研修会※２を通じて、会員同志が気楽に
最近の話題をはじめ、PC の知識と技量を深める場として、
主に「 Excel/Word/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの活用方法 」について教え合い、
実技練習をしています。
年末には懇親忘年会（カラオケ同好会と合同）を一泊で実施します。
※１

定例会：毎月 第１水曜日 午前１０時～１２時
研修会：毎月 第３水曜日 午前１０時～１２時

※２

●入会案内
年会費：２,０００円 （新規入会者は、初年度のみ１,０００円）
見 学：上記の研修会の見学は何時でも大歓迎です。
見学にお越しの時は、日程通り実施されているか、事前に事務局まで確認して下さい。

● 入会申し込み ／ 問い合わせ先
事務局：佐藤壽行 ＜ 電話 ＞ 0287-44-3377

＜メール＞ sato64_hodaka82@yahoo.co.jp

パソコンに興味のある方の入会をお待ちしております。

なかなかの
もんやな！

この Wi-Fi ルーターから
各パソコンへ電波を飛ば
しています！！
Wi-Fi ルーターを使った研修風景

【 会員紹介 】
1

会 長：佐藤 龍雄

5

功

9

高萩 紘二

13

平山

2

副会長：古市 正昭

6

青木 正和

10

徳田

浩

14

廣田 哲男

3
4

副会長：安東 郁哉
事務局：佐藤 壽行

7
8

磯島 和美
浦川 正司

11
12

仲谷 輝郎
中村 義雄

15
16

福本 英之
山崎 一義

会計：津田
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勝

ゴ ルフ 同 好 会
◇活動状況
平成２６年度のゴルフ同好会コンペは、当初計画通り５月より５回開催しました。
会員数は、２６年度末で ８７名となり、毎回６０名程度の参加があり、活発に活動しています。
同好会では、会員相互の親睦と健康増進を目指し、楽しいゴルフの推進を図って参ります。
第９３回
第９４回
第９５回
1.定例コンペ
2.開 催 日
7 月 28 日（月）
9 月 10 日(水)
11 月 10 日（月）
矢板 CC
3.開催コース
那須小川 GC
喜連川 CC
4.参加 人数
59 名
62 名
66 名
5 入賞者（ネット） 競技は全てハンディキャップ方式で実施
優勝
野中 春夫(62) 間仁田和久(68)
青木 陞 (69)
準優勝
柘植 修 (69)
大橋 堅固(70)
木島 忠男(70)
３位
野村 博 (69) 福田 貞男(71)
玉木 光一(71)
４位
柏原 武司(70)
飯田 晋吉(72)
間仁田和久(71)
５位
常川 良二(70)
小島 保二(72)
後藤 講栄(72)
ベストグロス
生嶋 良幸(81)
宍戸 栄 (76)
徳田 義文(79)
(コース毎)
大橋 堅固(80)
飯田 晋吉(83)

第９６回
3 月 17 日（火）

第９７回
5 月 19 日(火)
那須小川 GC
59 名

琵琶池 GC

64 名
重面
後藤
玉木
前野
小阪
徳田

治 (64)
講栄(68)
光一(70)
雄二(70)
正美(72)
義文(75)

大橋堅固（70)
常川良二(67)
飯田晋吉(69)
原田博美(70)
小島保二(70)
飯田晋吉(76)

＜第９７回 那須小川ゴルフ倶楽部 スタート前の集合写真、入賞者＞

３位
飯田
◇ 平成２７年度 今後の定例コンペ日程
定例コンペ
開催予定日
第 98 回
7 月 14 日(火)
第 99 回
9 月 3 日(木)
第 100 回
11 月

開催コース
アローエース GC
大日向 CC
矢板 CC を予定

≪ 新会員 募集≫
＊入会金
： 無料
＊年会費 ： 無料
＊定例コンペ ： 年間 ５回 ５月、７月、９月、１１月、３月
＊連絡先
： 幹事 成瀬常明 ☎ ０２８７－４３－５８８７
e メール tsun4902@amber.plala.or.jp
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優勝
大橋

備 考
別途案内
別途案内
別途案内

準優勝
常川

歩 こ う 会

27 年 3 月 31 日：雨巻山にて
◇歩こう会の案内
☆県内及び近県の山、渓谷、湿原等へのトレッキング
☆定例会として、難易度が初心者向き、一般向きのコースで年６回実施。歩行時間３～４時間程度。
☆有志例会として、やや難易度を上げたコースで、新規コースの開拓と会員のレベル向上を目指し
適時実施。
◇活動状況 ・定例会実施予定
・27 年度定例会年間予定

先

・有志例会：コースを選定適時実施

実 施 月

行

備

考

27 年 4 月

笠丸山

27 年 7 月

安達太良山

27 年 8 月

白馬・八方尾根 日本百名山

27 年 10 月

荒船山

28 年 1 月

生瀬富士

28 年 3 月

名草巨石群

アカヤシオ

新年懇親会

・27 年 5 月 15 日「長野県・戸隠山」にて

◇会員の募集：歩こう会幹事まで連絡ください。年会費２,０００円（１０月以降の入会は１,０００円）
◇現状会員数：会員人数２８名

●連絡先

松本

隆

TEL 0287-63-6458 / 090-3906-9193

e-mail ：fgysk613@yahoo.co.jp
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カメラクラブ
◇5 月 10 日合同撮影会を実施
下郷 観音沼の桜

◇ 1 月合同新年会・作品講評会

昭和村矢ノ原湿原にて
・5 月の撮影
会は矢板フ
ォトクラブ、
片岡写真教
室合同で実
施しました。

・矢板市フォトクラブ、片岡写
真教室合同で実施しました。
・写真家、田畑欣一先生を招き
各自撮影した作品を10枚程度持
参、作品の講評を行っていただ
きました。
(合同新年会・講評会は城の湯
ふれあい館趣味の間にて開催)

◇第 18 回『しもつけ写真大賞』入選（3 名、6 点）
県内外から 735 人、2,308 点の応募。401 点が入選。
カメラクラブから 3 名、6 点が入選。１点 準特選、1 点 奨励賞に入賞しました。
準特選：
『旅立ちのとき』志賀 実

奨励賞：
『秋虹』田代宏明

入選：
『北の大地』村井敏一

入選：
『洗礼』志賀 実

入選：
『朝もやの掛橋』田代宏明

入選：
『霧の朝』田代宏明

◇写真コンテスト３点入選、２点入賞
１．第 12 回 四季の那須フォトコンテスト 入選『虹色の夜明け』 志賀 実
２．第 13 回 佐久山地区風物詩写真展
優秀賞『濡れ咲く小路』 志賀 実
３．第 13 回 佐久山地区風物詩写真展
優秀賞『鳥たちの楽園』 田代宏明
◇入選、入賞の情報を頂いた作品はシャープ社友会 栃木支部ホームページに掲載しています。
◇平成２７年度活動計画
実施年月日
H27 年 4月 8 日
5月10 日
6月14 日
7月 8 日
8月12 日
9月 9 日

・定例会は 13 時～15 時、城の湯ふれあい館、趣味の間で行っています。

活 動 内 容
実施年月日
カメラクラブ総会・定例会
H27 年 10 月 11 日
合同撮影会：下郷方面・新緑撮影
11 月 11 日
合同撮影会の講評会
12 月 9 日
定例会 :基礎研修、作品の講評
H28 年 1 月 10 日
撮影会：県民の森・宮川渓谷
2 月 10 日
定例会 :基礎研修、作品の講評
3月 9日

≪ 新会員募集 ≫
◇連絡先 幹事 ： 大屋信幸

◇現状会員数：１０名
TEL: 0287－43－5806
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活 動 内 容
合同撮影会：下郷方面・紅葉撮影
定例会 :基礎研修、作品の講評
定例会 :基礎研修、作品の講評
カメラクラブ新年会・定例会
撮影会：東小屋湖、冬景色撮影
定例会 :基礎研修、作品の講評

◇年会費： ３，０００円
e-mail: n0y8a@eagle.ocn.ne.jp

＜ 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

♪♪ 新規会員 募集中 ♪♪
４月度定例会に於いて、あと少しで満点と云う９９７点（１０００点満点）が飛び出し、会員８名の前で
公認されました。
（その時の状況記事は社友会ホームページのカラオケ同好会活動状況に掲載しています）
高得点を出そうと意気込んでも、カラオケ採点の機械はプロ歌手でも骨が折れる程、厄介者でテレビのカラ
オケ番組でも、アマチュアがプロを負かす等、悪戦苦闘しているところです。でも皆さん！宝くじもカラオ
ケも参加すれば、当選 / 満点獲得の可能性が参加者全員に平等に与えられます。是非、チャレンジしてみ
ましょう。いつでも、新規会員募集中ですので、入会希望者は、会長または事務局まで連絡して下さい。

カラオケ同好会に入会して、第２の人生を多いに楽しみましょう！！

♪♪ 定 例 会 活 動 状 況 ♪♪

２／１０ 定例会参加者

実
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /

施 日
13 (火）
10 (火）
10 (火）
14 (火）
12 (火）
9 (火）

実施場所
カラオケ BanBan
カラオケ BanBan
カラオケ BanBan
コリーナ矢板
コリーナ矢板
シダックス西那須野

参加者
９ 名
８ 名
１０ 名
８ 名
９ 名
１２ 名

今迄の最高得点画面
４／１４ コリーナ矢板での定例会
山"路 規生 " <yamajinorio@herb.ocn.ne.jp>,

３／１０ カラオケ BanBan での定例会

♪♪ カラオケ好きの皆さ～ん ♪♪
カラオケ採点機能で満点にチャレンジしてみませんか！
まだ、満点が出た事は、ありません。

『 ６月迄の最高得点 』

９１点 ／１００点満点 ９９７点／１０００点満点

５／１２ カラオケ定例会参加者

＜ 同好会会員 ＞
福永勝行

青木正和

城本 昭

古市正昭 村上五十六 島田次秀 三堂地時臣 手島正典

津田 功

安藤八郎

佐藤壽行

磯島和美

山本正和 津久井秀一

福本英之

岩谷秀勝

小倉麗子

古市和子

泉口トシエ

徳田 浩

浦川正司

細川美生

笹原幸子 大島栄理子 村上サダ子 大野信子
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《計》 ２６名

＜第 8 回定例大会参加者＞

◇同好会の紹介

グラウンドゴルフ同好会は 2013 年 12 月に設立し、2015 年 4 月現在会員数は 60 名と増え、活動は週
3 回（年間 130 回延べ 2,700 人に及ぶ）の練習会と年 6 回の定例大会、記念大会 2 回を実施していま
す。グラウンドゴルフには高い身体的能力は必要ありません。一本のクラブとボールを用いて長いホール
で 50ｍ、短いホールでは 15ｍのホールに向かってボールを打っていきます。ボールの直径は 6ｃｍ、重
さは約 95ｇ、力を込めてクラブを振る場面や力をセーブしながら集中してホールを狙う場面があります。
これらの場面に対処する力を発揮しプレイするところに面白味があります。また誰にでも楽しく取り組める
簡単なルールになっています。
競技方法はゴルフのようにボ－ルをクラブで打ち、ホ－ルインするまでの最少打数を競います。ホール
インワンもあり（この場合各ホ－ルの合計打数から 3 打マイナスします）、大会で初心者が上位入賞する
こともあります。
グラウンドゴルフ同好会では初心者大歓迎です。入会希望される方はグラウンド・ゴルフ同好会幹事
まで連絡して下さい。
☞ 連絡先
福本 英之 TEL0287-48- 0928 /090-1690-0208


年会費 ： 1,200 円 （入会金 ： 1,000 円 ）
見学希望される方はシャープグラウンドまでお越し下さい。
（通常 月・水・金曜日の午前中練習しています）

◇最近の活動状況（大会）
大 会 名
開
催 日
技 場
競
参 加 者 数
優

勝

準

優

勝

第

３

位

競 技 方 法

創設記念大会
Ｈ26年12月19日(金)
シャープグラウンド
37名 (男20、女17)
藤 原 勇 (+10)
75
江連あけみ(+1)
68
栗 原 光 (+1)
78
柏原喜美代(+1)
80
近藤 靖浩 (+6)
80
和 気 ス ワ (0)
81

第6回定例大会
Ｈ27年1月26日(月)
シャープグラウンド
40名 (男20、女20)
古河原 弘 (+4)
71
吉澤 満子 (+2)
71
道 畑 一 三 (0)
74
中郷 郁代 (+2)
72
大町 英雄 (+5)
81
中 島 キ ク ノ (0)
77

第7回定例大会
Ｈ27年3月24日(火)
シャープグラウンド
42名 (男22、女20)
手 塚 郁 朗 (0)
70
櫻井 義子 (+5)
82
山 崎 一 義 (0)
77
村 上 政 子 (0)
82
道畑 一三 (+3)
81
江連あけみ(+4)
84

第8回定例大会
Ｈ27年4月20日(月)
シャープグラウンド
37名 (男20、女17)
和 田 堅 治 (0)
71
吉 澤 満 子 (0)
76
栗 原 光 (0)
74
道 畑 計 子 (0)
81
石 塚 忠 (0)
74
栗 原 智 子 (0)
83

32ホールストロークプレイ（8ホール×4ラウンド） NETトータル
「グラウンド・ゴルフ ルールブック2011」を準拠 、 ハンディキャップ付加方式 ( )内の数値

◇その他の活動内容
・シャープグラウンド、及び、周辺の雑草や芝刈りなど、グラウンド保全活動をその都度行っています。
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春のイベント・花とバーベキュー懇親会
４月１８日（土）
、今年も塩谷町休養村センターにて春の懇親会「花見とバーベキュー（ＢＢＱ）
」を
実施、３８名の会員が参加しました。昨年と同じ桜の木の前で集合写真を撮影後、機材（鉄板など）
・食材
(肉や野菜）運び、食材の加工、火おこし等の準備作業からＢＢＱの焼き方、後片付けに至るまで、全員が
協力して行いました。今年も各地の桜前線は早めにやってきていましたが、数日前まで気温が低く雨天も
多かったのが幸いしたのか、今回はＢＢＱテーブルからソメイヨシノの花を眺める楽しさも味わうことが
できました。生ビールを片手にＢＢＱの肉や野菜を美味しくいただき、最後に名シェフ（？）の手による
焼きソバも馳走になりました。賑やかに楽しく、飲み・食い・歓談と大いに盛り上がりましたが、ちょっ
と食べ過ぎた人もいたようです。

火おこしに懸命

増田支部長の挨拶

最後の仕上げに焼きそば

岩村顧問の一本締め

花とバーベキューに参加された会員の皆さま

社会貢献活動(ＣＳＲ)の写真集
◆ 矢板駅周辺美化活動（ＳＧＣ活動）

平成 27 年 1 月 24 日(土) 社友会会員１２名参加

一日６千人の利用者がある 矢板駅の周辺美化活動 は恒例となっていますが、今回は事業所周辺企業と
合同で実施され、１１５名の大勢が参加しました。この日は ぽかぽか陽気となり、暖かい日差しの中、
参加者は３コースに分かれて駅周辺のゴミを拾いました。

矢板駅東口に会員が集合

道路の植込みの中もチェック
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現役の皆さんに混ざってゴミ拾い

◆「シャープの森 in やいた」下草刈り（ＳＧＣ活動）平成 27 年 5 月 23 日(土) 社友会会員７名参加
毎年恒例の「シャープの森 in やいた」の整備作業に参加しました。
朝から初夏を思わせる暑い日になりましたが、総参加者４０名で社友会からは７名が参加、恒例の
下草刈りに加え、今回はノコギリやナタなども使って「杉・檜の枝降ろし」作業も行いました。

刈り払い機は安全に注意して

針葉樹の枝降ろしも実施

◆「川崎城跡公園の下草刈り」
（地域貢献活動）

作業終了、皆さん揃って一枚

平成 27 年 5 月 30 日(土) 社友会会員７名参加

地域貢献活動として「川崎城跡公園の草刈り」に社友会会員も加わり市民の方々と共に参加しました。
同公園の草刈りは今回が今年初めてのことだったので、遊歩道まで雑草が生い茂った状態でしたが、
刈り払い機と草刈り鎌で総員４５名が約２時間で無事当初予定領域内の草刈りを行いました。

遠藤矢板市長のご挨拶

◆「事務棟周辺の美化活動」

鬱蒼と茂った草を刈る参加者

気持ち良い汗を流した会員達

6 月 5 日(土) 8 日(月) 9 日(火) 社友会会員 延２４名参加

・６月１２日(金)にシャープ栃木工場事務棟前で報道関係者・お取引先の来賓を招いて「液晶テレビ
ＡＱＵＯＳ新シリーズの出荷式」が行われることから、それに先立ち事務棟周辺の芝刈りや低木の
剪定を社友会栃木支部会員有志で実施いたしました。
・これは前々から会社側に伝えていた「社友会としてお手伝い出来る事があれば・・・」に会社側が
応じた形で正式に支援・協力の要請があり、過去から ＳＧＣ活動「シャープの森ｉｎやいた の下草
刈り」や「川崎城跡公園の草刈り整備」で 協力頂けた方々にお声掛けして実現できたものです。

丁寧に芝を刈る参加者

自走式芝刈り機も大活躍
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6 月５日の作業を終えて一息

新規に同好会を
発足させませんか？
皆さんが日頃楽しんでおられる趣
味や活動を社友会の会員に広めてい
ただく新規同好会を発足させません
か。
今回、会員の皆さま方の同好会に
対する意向を調査する為、アンケー
トを実施し、集計の上、希望者多数
の順に新規同好会を創設したいと考
えています。
候補として考えられる同好会を列
挙しますと、釣り、囲碁・将棋、麻
雀、書道、茶道、華道、旅行、木工
工作や日光彫り、竹細工の作品作り、
絵画、社寺歴史遺跡探訪、ボーリン
グ、テニスなどで同好の仲間を募っ
て情報交換や活動の場を広げていた
だきたいと思います。
社友会役員一同としても積極的に
バックアップさせていただきますの
で、よろしくお願い致します。
（事務局 荒田）

“長寿”おめでとうございます

今回、初めて編集作業全般を担当させ
て頂く事になり、最初は不安が一杯でし
たが何とか期日に間に合う事が出来まし
た。協力して頂いた編集委員の皆様に感
謝申し上げます。

編集後記

中(禅寺湖
表紙説明
千手ヶ浜のクリンソウ )
山間地の比較的湿潤な場所に生育し時
に群生する。花は花茎を中心に円状につ
き、それが数段に重なる姿が仏閣の屋根
にある「九輪」に似ていることから名前
の由来となっている。
花が大きく美しいため山野草として人
気があり、庭に植えられることも多い。
撮影：大屋信幸

(対象期間 H26.10.1～H27.3.31)
◆ 喜寿
1167 臼井 護
11 月 19 日
1176 廣安 元嗣 12 月 16 日
1207 村井 敏一
2 月 15 日
1208 高松 勝雄
2 月 25 日
1230 藤井 恭平
3 月 28 日
◆ 古希
3181 石山 武士
2 月 12 日
4999 宇都宮寿昭
2 月 22 日

（ 青木 正和 ）
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話は尽きず遅くまで親交
二次会会場で飲み直し
浦川長老の一本締め
増田支部長の開会挨拶

(平成 27 年 2 月 1 日～2 日)

賀詞交歓会・ホテルサンシャイン鬼怒川

参加会員の皆さま全員で記念撮影

