
－1－ 

令和３年 4月度 洋友会四国地区               会報Ｎｏ.１０1号 

編集日 ２０２1年４月１８日 

 

Ⅰ．四国地区会員状況 

  新年度新規加入会員ご紹介（２名様） 

＊白髪 隆様(ｼﾗｶﾐ ﾀｶｼ) ６５才 最終所属：三洋電機販売(株)：住所（高松市元山町） 

＊久保 春夫（ｸﾎﾞ ﾊﾙｵ） ６０才  最終所属：パナソニック産機システム(株) 

住所：静岡市（現在、仕事継続中で時機を見て四国へ居住予定） 

四国地区  １０５名（ ４月 １日現在）となりました。 

＜訃報＞ 

香川ブロックの多田 清様の奥様 多田 早苗さまが 3月 2日（月）に亡くなられたとの

連絡が入りました。ご冥福を祈ります。 

Ⅱ．令和 3年度 洋友会四国地区定期総会の中止決定 

 先に、令和 3年度四国地区総会を４月 18日開催予定でご案内させておりましたが、諸般の

状況（新型コロナウィルス感染拡大防止の観点）から残念ながら中止せざるを得ない状況で

す。 

今年の総会では役員の改選もありませんので、昨年と同様に投票方式（議案書送付）で実施さ

せていただきます。 

 決議結果は、次号の四国だよりに掲載させていただきます。 

三洋電機洋友会四国地区事務局 

愛媛県松山市朝生田町 5-7-36 

 連絡先 090-5147-２３７２ 
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Ⅲ．「長寿のお祝い」 と 「金婚のお祝い」 

＊喜寿対象者：昭和 19年 4月 2日 ～ 昭和 20年 4月 1日の誕生月の方 

＊米寿対象者：昭和 8年 4月 2日 ～昭和 9年 4月 1日の誕生日付きの方 

＊喜寿お祝い 

対象者 

香川 久保 仁 昭和 08年 09月 14日 米寿 

愛媛 矢野 正義 昭和 08年 12月 16日 米寿 

高知 瀬留 勝 昭和 20年 01月 17日 喜寿 

愛媛 中村 賢二 昭和 19年 07月 12日 喜寿 

愛媛 渡部 哲男 昭和 19年 10月 22日 喜寿 

香川 林 久雄 昭和 20年 01月 04日 喜寿 
 

    6名様 

＊金婚お祝い 

・ ・ ・ 金婚お祝いおめでとうございます ・ ・ ・ 

対象者：昭和 46年 4月 2日 ～ 昭和 47年 4月 1日にご結婚の方 

   ※金婚お祝いは、自己申告制です。 

掲載の方以外で対象の方は事務局まで連絡をお願いします。 

愛媛 金子 邦生 春子 昭和 46年 4月 4日 

愛媛 藤田 健三 光代 昭和 46年 10月 1日 

愛媛 元吉 正簡 伴子 昭和 47年 2月 10日 

愛媛 渡部 進 恵子 昭和 47年 2月 4日 

愛媛 渡部 哲男 時子 昭和 46年 10月 10日 

徳島    柿原 春男 勝子 昭和 46年 11月 19日 

Ⅳ．『健やかに四国８８ヶ所を巡ろう』の実績報告 

 三洋電機洋友会 30周年記念として配布された『歩数計』の活用企画第 3弾として 

『健やかに四国８８ヶ所を巡ろう』と銘打ちウォーキングを開催しました。 

結果は、参加者 28名で 1名の方が体調不良で棄権となりましたが 250㎞達成者 3名 600㎞

達成者5名 1000㎞達成者7名 1200㎞達成者12名と予想以上の距離を歩いて戴きました。

2,000㎞以上の方が 3名もおられたのには大変驚いています。  

多数の方がウォーキングを生活の一部として習慣化できているように思えます。 

今後もウォーキングを継続して健康維持・向上の一助となることを願っています。 

6名様 
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Ⅴ．同好会クラブ活動 

● グランドゴルフ同好会 

練習場所  仏生山公園（芝生）と 塩江の本コース（時々） 

定期練習日 毎週水曜日・・・（雨天）と （ハイキングと重複）時は中止。 

競技内容  ホールインワンした時は・・・百円貯金<半期ごと表彰又は反省会費用> 

      その日の最終ホールはニアピンを競っています。 

      半期ごとに １ラウンド（８ホール）平均最小打者２名を表彰 

      時には、香川県や高松市協賛の大会に参加・・・参加者５００人以上 
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活動実績  昨年・・・仏生山で４１回  

参加メンバー （五十音順）・・・四宮、續木、福永、前田、道永の５名 

 自然の中で、ストレス解消、運動不足解消して、楽しく汗を流しませんか。 

 初心者 大歓迎です！！ 

●香川ブロックハイキング同好会                 会員１０名 

 １月 八栗寺参拝 ： 新型コロナウィルス感染クラスターの為中止 

 ２月 城山（坂出） ： 菅原道真の道を登る 

 ３月 二子山   ： 城池登山口より山頂往復 

４月 白山（三木） : 桜満開の為、７月の予定を４月に入替しました。４月 1 日香川県三木

町の白山（200ｍ）へハイキングを実施しました。 

桜が満開で絶好のハイキング日和でした。昼食はホテルのレストイランで豪華に舌鼓！ 

 

４月桜満開の白山登山口の白山神社参道から撮影 

●彫刻同好会 

＊月２回（第一日曜日、第三日曜日）開催中！  

＊上期期開催実績は次の通りです。＊会員 6名 

1月 17日、31日、2月 7日、21日、3月 7日、21日、4月 4日、18日 

   ＊３月９日～２８日 坂出市美術館で開催の、第３５回現代仏像彫刻展に 

    ４名の作品を出展しました。今回で昨年に続き 2回目の出展となります。 
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道永新一仏師の作品 （増長天）       高木 繁さんの作品 （持国天） 

●文化面：さぬき市文化協会第 19回春の絵画展に出展 

期間：4月 6日（火）～18日（日） 

会場：21世紀館さんがわ  出展者：續木さん 

  

  タイトル （ 憧海 のぞみ）           （西方寺の松のささやき） 
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●高知ブロックのゴルフ同好会報告 

・「ゴルフ同好会」は、３密を避けるようにして、屋外で楽しめるスポーツとの位置付けで、

最低月２回、多い時は、月３回、ラウンドを重ね、現在も楽しく活動中です。 

開催日時：3月 26日（金） 

場所：錦山カントリークラブ 

内容：満開の桜と、好天に恵まれ最高の気持ちでプレーし、昼は豪華バイキングに舌鼓、

スコアを別にすれば、充実した 1日となった。 

   

 

●ゴルフ同好会 

 新型コロナウイルスの影響で該当期間での開催はしていません。 

  ●香川ブロックハイキング同好会  

   開催状況：各月の参加者 （1月は新型コロナウイルスで中止） 

  2月 1日 城山：６名  3月 1日 二子山：8名（友人 1名）4月 1日  

白山：8名（友人 2名）   

      内容：３月は季節の変わり目なのか体調すぐれずの為、不参加の方がありましたがその他

の月は多数の参加で実施しております。 

＊会員１０名                       連絡先：道永新一さん 
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2021年のハイキング同好会の計画書ができました。最終ページに掲載しています。 

参加希望の方は、滝正光さんまで連絡ください。 連絡先：滝さん 090-4503-0341  

 

Ⅵ．トピックス 

中野ブロック長様よりの活動実績紹介です。 

４月２日の徳島新聞朝刊に、徳島ブロックの柿原春男さんの記事が掲載されました。 

柿原さんは体調不良もあって、２０年程前に三洋電機を早期退職されましたが、独学で中国

語学び何と「徳島県日中友好協会・会長代行」を長年されて日中友好及びにモンゴル地区と

日本の懸け橋をしていました。現在は、「徳島県日中友好協会顧問」をしています。この度

その中で、内モンゴルへの貢献に対する記事が大きく掲載されましたので、ご報告を致しま

す。 

 

2004年 1月にリレーエッセイ第 5号「内モンゴル沙漠植林と教育支援・・・・・・」と

して活動の内容が紹介されています。 

リレーエッセイ第 5号を添付していますので活動内容をご覧になってください。 
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Ⅶ．第４弾 『健やか四国８８ヶ所を巡ろう』Part2 

期間：令和 3年 5月 1日～令和 4年 2月 28日（10か月間） 

(特 典) 

◎徳島県内   全長 239.5Km ＝300ｋｍ以上 クオカード   500円 

◎徳島・高知県 全長 586ｋｍ ＝600ｋｍ以上 クオカード  1,000円 

◎徳島・高知・愛媛県 944.9ｋｍ=1000ｋｍ以上 クオカード   2,000円 

◎徳島・高知・愛媛・香川・一番札所   

◎全長 1153・7ｋｍ ＝1500ｋｍ以上 完歩！クオカード  2,500円 

◎2000ｋｍ以上完歩！             クオカード  3,000円 

＊来年の洋友会四国地区 総会にて到達ｋｍに応じてクオカードを贈呈します。 

目標距離にかかわらず、到達距離に応じてクオカードの金額が決定しますので、更に上の

ランクを目指してください。 

＊報告シートは 前半 10月初旬 ・ 後半 3月初旬 事務局まで 

 送付先 メールアドレス hayato2690@nifty.com 

 郵送の場合 松山市 米元宛 

別紙の案内状及びチェック表を参照してください。 

 

Ⅷ．人気の西赤石山(１６２６ⅿ）登山のご案内 

 カブト岩から仰ぎ見るアケボノツツジの群生を見に行こう！    

日 時 ：令和 ３年 ５月１０日（月） 集合 午前 ８時３０分 

集合場所 ：『マイントピア別子』 愛媛県新居浜市立川町７０７－３ 

     〒792-0846  電話番号 0897-43-1801 

 ◎乗り合いにて最少の車台数にて登ります！  

 ◎東平（とうなる） 登山口 午前 ９時２０分   

 ◎『東洋のマチュピチュ』として人気の住友金属鉱山跡地 

mailto:hayato2690@nifty.com
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詳細は別紙『 登山のご案内』を参照してください。 

 

・秋の登山予定 

現在未定ですが、５月の参加者に意向を伺います。決定後９月末頃にご案内いたしま 

 

Ⅸ．リレーエッセイ  

 88号 伊藤 忠男さん 「コロナ禍中での移住」 

 89号 森 崇さん      「ゲルマニウムラジオと共に」 

   ＊洋友会四国地区のホームページにもいれておりますのでご覧ください。  

                                                                                                                                                                   

Ⅹ．健康管理ニュース 

  洋友会本部より「健康管理ニュース」が入っていますので同封しておきます。 

 1月号：「新型コロナウイルス第 3波！」 

 ２月号：「冬 で も ぽ か ぽ か 習 慣！」 

 3月号：「ラジオ体操の健康効果について」 

         洋友会四国地区のホームページにもいれておりますのでご覧ください。 

 

 

Ⅺ．本部よりの連絡事項 

  ＊2021年度（令和 3年）全国会長会議を.4月 14日（水）PM1時より ZOOM会議で行われまし

た。 

  ＊投稿お願い： 「夏号」 

  １．表紙  「各地の夏の風物詩」： 夏祭り、夏の食べ物、夕涼み 等、写真でも、絵画でも 

  ２．特集ページ  ①ご当地の夏の風物詩：  郷土の夏の行事。田植えや初物魚・食べ物等 

         ②オリンピック関連 

            ※1000字程度の原稿と写真 
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  ４．洋友会だより①広域地区におけるエリア単位の活動紹介②我が地区のユニークな活動紹介                                              

  ５．その他    ①一般投稿：1000字以内の原稿と内容に関わる写真 2～3枚、 

          ②俳諧・川柳、ナンプレ、 

            ※夏号の原稿の投稿締め切りは 5月 10日です。 

「秋号」 

  １．表紙        「各地の秋の風物詩」 

       紅葉・銀杏と神社仏閣・並木道、祭り、味覚、月見等  ＊写真でも、絵画でも 

  ２．特集ページ  ①ご当地の秋の風物詩： 郷土の民俗文化財の紹介、伝統的な秋祭り、郷土

の秋を感じる食べ物等 

         ②オリンピック観戦記： 競技場での観戦やテレビ観戦の体験記 

         ③コロナ禍での自粛生活の工夫 

            ※1000字程度の原稿と写真 

  ３．洋友会だより ①洋友会活動再開の活動紹介   ②洋友会での Web]活用の紹介                                             

  ５．その他    ①一般投稿       

※1000字以内の原稿と内容に関わる写真 2～3枚、 

          ②川柳、ナンプレ  ③地区の活動記録 

※秋号の原稿の投稿締め切りは 8月 10日です。 

 

Ⅻ.四国洋友会からのお願い 

＊会員名簿更新についてのお願い内容 

今回、同封しています総会議案投票ハガキ（返信用）の連絡欄に、4 月 1 日時点で住所、電話番号の変

更があればご連絡下さい。なお、連絡可能なメールアドレス,ファックス番号も新設、変更な

どがあれば必ず記載下さるようにお願いいたします。 
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実施日 里山名 見所など 集合場所 登山コース 散策コース 参加人数

1月9日（土） 八栗寺 参詣 一年間の健康祈願 ケーブル駅前
ケーブル横の
参道を登る

行きはケーブル
帰りは参道

新型コロナで中止

2月1日（月） 城山 西讃の山展望
城山温泉
駐車場

菅原道真の道
を登る

車で頂上まで行
き広場を散策

6

3月1日（月） 二子山 公渕池など市内を展望
公渕公園の
駐車場

二子山と善光
寺山を登る

城池周辺の散策 8

4月1日（木） 白山
トレスタ白山
駐車場

登山道を登る
遊歩道を歩いて
散策

8

5月1日（土） 屋島寺 参詣
屋島神社
駐車場

東山地墓地経
由で参道を登
る

車で山上駐車場
へ行き散策

6月1日（火） 日山 三郎池周辺の散策
ｻﾝﾒｯｾ香川
駐車場

東登山口～頂上
～南回り～三郎
池駐車場

小日山までの往復
と三郎池周辺の散
策

7月1日（木） あじ竜王山公園 お花見と瀬戸内海展望
マルナカ
八栗店

遠見山のろし
台登山口～山
頂往復

竜王山公園の散
策

9月1日（水） 八栗寺　参詣 下半期の健康祈願 ケーブル駅前
ケーブル横の
参道を登る

行きはケーブル
帰りは参道

10月1日（金）
屋島・北嶺と長崎
の鼻

瀬戸内海展望
長崎の鼻
駐車場

長崎の鼻～北
嶺の往復

長崎の鼻周辺の
散策

11月1日（月） 綾歌　森林公園 紅葉散策
マルナカ
綾南店

城山山頂まで
の　　往復

森林公園内の散
策

12月1日（水） 五色台の黒峰
瀬戸大橋と　　瀬戸内海
眺望

大崎の鼻
バス停

登山道を登る
車で頂上の駐車場
へ行き合流する

※８月は猛暑につきお休み

B:ハイキング同好会 　　報告者：滝　正光

　　実施日は原則毎月１日で指定場所に集合する。（雨などで順延の場合は都度連絡する）

　　参加メンバー　１０名　（四宮、高木、道永、福永、矢木、前田、續木、大塚、貞広、滝）

 
 


