雲竜渓谷手前 稲荷川沿いで出会った『霧氷』
撮影：大屋信幸（会員番号５５２２）

四名の方から回答をいただきました。さらには一部の
方からは近況報告／意見もいただきました。このアン
ケートをベースに今後新規同好会設立に向け具体的
に進めることにします。十一月には、秋の日帰りバス
ツアーに代わって初めての試みとしてボウリング大
会を開催しました。我々が現役の頃ブームになったこ
ともあり六十名もの多くの会員が参加されました。
また、会員への情報提供ツールであるＨＰ（支部ホー
ムページ）や会報「ｎｉｋｋｏ」についても委員会を
組織し内容の充実に取り組みました。そして社会貢献
活動においても、ＳＧＣ活動や地域の美化活動にも参
加し、地元の方からも評価をいただきました。
さて、平成二十八年も基本的には従来の活動内容は
継続する考えですが、特に昨年実施のアンケート結果
を基にして新規同好会の設立を支援することにしま
す。
五月には支部定期総会を開催し二十八年度の活動
計画の具体的項目を提案します。少しでも多くの会員
が各行事に参加できるよう、活動計画には皆さんのご
意見を反映したいと考えていますので事務局へ、又は
支部ホームページの支部宛メールで、ご提案いただけ
ればありがたく思います。
会社の厳しい経営状態が続いている中、我々社友会
として出来ることは、シャープ製品の購入を促進する
ことです。バイシャープ運動は終了しましたが、これ
からも一層シャープ製品の愛用の意識を深めていた
だくよう皆様のご理解とご協力をお願いします。
社友会活動が一層活発になりますよう今年も皆様
のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

平成二十八年を迎えて
増田 武司

シャープ社友会 栃木支部
支部長

あけまして
おめでとうございます
会員の皆様には穏やかに
新年をお迎えのことと存じ
ます。
日頃は社友会活動にご理
解、ご協力いただきありが
とうございます。
昨年は一昨年に引き続き日本人のノーベル賞の受
賞や軍艦島等の世界遺産登録等、喜ばしいニュースが
あった反面、台風の影響で豪雨による鬼怒川下流が氾
濫し大きな被害が発生したり、大型マンション等の杭
打工事のデータ偽装問題や東京オリンピックのエン
ブレムや新国立競技場問題、そしてマイナンバー通知
カードの遅配・誤配問題等々で大騒ぎをした年でもあ
りました。
その様な中、社友会栃木支部においては支部役員・
幹事の方々のご協力により当初計画の活動は予定通
り進めることが出来ました。
年初の支部賀詞交歓会を初め、春の懇親行事、支部定
期総会等の恒例の行事を開催したほか、全支部会員に
対し、アンケート調査を実施しました。内容は同好会
活動を通して社友会活動の活性化を目的に新規に設
立したい同好会についてのアンケートを実施し、七十

明人

シャープ労働組合 栃木支部

執行委員長 大畠

あけましておめでとうございます

社友会栃木支部の皆様に
おかれましては、希望に溢れ
た新年を迎えられたことと
お慶び申し上げます。
日頃は、増田支部長はじめ
多くの皆様に、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ことに、
心より御礼申し上げます。
合わせまして、昨年行なわれた矢板市議会議員選挙
におきましては、
「中村ひさのぶ」栃木支部顧問が四
度目の当選を果たすことができました。社友会の皆様
をはじめ、多くの皆様からのご支援の賜物と感謝いた
します。現在は矢板市議会の議長として働かせて頂い
ています。引き続きご支援を頂きますよう、宜しくお
願いいたします。

さて、昨年は、私たちのシャープそして栃木事業所
にとって激動かつ試練の一年でした。本来であれば二
〇一三年からの中期経営計画の最終年度として、会社
の再生と成長が具現化されるべき年でしたが、二〇一
四年下期以降の急激な外部環境の変化に対応するこ
とができず、昨年五月の決算発表では二〇一四年度通
期で大幅な赤字を計上し、同時に組織のフラット化、
カンパニー制度、人事制度の抜本的改革を大きな柱と
する新たな中期経営計画を発表しました。合わせて労
働組合には人員削減をはじめとする経営改善対策に
ついて申し入れがあり、九月末日をもって全社で三二

《 ３ページ 下段に続く 》
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執行役員
デジタル情報家電事業本部長

小谷 健一

今年の液晶テレビ国内需要は、エコポイント／アナ
ログ停波の特需期にご購入頂いたテレビの買換えサ
イクルを迎え、回復期に入ります。特に４Ｋ等の高精
細テレビ市場は二〇二〇年に向けたインフラの進化
により、確実に伸長します。拡大する４Ｋ市場におい
て、当社は二〇一四年十月に ％だった実売金額シ
ェアを昨年十月には約 ％まで高めることができま
した。また、４Ｋ金額構成比は、二〇一五年度の目標
である ％を達成し、二〇一六年度には ％を目指
して、更なる拡販に取組みます。
３０

２０

４０

先輩方が築いてこられたデジタル情報家電事業の
更なる発展を目指して、継続的に利益を生み出す事業
体への変革に全社員一丸となって取組んで参ります
ので、引き続き皆様のご支援・ご指導を賜ります様、
よろしくお願い致します。

人間の五感の内、
「視覚」と「聴覚」の占める割合
は九割と言われており、
「視覚」と「聴覚」をつかさ
どる家庭内のディスプレイは決して無くなることは
ありません。今後、ＩｏＴ機器が普及する中、テレビ
は放送を受信するだけでなく、オープンプラットフォ
ーム化（Ａｎｄｒｏｉｄ等）により、家庭内のディス
プレイとして、ネットコンテンツや様々な情報を最適
に表示できる機器として進化していきます。昨年、十
月より導入されたＣＥカンパニーのもと、通信／健康
環境／デジタル情報家電を横断した技術融合／機器
間連携を加速させ、従来の「テレビジョン」を超えた
新たな価値観の創出、新たな需要の創造に取組んで参
ります。

３０

最後にシャープ社友会栃木支部の益々のご発展、及
び会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、年頭
のご挨拶とさせていただきます。

〇〇名、栃木事業所においても二〇〇名を超える仲間
がシャープを去りました。
会社に残る私たちも、自分の人生やシャープで働く
ことの意味を考え抜きました。その上で私たちには、
何としても会社を再生させ、真に広く社会の文化と福
祉の向上に貢献するシャープにする責任があります。
昨年十月からの新経営体制で、この栃木事業所はコ
ンシューマーエレクトロニクスカンパニーの一つと
して新たなスタートを切りました。その直後の二〇一
五年度第二四半期決算発表で、シャープとして通期見
通しを修正せざるを得ないという大変厳しい内容と
なりましたが、栃木事業所としては開発・生産が一体
であるマザー工場としての強みを活かし、４Ｋテレビ
において昨夏以降シェアＮ １
Oとなっている事など
から営業黒字を達成しており、二〇一五年度下期黒字
化においても必達に向けて活気を取り戻してきてい
ます。
私たちのシャープを自らの手で守り、強くしていく
ためには、抜本的な業務改革、働き方改革は待ったな
しです。このような時だからこそ、経営信条の「和」
をもって労使で取り組んでいく必要があります。
「職
場課題」や「改善策」は、事業環境や業務内容を理解
している「職場」が最もよく分かっています。労組と
しても、この二〇一六年は、改善への意欲と活力に満
ちた職場が育まれ、ひいては生産性の向上や一人ひと
りの働きがいにもつなげていくために、主体的に問題
解決できる職場づくりに大きく踏み出していきます。

社友会の皆様には長きにわたり大変ご心配をお掛
けしておりますが、引き続き私たち後輩の頑張りを見
守って頂ければと存じます。
最後に、シャープ社友会栃木支部の益々の発展と会
員皆様のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げ、新
年の挨拶とさせていただきます。
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新年明けましておめでとうございます
社友会栃木支部の皆様方
におかれましては、清々しい
新春をお迎えのことと存じ、
心からお慶び申し上げます。
また、日頃より当社製品を
ご愛用頂くと共に、栃木事業
所社員に対するご指導、ご鞭撻を賜り、誠にありがと
うございます。会社を代表して心より御礼を申し上げ
ます。
さて、中間決算でも発表しておりますとおり、当社
の経営は依然として厳しい状況にあり、会社再建に向
けた取組みとはいえ、昨年九月末に二度目の希望退職
者を募ることとなりました。また、当社に関する憶測
報道が新聞やテレビのニュースで取上げられ、皆様に
ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げ
ます。
当本部の業績は、厳しい経営環境の中でも回復基調
にあり、営業利益は七～九月期から黒字転換を実現し、
二〇一五下期は黒字に向けて頑張って参ります。一部
でテレビ事業の将来性を不安視する声もございます
が、高橋社長は中間決算において、
「テレビは重要な
商品事業」と明言されました。私自身も、十一月下旬
に開催した工場見学会において、約 名のメディア
関係者に対し、
「栃木工場は４Ｋをはじめとした高品
位テレビの生産に必要なマザー工場である」と申し上
げました。 今後も、栃木事業所でお客様に納得して
ご購入頂ける商品の開発／生産に取組んで参ります。
５０

長寿コーナー
「喜寿を迎えて」
会員番号 七二二 安東 郁哉
過日社友会より喜寿のお
祝いをいただき有難うござ
いました。早いものでシャ
ープを退いて二十二年にな
り感慨もひとしおです。
社友会に入会して以来、
その間事務局長・副支部長・会報の編集委員等に携わ
り、このことを通して面識の無かった多くの方々を知
ることが出来ました。今思えば電化事業部から昭和五
十五年に転勤して以来、ビデオのドラム切削加工（四
班三交替）
・ドラムの組み立てラインを担当し、昼夜区
切りのない多忙な毎日であったのを今は懐かしく思い
出されます。
喜寿を迎えて思うことは、先ずは健康である事、そ
して自分で動けて家族・周囲の方たちに迷惑をかけな
いことだと思っています。
今は出歩きが少なく
なった分、小さな庭で
趣味でブドウの栽培を
したり、春から秋にか
けては、無農薬の野菜
を栽培して、毎朝新鮮
な青ジュースを飲んで
います。
病気はいくつか有り通院はしていますが、今のとこ
ろ大丈夫です。今までどうり身体を動かすことでは、

月に二～三回のゴルフを楽しんだり、又、最近始めた
のですが町内会で企画されて、はじめられた「イキイ
キ体操教室」に参加してボケ予防のトレーニングを心
がける様にしています。
今後も社友会の行事にも出来る限り参加をしていき、
交流を図って行きたいと思っていますので宜しくお願
い致します。

「古 希 を 迎 え て」
会員番号 三二七八 中倉 勝利
この度は、古希を迎えて社
友会より、お祝いを頂き誠に
有難うございます。昨年六月
に七十代に突入「光陰矢のご
とし」を実感しております。
退職後は第二の人生を楽し
もうと、始めたことが、そば打ちとステンドグラス制
作でした。そば打ちは、地域との触れ合いの目的もあ
りましたが、
「三たて」即ち、挽きたて、打ちたて、茹
でたてを守れば、初心者でも結構おいしく出来るので
嵌りました。
しかし、そば粉の大きさ、含有水分量、湿度、温度、
切るまでの時間によって出来上がりが異なり、未だに
完璧に打てません。家族全員がそば好きでもあり、続
いておりますが、同好会メンバーと共に行政区の敬老
会や団地の夏祭り等で振る舞い、喜ばれる事が何より
そば打ちを始めて良かったと思っております。
ステンドグラスは時間がかかりますが、達成感は最
高で、写真のフロアランプシェードは、東日本大震災
を挟んで制作に丸三年かかりました。

最近は時間の半分
を母親の生活支援に
費やして社友会の行
事にも参加できてお
りませんが、日程が
合い次第、参加して
行くつもりです。
次は喜寿を祝って
もらえるよう健康寿
命を延ばしたいと思
うこの頃です。

「古 希 に よ せ て」

会員番号 三二八五 毛川 修

この度、古希祝い
を頂きまして誠にあ
りがとうございます。
『古希なんてまだ先
の事と思っていたの
に！』
早いもので退職し
て十年が経ったんで
すね。この間、健康
に過ごせた事を支え
てくださった皆様や、
家族に感謝しています。
現役時代には、趣味という趣味もなく仕事一筋に過
ごして来ました。退職したら何か没頭できる事を探さ
なくては、と考えた末、数年間アルバイトで時間を過
ごしました。そして更に趣味探しと、健康管理、地域
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制作に丸三年かかった
フロアランプシェード

交流を求めシルバー大学に入学しました。今までと違
った分野の人達の違った価値観に出合う事が出来、私
の人生観に大きな影響を与えてくれました。現在はシ
ルバー大学ＯＢとしてグラウンドゴルフ、
旅行、
書道、
世代間交流での児童館・保育所での子供達とのふれあ
いや、人材センターでの活動にも積極的に取り組んで
います。
今後も、皆様のご協力を頂きながら健康で楽しい生
活が送れるよう励んで参りたいと思っています。

『ボランティア
趣味の世界を増やしつつ
老後を画す七十の春 』

趣味としては、社交ダンス、太極拳、バトミントン
を六十六歳まで続けてきました。しかし、これらの動
作は無理なひざ関節運動があり、高齢者には余り良く
ないため、きっぱりとあきらめ、今は鮎釣り、麻雀、
温泉巡りに没頭しています。
写真は昨年の夏に秋田県の米代川に遠征した時のも
ので、二十二 ～二十六 のサイズで想像以上の引
きに悪戦苦闘して釣り上げた鮎です。
日常の仕事は地域の環境保全活動で事務局として、
七年間続けてきました。残り三年間、頑張っていきた
いと思っています。

「古希を迎えて」

ｃｍ

会員番号 五〇五二 佐藤 節夫

介させていただきます。

我が家の目標
○まず健康
○日々充実

～朝 は 希 望 に 起 き
～昼 は 努 力 に 活 き
～夜 は 感 謝 に 眠 る
（格言）

具体的な心掛け
○ 各地の名所旧跡を訪ね、
先人達の生き様や当時の
知識を吸収する。
○ トマト、キューリ等の野菜とみかん、柿等の果物
作りを行い、育てる楽しみを実感する。
○ 味噌、麹、漬物等を活用して六次産業製品の創
出に取り組む。
○ 赤飯、餅、そば等を子供達、孫達に振る舞い、家
族の絆を深める。
○ 趣味としてやっているオカリナのレパートリー
を増やし、演奏活動に取り組む。
○ シルバー大学ＯＢとして、清掃活動等のボラン
ティアを継続して実施する。
○ 一日一時間、一万歩のウオーキングを日課とす
る。

現在、我が家は子供達三人
が独立し、妻との二人きりの
生活です。これからも目標を
実現しながら、二人三脚で、
家族を大事にし、地域を愛し
少しでも「世のため、人のた
め」になるよう努力していき
たいと思っています。
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ｃｍ

この度はお祝いを
頂きまして有難うご
ざいました。
こうして元気に古
希を迎えることがで
きたのも社友会の皆
様のお力添えがあっ
たからこそと感謝申
し上げます。
退職してから今まで「アッ」という間の歳月でした
が、お蔭様でゆったりした時間の中で楽しい日々を送
っています。
しかし、どうかするとマンネリ化しやすい性格なも
のですから、私は毎年、年頭初めに生活目標を決め、
それを実践することで張りを付けています。
皆様も立派な目標をお持ちのことと思いますが、紹
オカリナを手に持って

「古 希 を 迎 え て」
会員番号 三三二三 松田 輝臣

まず古稀のお祝いを頂きましてお礼申し上げます。
定年後から十年間、私にとっては初体験の農業に挑
戦し、ようやく地域の農家の人達の仲間入りが出来た
様な気がしています。これからもいろんな事に挑戦し
ていきたいと思っています。

秋田県米代川で釣った
２６ｃｍ級の鮎

幹事コーナー
「一 班の幹事になって」
竹中 清

また
『 人と云う字の成り立ち（支え合う） 』
を改めて強く感じております。
古希も過ぎ、身体の衰えを感じる機会が多くなって
きましたが、幹事の任務を遂行するためにも、先ず健
康維持が第一と考え、何年やっても一向に腕前の上が
らないゴルフに再チャレンジしている今日この頃です。

「九班の近況について」
第九班 佐藤 壽行
今年四月より九班の幹事
を担当しております佐藤壽
行です。
九班は矢板駅東口を主と
した商業・住宅地の末広町
号で詳しく紹介されております）
地区
（ｎｉｋｋｏ
及び北は住宅団地ロビンシティから南はシャープ工場
の東側で安沢に隣接する中地区よりなります。現在会
員は二十三名です。
各会員宅への資料は「手配り」し出来る限り会員の
方に手渡すようにしています。まだ地図を頼りにして
おります。今夏自転車で配布したところ、坂道を登り
切れず歩かざるを得なくなったことを反省し、二度目
は配布順序を変え事なきを得ました。長年矢板で生活
したものの会社との往復が主だったせいもあり、各会

員宅を訪れる中で新たな発見もしております。
今、末広地区が大きく変わろうとしております。当
地区には日本たばこ産業の倉庫がありました。この倉
庫が撤去され、跡地が売り出されています。敷地が広
大な事もあり、
なかなか買い手が付きませんでしたが、
矢板市が土地を取得して、
そこへ栃木県サッカー協会
が整備構想を進めている
「とちぎフットボールセン
ター」の誘致に名乗りを
上げました。
実現すれば街は大いに発展
する事でしょう。期待して
おります。
今後とも、社友会と会員
皆様とのパイプ役を全うす
べく頑張りますので宜しく御願い致します。

坂本 幸夫

「ハッピーハイランドの幹事になって」

第十三班

第十三班は矢板市の通称
「ハッピー団地」と呼ばれて
いる地域です。先の東日本大
震災では大きな被害を受けま
した。
（特に盛土地域は）
そして国の「地盤滑動防止対
策工事」が昨年の八月にようやく完了となりました。
四年以上も掛かってしまいました。この間団地を転出
された方もおられ、現在は一八〇軒程度の規模になり
ました。会員数は二十六名です。
（ＯＢで会員でない方
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第一班
平成十五年十月に永年お
世話になりました会社を定
年退職し、同時に社友会に
入会させて頂き、早や十二
年経過しました。
本来であれば平成二十五
年四月から担当すべきところ、生まれて初めての入院
・手術と、その後の薬の副作用の為、敵わず、無理を
お願いし、前任幹事の木村勝仁さんに二年前倒しで担
当して頂きました。お蔭様で平成二十六年十二月に二
年間服用必須の薬から解放され、翌年四月より第一班
（宇都宮東部地区）の幹事を担当させて頂いておりま
す。幹事会で久しぶりに矢板工場に伺い、何とも言え
ぬ懐かしさを憶えると共に往復の車の中で「健康で居
られることの幸せ」と「平凡な暮らしができる幸せ」
を改めて実感しています。
病気になるまでは「周りの人に支えられて生活出来
ている」という思いに乏しく、つい自分本位のものの
考え方をしていましたが、病気になって「今、自分が
在るのは周りの人に支えて頂いているお蔭だ」と心底
から思えるようになりました。
『 人は独りでは生きて行けない
周りの人の支えがあって
初めて生きて行ける 』

３０

も十名以上おられます）
当団地では造成から四十年以上経つため、数々の課題
を抱えています。
◆四十年前には先進だった「集中浄化設備」を持ちま
すが、これが耐用年数に来ており、自治会運営で毎
年補修しながら運転しています。（先の震災では大き
な被害を受け、積立金を三千万円近くも取り潰して
復旧しました。三ヶ月間下水の使用が出来なかった
ので本当に困りました）
◆自治会館も震災で大きな被害を受けており、だまし
だまし使用して来ましたが何とか再建したいと取組
み中です。
※「集中浄化設備・自治会館」共に、自治会運営の為、
市は「任意団体には支援金を出せない」の一点張り
です。
（準公共設備なのに何故？）
◆当団地は成田行政地区内にある為、行政区と自治会
の二重組織で費用も二重に掛かる為、行政区の分離
独立も視野に検討中です。
※これら難しい課題にシャープＯ
Ｂの方々を中心に、本当に熱心
に取り組まれています。時には
協議が白熱したりしながら、仕
事以上に熱心に？
◆団地の「少子高齢化」も本当に
実感されるところであり、たま
たま民生委員になった事もあり、
分からないなりに模索している
ところです。
◇社友会のクラブには「グラウンドゴルフ同好会」に
入って楽しんでいます。毎日やっているおばさん達
には全く歯が立たないですが、上手くいっても、し
くじっても楽しいのが良いですね！
現在の自治会館

「趣味の友釣り」
第十七班

相馬 健一

私の趣味の魚釣り（鮎
の友釣り）についてお話
し致します。
鮎は年魚（一年間で一生
を終える）である。
秋頃、河口付近で産卵し、稚魚は海で過ごし、春先に
川へ向って遡上を始め、直ぐに水垢を見つけ、なめは
じめます。
鮎ほど複雑な習性を持っている魚はほかにはいませ
ん。栃木県から茨城県へ流れる那珂川で友釣りをして
おりますが、なかなか気難しくて釣れない事が多いの
です。川の条件によって釣れ具合が左右します。鮎は
川底の石に着く垢をたべ、縄張りを持ち侵入者を追い
出そうとして攻撃いたします。その時、オトリ鮎の針
にかかるのです。鮎は古い水垢を腹一杯食っていると
オトリ鮎を追わず、釣り針にかからないのです。雨が
降らないと古い垢が洗い流されず仲間と食べ物競争を
しようとしない、だから釣れないのです。川底の石の
新鮮な垢を求めて上流へ、上流へと昇る習性がありま
すが、あまり水温が低いと石に新鮮な垢が着かないた
め、冷たい水の所には鮎は生息できないのです。
古い垢が流れた後に、五日から
一週間の後に新しい水垢がつき、
鮎は新しい水垢が大好きで、水垢
がついた底の石を繞り、縄張りあ
らそいが演出され友釣りができる
わけです。
釣り時期は六月から九月まで楽し
んでいる私です。

新入会員紹介

小林 冬記

（平成二十七年四月一日～二十七年九月末 入会者）

会員番号 六三三○

このたびシャープ社友会に
入会をさせていただきました。
皆さん、どうぞよろしくお
願いします。
さて、月日の経過は歳を重
ねるごとに早くなり自分はまだまだと思っていました
が、とうとう還暦を過ぎてしまいました。シャープを
退職後は、親の体調が悪く、しばらくは家でのんびり
としていましたが、良き先輩にも恵まれ、現在は栃木
県から遠く離れた山形の地で仕事をしています。
山形は、水が豊かな米どころであり、また果物も豊
富な土地で、日本酒だけでなく美味しいワインにも恵
まれたところです。ただ、冬は寒さが厳しく、雪が深
いところですが、なんとか頑張っています。
今回入会させていただくにあたり、社友会の会報を
拝見すると、まだまだいろいろな分野で活躍されてい
る皆様や、顔見知りの方々のお元気な姿を見ると、自
分はまだまだ若輩だなとつくづく感じます。
それでも、
これからは現役時代とは異なり、もうすこしゆとりを
持って何事にもかかわりあうことができると思います。
今後ともご指導の程、
何卒よろしくお願い致します。

☆ 写真・メッセージをいただけなかった皆様は
会員番号、氏名、生年月日のみ紹介いたします
会員番号
氏 名
生年月日
六三三一 今村 久 一九五五年 一月 五日
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一般投稿コーナー

三十

「 我が郷里の歴史探求 」

【概 要 】
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津田 功

１９７９年 出版

会員番号 四九三八

0 2 8 7- 4 3 – 2 4 7）
8 迄、

また、手前みそになりますが、
この記事は、地元の北海道新聞、
北海タイムス、旭川市広報、
保原町広報、他にも掲載され、
掲載回数は四十回を越えました。
尚、購読してみたいと思う方は、

当方（ 津田 ☎

福島県伊達市保原町
に建てられた記念碑

北海道の大田村
福島の大田村

連絡頂きたくよろしくお願い致します。

１９９７年 出版

私は幼い頃より昔話を
聞くのが人の倍も好きで
した。三十数年前から、
郷土史の探求を開始し、
探求の傍ら過去に出筆活
動もして三冊の本を出版
しました。
この度、編集委員の方より「本の紹介方々、一般投
稿をしてみませんか？」との要請があり、快く承諾し
ました。ここに私が出版した三冊目の郷土史本の概要
を書かせて頂きます。

明治二十年代の我が郷里、福島県伊達郡大田村（現
在は伊達市保原町大田地区）は、耕地面積も狭く人口
は増加の一途にありました。正に村は存亡の危機に瀕
していました。時の村長、菊田熊之助は、村民を救済
すべく北海道への移住を思いついていました。
明治三十一年、多くの村民が未開の地であった現在
の旭川市東旭川町米飯（ペーパン）地区へ移住しまし
た。この秘められた史実は、移住から八十年の歳月を
経て郷里に報道されました。
こうした史実はこのまま経過すれば、忘れ去られる
運命にある為、永久に残すべく記念碑の建立を企画し
ました。記念碑を建立した経験もありません。また、
その手段さえ分からない著者（津田）は、ただ郷里に
健在の関係者や広大な北海道へ、度々、足を運び、ひ
たすら寄付を求めました。反対者は、いなかったもの
の多くの方がその実現には難色を示しました。幾度も
挫折はありましたが、郷里、及び、北海道に建立委員
会を設け、目標額で百万円の資金を目指しました。北
海道にあっては、その結果、二百五十万円もの資金が
集まりました。ただ、ひたすら動きました。
それだけしか言えません。
本書の題名
『燃えた「
火」
が
「
否」
を消し
「
碑」
を建てた 』
は、この様な体験から
命名しました。

『 想いは北へ 』

『燃えた「
火」
が「
否」
を消し「
碑」
を建てた 』
明治三十一年、福島県旧大田村（ 現・
伊達・
原町）
から北海道旭川市東旭川町米原・
瑞穂（ ペーパン）
へ
移住に応募した百二十八戸の家族とその消息。

知ら れ ざ る 史実に迫る
文芸社出版（二〇一〇年四月十五日初版）
この郷土史本（全三○八頁）の題名が何を表している
のか？分からないと思いますが、その意味は

『 努力して不可能を追いやり記念碑を建てた 』
と云う事を表しています。

過去の 出版物

著書を手に持つ筆者

2015 年 8 月 21 日「とちぎ朝日」に掲載されました
＝ 趣味にも目標を持つと充実した体験が出来ます ＝
・私が定年を迎えてからも多くの人々との出会いがあり、その中には仕事を続けて
いる方、趣味で日々を楽しんでいる方など第二の人生の過ごし方も様々です。
私は今迄の経験から、目標を決め達成した充実感と次の挑戦への適度なストレス
を持つことで健康寿命が延びると思い 日々、新たな気持ちで過ごしています。
会員番号 ５４３２ 矢板 利一

≪下伊佐野地区に納めた自作の祠≫
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「白馬・八方尾根」は、白馬連峰や北アルプスの日本
百名山 峰が見渡せる絶景スポットとして、人気の高い
トレッキングコースです。
当日は、朝の間は小雨交じりの雨天でしたが、トレッ
キングをスタートして暫くすると晴天となり、八方池ま
での尾根道を高山植物
の花と絶景の山岳景観
を眺めながら、爽やか
にトレッキング出来ま
した。
下 山 後 は 白馬 村 に
て宿泊し、会員相互の
懇親を深め、翌日は大
町市の「山岳博物館」
を見学して、北アルプ
スの地質学的な歴史や
近代登山歴史等につい
て学びました。
帰 路 に は 戸隠 神 社
にも参拝し今後の山歩
きの無事を祈願し、１泊２日の「白馬・八方尾根トレッ
キング」と信州の景勝地を巡る第百回目の定例会を無事
に終了することができました。

歩こう会は平成 年 月の発足時は、会員数８名
で活動をスタートしました。活動の範囲も県内を中心
に日帰りで実施をしていました。
現在は会員数 名にて県内、県外の山や景勝地での
年６回の定例会を計画し、夏季には遠方の山へ１泊２
日のトレッキングも行い、充実した活動を実施してお
ります。
また、有志会として希望者を募り日本百名山等の高
山登山も楽しんでいます。会員の中には、この有志会
の活動を通じ栃木百名山の完全登頂を達成された方
も居ます。
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幹事 松本 隆
２７

8

１６

２０

１１

２９

１０

歩こう会の活動が今回第百回目を迎えることが出来
ましたのは、今日まで活動を支えて頂いた諸先輩や、会
員の皆様のご支援、ご努力のお陰であると深く感謝申し
上げます。今後も、シルバー世代の同好会であることを
認識して、常に安全を最優先して楽しいトレッキングを
継続して行きたいと思っております。

有志会活動 「北アルプス・劔岳」にて 参加者５名

歩こう会 百回記念登山

１０

歩こう会「
白馬 ・八方尾根」
にて

１１

歩こう会は平成 年 月に発足し、以来 年間
活動を続けて来ましたが、平成 年 月 日にそ
の活動も第百回目を迎え、記念の定例会として長野県
の「白馬・八方尾根」にて１泊２日のトレッキングを
実施しました。

歩こう会 第１００回 定例会
平成２７年８月２０日「白馬・八方尾根にて」参加者１９名

１１

◇百回を振り返って

記念すべき第一回は、丁度二十年前の平成七年
十月十七日に矢板カントリーで六名の参加で開催
され、その後年五回程度開催されています。

１(１～１２
１(５～１６
１(９～２０
２(３～２４
２(７～ )

)
)
)
)

○ 参加者の推移と優勝者 ス(コア )
第 一回 矢板ＣＣ ６名 三好 齊 １(００ )
第 十回 馬頭ＧＣ １３名 井村俊郎 ８(７ )
第二十回 琵琶池 １２名 生嶋良幸 ９(１ )
第三十回 琵琶池 ２１名 八木 弥 ９(９ )
第四十回 矢板ＣＣ ２６名 岡澤幸男 ９(３ )
第五十回 ＮＳＡＪ ２３名 大橋堅固 ９(５ )
第六十回 那須小川 ３１名 松内幸男 ８(６ )
第七十回 喜連川 ５０名 高橋 勉 ８(４ )
第八十回 ロイヤル ４３名 河越泰博 ８(９ )
第九十回 矢板ＣＣ ６４名 青木 陞 ８(３ )
○ ベストスコア
第 一回
浦川正司
９６
第 五回
土田甲子
８８ 初(の８０台 )
第十七回
住吉幸人
７７ 初(の７０台 )
○ グロススコア ベスト３
第八十八回 徳田義文
７０
第二十九回 生嶋良幸
７３
第六十 回 生嶋良幸
７４

○ 歴代幹事（カッコ内は平成年度）
三好 齊 ０(７～１０ 、)岡澤幸男
生嶋良幸 １(３～１４ 、)岡部隆一
網野正輝 １(７～１８ 、)大橋堅固
今泉正男 ２(１～２２ 、)松内幸男
原田博美 ２(５～２６ 、)成瀬常明

ここまで大会を大きく発展させてきた、歴代幹事の
皆さんに感謝申し上げます。
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ゴルフ同好会 百回記念コンペ
十一月二日 木( に)ゴルフ同好会発足以来、百回目
の記念大会を矢板カントリーで行いました。
当日は、あいにくの雨で、季節外れの寒さもあり
残念ながらハーフで打ち切りとしました。
雨にもかかわらず、参加者六十二名と今年最多の参
加でした。 参加者の皆さんに感謝です。
プレー後、冷えた身体を熱いお風呂で癒して、昼
食を済ませてから表彰式を行いました。
今回は百回記念コンペということで、通常のハン
ディキャップ戦と新ペリア戦のダブル表彰を行い
ました。
社友会から特別賞として、商品券の提供を受け
当日賞 十(二位 に)充当しました。又、ゴルフ場から
も、キャディバッグとボストンバッグの提供を受け
優勝者副賞としました。
○ 上位入賞者
優 勝
準優勝
三 位
特別賞

ハンディの部
新ペリアの部
岡崎 忠
常川良二
川村 昇
本郷元一
本郷元一
岡本純一
和田元良
松内幸男
の各氏が受賞しました。

○ ベストスコア
りんどうコース
ききょうコース

岡崎 忠 ４(０ )
和田元良 ４１ )
(
の各氏でした。

参加者皆さんの協力もあり、無事百回目の記念
大会を終えることができました。

準優勝
川村氏
優勝
岡崎氏
３位
本郷氏

スタート前の集合写真
≪ ハンディの部 入賞者 ≫

パソコンクラブ

会 員 募 集 中

Personal Computer club

入会案内

Established in 2001

ＰＣの知識と技量を深める場として

年会費 2,000 円

毎月定例会と研修会を行っています。

初心者大歓迎！

(新規入会者初年度のみ 1,000 円)

問い合わせ先
会

定例会
毎月

長

佐藤龍雄 0287-43-0425

事務局

佐藤壽行 0287-44-3377

※研修会の見学はいつでも歓迎します。

第１水曜日
午前 10 時～12 時

研修会
毎月
第 3 水曜日

研修会のひと時

午前 10 時～12 時

2015 年 7 月～12 月の主な活動内容
◆モバイルルーターを導入しました

27 年度合同忘年会

会員紹介

定例会、研修会でインターネットが

1

佐藤龍雄 会長

できる様になりました

2

◆定例会、研修会の内容（抜粋）
・Microsoft Office 2013 活用情報サイトの紹介
・PC 購入時に参考となる PC 仕様確認方法
・コンピューターウイルスの情報と対策
・
『Excel の活用』入力修正・エラー対処方法
・ハイパーリンクの活用、図形写真のグループ化
・複数の写真をメールに添付し送信する方法等
◆カラオケ同好会との合同忘年会を実施しました
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9

高萩紘二

古市正昭 副会長

10

徳田 浩

3

安東郁哉 副会長

11

中村義雄

4

佐藤壽行 事務局

12

平山 勝

5

津田 功 会計

13

廣田哲男

6

青木正和

14

福本英之

7

磯島和美

15

山崎一義

8

浦川正司

背景：東武ワールドスクウエア（栃木県鬼怒川）

ゴ ルフ 同 好 会
◇活動状況
平成２７年度のゴルフ同好会コンペは、１１月までに当初計画通り５月より４回開催しました。
会員数は、１１月時点で ９１名となり、毎回６０名程度の参加で、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。
1.定例コンペ
2.開 催 日
3.開催コース
4.参加 人数
優勝
準優勝
３位
４位
５位
ベストグロス
(コース毎)

第９７回
5 月 19 日(火)
那須小川 GC
59 名
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９８回
7 月 14 日(火)
アローエース
61 名
安藤八郎(94)
生嶋良幸(77)
徳田義文(75)
針原修五郎(85)
横田慎二(88)
徳田義文(75)

第９９回
9 月 3 日(木)

第１００回
11 月 2 日(月)

大日向ＣＣ

矢板ＣＣ

60 名

62 名

原田博美(75)
玉木光一(88)
青木 陞(82)
野澤英男(84)
鈴木和平(88)
原田博美(75)

ＨＤ戦
岡崎 忠(40)
川村 昇(42)
本郷元一(43)
山口重一(45)
白川 寿(41)
岡崎 忠(40)
りんどうコース

新ペリア戦
常川良二(33.4)
本郷元一(34.6)
岡本純一(34.8)
白川 寿(35.0)
岡崎 忠(35.2)
和田元良(41)
あざみコース

＜第１００回 矢板カントリークラブ 表彰式での懇談の様子＞

◇ 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１０１回
16 年 3 月中下旬
第１０２回
16 年 5 月
第１０３回
16 年 7 月

開催コース
琵琶池 GC を予定
検討中
検討中

≪ 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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備 考
別途案内

◇歩こう会の案内
☆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。歩行時間は４時間程度
☆有志例会として、日本百名山等で本格的な高山登山や夏山での合宿登山を適時実施
◇活動状況
☆２７年７月２８日

定例会

☆２７年８月８日～９日

安達太良山（日本百名山：標高 1,770ｍ）
あだたらエキスプレスに乗り、爽やかな
夏山トレッキングを楽しみました。

有志会

北岳（日本百名山：標高日本第２位 3,193ｍ）
南アルプスの盟主「北岳」～「間ノ岳」を
縦走、高山登山の厳しさも体験しました。

◇27 年度定例会年間計画
実施時期
行
先
備
考

27 年 4 月
笠丸山
アカヤシオ

27 年 7 月
安達太良山
花の百名山

27 年 8 月

27 年 10 月
白馬・八方尾根
荒船山
夏山合宿
紅 葉

28 年 1 月
古賀志山
新年昼食会

28 年 3 月
名草巨石群
日溜りハイク

◇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２９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
◆ 夏（8 月 12 日）恒例の撮影会は、矢板市県民の森にて実施予定でした。今年の夏は大変熱く、
異常気象のせいで「ヒル」
、
「スズメバチ」が大量発生し、被害もありやむなく中止いたしました。
◆ 秋（10 月 22 日）の合同撮影会は、晩秋の紅葉を目指し、いつもより早めの 4 時に矢板を出発しました。
撮影地『観音沼森林公園』に日の出前に到着しましたが、曇り空で、
『あさもや』
、
『日の出の彩光』に巡り
合えません。その後は薄日が射す曇り空でした。先日大先輩から『紅葉の美しさに目を奪われない』様にと
のアドバイスを胸に『自分にしか取れない』を考えて撮影に没頭しました。楽しい一日になりました。
・大内宿
・観音沼森林公園
・矢野原湿原

★写真コンテスト入賞作品紹介：シャープ社友会 栃木支部ホームページに随時掲載しています。
◆第 34 回『やいたの四季』観光写真コンテスト
特選：
『束の間の舞台』田代宏明
特選：
『愁艶』貝増弘行

佳作：
『春寒』志賀 実

◆その他の写真コンテスト入選・入賞作品
・第 4 回『棚田写真コンテスト in 兵庫畑 2015』 大賞：
『水温むころ』志賀 実
特選：
『ご苦労さま』貝増弘行、特選：
『春の訪れ』大屋信幸
・第 9 回フジカラー プロフォトコンテスト 2015 優秀賞：
『待ちかねて』志賀 実
・隔月刊｢風景写真｣7-8 月号
優秀作品賞『飛翔のとき』田代宏明
・とちぎの四季観光写真コンテスト 入選：
『里山の装い』田代宏明
・第 4 回那須塩原市の四季
冬賞：
『風走る』志賀 実
・月刊｢ＣＡＰＡ｣ 6 月号 入選『冬の名残』貝増弘行 ￤・月刊｢ＣＡＰＡ｣9 月号 ３席『雨上がり』
貝増弘行
・月刊｢ＣＡＰＡ｣ 7 月号 入選『優しい刻』志賀 実 ￤・月刊｢ＣＡＰＡ｣9 月号 入選『老いて生きる』田代宏明
・月刊｢ＣＡＰＡ｣ 8 月号 １席『秋の使者』志賀 実 ￤・第 13 回栃木花蓮写真展 入選『蓮華』
只友将弘
カメラクラブに入って、自然にふれあい 作品作りを楽しみましょう！！！
◆平成２７年度活動計画

： H28 年 1 月 10 日 カメラクラブ新年会・定例会
2 月 10 日 撮影会 東小屋湖、冬景色
3 月 9 日 定例会 基礎研修、作品の講評

≪ 新会員募集 ≫
・連絡先 ： 大屋信幸
・TEL
： ０２８７－４３－５８０６

・年会費
・e-mail
－15－

： ３，０００円
： 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 ♪♪
カラオケ番組でプロ歌手が高得点を取れずに苦労しているのをご存じでしょう。素人が満点を取っている
痛快さは、カラオケの醍醐味かも知れません。当同好会は発足から九年目に突入しますが、継続することに
会員一同邁進しています。私が心掛けている事は『心』で歌う事です。昔の恋愛、思い出の土地風景、故里
を離れていた時の郷愁など、あの未熟な頃の自分を思い浮かべることで精神的に若返ります。是非、皆さん
もトライしてみて下さい。体験参加も大歓迎です。気軽に歌うことが肝心。何回も歌うと得点も徐々に上が
っていくものです。身近な家族、知合いの方も一緒に参加される様、心から願っております。( 記：福永 勝行 )

カラオケ同好会に入会して、第二の人生をおおいに楽しみましょう！！
♪♪ 定 例 会 活 動 状 況 ♪♪
実
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /

施
14
11
8
13
10

日
(火）
(火）
(火）
(火）
(火）

11/27（金）～28

12 /

8

(火）

実 施 場 所
カラオケ BanBan
カラオケ BanBan
カラオケ BanBan
カラオケ BanBan
カラオケ BanBan
鬼怒川グリーンパレス
カラオケ BanBan

参加者
８ 名
１０ 名
８ 名
７ 名
７ 名
１１ 名
１０ 名

８／１１ 定例会参加者

定例会で熱唱中の会員

山"路 規生 " <yamajinorio@herb.ocn.ne.jp>,

８／１１ 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。

カラオケ・パソコン合同忘年会参加者

『 ２７年度の最高得点 』

９１点 ／１００点満点 ９９７点／１０００点満点

＜ 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

グラウンド・ゴルフ同好会

＜第 12 回定例大会参加者＞

◇最近の活動状況(大会)

◇その他の活動内容

週 3 日（月,水,金又は月,火,金）練習日を設定しています。
健康維持増進のため入会しませんか（年会費：1,200 円）

シャープグラウンド
の保全にも貢献

≪ 新会員募集 ≫

連絡先

後藤謙輔
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TEL：

0287-37-0368

社会貢献活動(ＣＳＲ)への参加状況
◆ ７月度「シャープ栃木工場内外の草刈り美化活動」に参加
７月２５日（土）今年度の第４回ＳＧＣ活動として「シャープ栃木工場 事業所内外の草刈り活動」
が実施され、社友会からも１０名が参加しました。
猛暑の日でしたが、３班に分かれ工場敷地フェンス沿いの草刈りを開始、社友会会員グループは工場北側
フェンス沿いの草刈りを担当し、皆、汗だくでの２時間強の作業をし、見違えるほど綺麗に雑草を刈上げま
した。この時期、雑草の成長は速く秋口まで継続的な草刈り作業が必要と判断されますので、今後とも会社
側と連携しながら、再度の要請があれば草刈り作業を支援したいと思っています。

高齢にめげず参加された中村 茂氏

参加した会員

◆ ８月度「矢板あんどん祭り会場の草刈り/準備/後片付け」に協力参加
８月２２日（土）矢板市の川崎城跡公園広場で約 5,000 個のペットボトルを利用したあんどんを広場周
辺や河川敷に飾り付ける「第８回川崎城跡公園あんどん祭り」が開催されました。多数の人が来場し、あ
んどんの光とイベントを楽しみました。
社友会栃木支部としても地域貢献活動として、このイベントにボランティア協力し、８月８日(土)には
会場周辺や河川敷の草刈りを実施、８月２０日(木)にはペットボトルに砂を入れ、それを所定の位置に配
置する等の準備作業を行いました。また、当日は、あんどんの点火や、会場整備を担当しました。
そして８月２３日（日）には、朝７時からペットボトルの回収、収納等の後片付け作業を行いました。
(写真下：開始前の挨拶、あんどんの設置、あんどん祭り当日の花火)

作業前の活動内容説明

孫と一緒に あんどん へ蝋燭投入
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「シャープＳＧＣ活動」への参加状況
◆ ９月度「事業所周辺地域美化活動」

に協力参加
ＳＧＣ活動の一環として、９月５日（土）
に「事業内外周の草刈り」と８月末に予定
され雨天で順延になった「事業所周辺地域
の美化活動」が同時開催で行われ、社友会
からは７名が参加しました。
事業所内外周の雑草を刈り払いに３名が、
「事業所周辺地域の美化活動（ゴミ拾い）
」
は３コースの内の１コースに４名が参加、
周辺企業５社の方々と、およそ１時間の周
回コースで散乱ゴミを拾う活動を行いまし
た。 （写真右：参加者全員で記念撮影）

◆ １０月度「やいた花火大会会場の美化活動」に参加
１０月１８日(日）毎年恒例の「やいた花火大会」が行われた会場の清掃活動に社友会からも参画いたしました。
当日午前８時からシャープ社員４６名、家族５名、社友会会員４名の総勢５５名が参加し、社会貢献としての美
化活動（約１時間にわたり会場に散乱していたゴミを拾う）を行いました。
(写真下：参加者全員で記念撮影)

◆ １１月度「シャープの森ｉｎやいた」下草刈り活動に参加

１１月７日（土）シャープ・デジタル情報家電主催の今年度２回目となるＳＧＣ活動。
「シャープの森 in やいた」の下草刈り活動に社友会からも参加し、美化活動に努めました。
当日は晴天ではなかったものの、気持ち良い秋の空気の中で社友会からの１０名を含む 総勢５０名が参加。
恒例の下草刈りに加え、今回は「たかはら森林組合」の協力を得て植樹や杉丸太のベンチ設置作業なども
行われました。

作業開始前の挨拶

活動を終え休憩中の会員

－19－

参加会員が揃い記念撮影

秋 季 懇 親 ボ ウ リ ン グ 大 会
１１月６日（金）例年の秋季懇親バス旅行では、参加者が年々減少してきているため、今年は秋季懇親
ボウリング大会に置き換え、大田原市の王冠ボウルにて総勢５９名(女性３名含む)の参加者の下、開催しまし
た。今回は従来社友会の行事に参加されてない方々にも参加しやすい行事を！と企画し、当初１００名以上の
会員参加目標を設定し、各役員、幹事の方々を通じ会員皆様への参加要請を行いました。しかし締切日になっ
ても目標人数に届かず新たな目標として、せめて第１００回ゴルフ大会の参加人数を越えたい、との新たな意
気込みで、会員の奥様方への参加要請も含め改めて各位への参加要請を行い、念願のゴルフ大会の参加人数を
超えることを確認しました。しかし乍ら、開催当日「開催日を忘れた」「別途要件が出来た」等、諸事情によ
り欠席者が増え、最終的にはゴルフ大会の参加人数越えの目標を下回る参加人数となりました。初めてのボウ
リング大会だった為、参加者集めには、一苦労してしまいました。（行事主催者所感）
当日は雲ひとつない秋晴れとなり、屋内競技には、もったいない天候でした。久ぶりに逢った会員の皆様は
久々の出逢いで盛り上がる中、午前１０時２０分ゲームを開始。スタートに当たり辻副支部長から競技ルール
の説明があり、次いで増田支部長の開会の挨拶後、支部長の始球式でゲームをスタートしました。
何十年ぶりかのボウリングで一時はゲーム進行の中で戸惑いもありましたが、
ストライクが出たのか各レーン
では歓声が沸き起こり、和気藹々と楽しい一時を過ごしました。予定の２ゲームが終了し、年令区分によるハ
ンデを加味した順位により表彰式を行い、まずはブービー賞の発表から始まり、飛び賞、上位賞へと進み、最
後に全員が参加賞を受取り、午前中で散会終了しました。

増田支部長の始球式

競技スタート

平山 勝氏 黒川健一氏 辻 勉氏

【新規同好会が発足】
社友会活性化の一環で、昨年、会員の皆様にアンケートを実施し、同好会に関する要望をお聞きしました。
その結果を考慮して、現在、新設希望者数の多かった同好会から新規立上の準備活動をしております。
この度、まず第一弾として太極拳同好会を一月から発足する事になりました。
入会案内等の詳細は、社友会ホームページ、または案内ビラで連絡しておりますので、会員の皆様、多数の
ご加入をお願い申し上げます。第二弾としては、麻雀同好会を新設する予定です。
その他の新設希望者多数同好会（歴史探訪・囲碁将棋・ボウリング等）に関しても順次立上げていく予定に
していますので、会員の皆様、よろしくご協力の程お願い申し上げます。
（新規同好会発足ＰＪ： 青木）

表紙説明

撮(影：大屋信幸 )

雲竜渓谷手前の稲荷川沿いで出会った
『霧氷』
、雲竜渓谷への途中で晴れ上がった
朝を迎える。眼前には、青空の中に真っ白
な『霧氷』を発見。あまりの美しさに心を
奪われてしまいました。

編集後記

昨年十月に亡くなられた会報ｎｉｋｋｏ
「初代編集長」仲谷輝郎氏に哀悼の意を表
します。仲谷氏の遺志を継承し、読み易く、
見易い紙面を製作出来る様、頑張りたいと
思っています。今号は、前回号よりさらに
カラー表示箇所を多く取入れ、読み易く
改善してみました。 （編集長：青木正和）

－20－

“長寿”おめでとうございます

( 対象期間： H27.4.1～H27.9.30 )

◆ 喜寿
722
1273
◆ 古希
3234
3236
5052
3285
3278
3287
3323

安東 郁哉
鈴木 常忠

5 月 27 日
7月 1 日

渡部
島田
佐藤
毛川
中倉
木村
松田

4月 1 日
4 月 17 日
4 月 29 日
6 月 10 日
6 月 26 日
7 月 13 日
8 月 19 日

正幸
次秀
節夫
修
勝利
修
輝臣

