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パナソニック

松愛会 西中国支部 会報 広島県

山口県

西中国支部 ホームページ http://www.shoai.ne.jp/chugoku-w

令和 2 年も 2 月となり寒さも一段と厳しくなって参りました。会員の皆様如何お過ごし

でしょうか。 

今年は、東京オリンピック開催の年であります。何かとスポーツに話題が沸騰しそうです

ね。 

そして 8月の猛暑の中でのオリンピック開催は、選手も関

係者も大変でしょうね。 

家でゆっくりとテレビ観戦が良いと、私は思いますが

皆様はどうですか。 

私事ですが 50 年前の 10 月 10 日東京オリンピック開

会式の日、私は小学 6 年生で岡山の井原より広島に修学

旅行に来ました。 

宮島・原爆ドーム・マツダの工場見学等で楽しい記憶が

前回東京オリンピックオリンピックでの思い出にあります。 

 50年前の事ですが記憶に残っております。 

最近は、少し、もの忘れ・人の名前が出てこない事が多くなっています。ボケないように

同好会行事に積極的に参加しております。 

役員の任命を受けて今年で 8 年目となりますが会員の皆様にお役に立てるように頑張り

たいと思います。 

横溝副支部長

 日詰 敏一 さん 86歳  檀上 一馬 さん 87歳

 山下 朝子 さん 83歳  水川 隆夫 さん 83歳

 中山 勝之 さん 82歳  呼子 栄福 さん 87歳

 明地  桂 さん 82歳  山戸 富男 さん 87歳

 柴田 忠彦 さん 79歳  大本 義夫 さん 85歳

 中本 勲 さん 81歳

 山崎 勝美 さん 87歳

 小林 絹子 さん 82歳

友 愛 訪 問

山口

2 月 3 月

※77歳以上の方を各支部役員が訪問します

広島西部

広島東部

広島西部
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２０１９年度 西部地区 健康ボーリング大会 

広島西部のボーリング大会は 11月 16日 10:30からラウン

ドワン広島店に開催され、参加者は 新入会員の築道さんを

含め昨年と同様の 12人でした。 

大林支部長の始球式でゲームスタート！参加者のほとん

どが一年ぶりの投球、バランスが上手く取れずボールが思う

所に転がらず、ストライクはたまに出るが、スペアが取れず

四苦八苦。 

 今回 84 歳で参加した安松会員のフォーム、足腰の強さに

感心しながら約１時間、久しぶりの汗を流し楽しみました。 

 そして、いつものお好み焼き『みっちゃ

ん』で昼食懇親会。近況等の話で盛り上

がりました。         

(村上は翌日から 3日間 筋肉痛でした) 

 

始球式

順位  表　　彰 地区 スコア 図書券

1位 上野 広明 さん 西部 373 2, 000円

2位 築道 寛整 さん 西部 325 1 , 500円

3位 香川 浩一 さん 西部 307 1 , 000円

4位 田谷  宏 さん 東部 298 500円

5位 山本 憲一 さん 西部 295 500円

10位 本田  諭 さん 西部 279 500円

15位 室  睦宏 さん 東部 226 500円

最年長 安松 弘文 さん 西部 21 9 1 , 000円

ラッキー７ 賞 村上 邦忠 さん 西部 289 500円

Ｂ Ｂ 賞 玉木 一史 さん 山口 1 67 1 , 000円

大波賞 宮崎 達夫 さん 山口 67 500円

小波賞 橋本 芳郎 さん 山口 1 500円

藤井ペア 東部 1,000円

高橋ペア 東部 1,000円

2019年度　健康ボーリング表彰

夫婦
参加賞
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2020 新春懇親会(広島西部) 

 本年の広島西

部地区新春懇親

会は、1月 11日

土曜日 11:30か

ら 会員 33人来

賓 5人の計 38人

の参加で広島市

文化交流会館に

て開催されまし

た。 

◆ゲーム数 2ゲーム ◆ハンディ 　75才以上　及び　女性　１ ゲーム　20
HDCP ゲーム1 ゲーム2 HD込み

1ｹﾞｰﾑ20 スコア スコア スコア
1  上野 広明 さん 西部 178 195 373 17
2  築道 寛整 さん 西部 154 171 325 17
3  香川 浩一 さん 西部 179 128 307 -51
4  田谷  宏 さん 東部 40 115 143 298 28
5  山本 憲一 さん 西部 155 140 295 -15
6  横谷 勇三 さん 西部 40 116 133 289 17
7  村上 邦忠 さん 西部 133 156 289 23
8  高橋 正司 さん 東部 141 146 287 5
9  横溝  強 さん 西部 119 167 286 48
10  本田  諭 さん 西部 136 143 279 7
11  宮崎 達夫 さん 山口 93 160 253 67
12  山本 一彦 さん 山口 93 154 247 61
13  青木 孝志 さん 山口 111 133 244 22
14  浮田眞佐雄 さん 山口 111 132 243 21
15  室  睦宏 さん 東部 111 115 226 4
16  原嶋 仁志 さん 山口 102 118 220 16
17  安松 弘文 さん 西部 40 99 80 219 -19
18  藤井 玲子 さん 東部 40 80 98 218 18
19  河原 邦夫 さん 山口 112 103 215 -9
20  壇上 元良 さん 西部 118 91 209 -27
21  高橋 珠枝 さん 東部 40 54 110 204 56
22  高野 茂樹 さん 西部 76 122 1 98 46
23  橋本 芳郎 さん 山口 91 92 183 1
24  藤井 裕三 さん 東部 81 87 168 6
25  玉木 一史 さん 山口 92 75 167 -17
26  大林 宏行 さん 西部 71 91 1 62 20

順位 氏 名 地区 　2-1

2019年 パナソニッ ク松愛会 西中国支部　『 健康ボーリ ング大会』 成績表
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 集合写真を撮影した後、《パナソニック㈱中国支店》山村支店長より『昨今のパナソニ

ックは苦戦していますが、現場は大変頑張っています。次の 100年をどう

するかしっかり見据えてやっていきます』とご挨拶があり、『今からバレ

ーボール パナソニックパンサーズの試合があるので応援に行ってきま

す』と出発されました。 

 今回のイベント

は、新春懇親会 3年連続でボーカル

カルテット『グレイ・G・フォー』の

素晴らしい歌声が響き、アンコール

終了後には『来年も待っとるよ』と

の声がかかりました。 

 次は、《パナソニックホームズ㈱》三苫支社長より、9日に発表された〈パ

ナソニック〉と〈トヨタ自動車〉の対等出資で設立した新会社「プライム・

ライフ・テクノロジーズ」の説明と、昨年 3 月に造成が完了した『旧 鈴

峯女子中高跡地』に建設されるスマートシティーについての

説明がありました。 

 続いて、《パナソニック保険サービス》中村さんからは、新しい

医療保険とドライブレコーダー特約の自動車保険の説明がありました。 

 

 乾杯の音頭は松島馨さんで、『最近のパナソニックはマスコ

ミにも書かれるなど苦戦しているが、ぜひ復

活してもらうことを期待しています』『昨年の

カープは 22回応援に行ったが 9勝 13 敗で残

念、しかし今年はチャンスがある』と挨拶され

ました。 

  歓談の途中では『健康ボーリング大会の表彰』と来賓の方か

らいただいた記念品を含めた『大抽選会』で盛り上がりました。 

 最後は、カラオケ同好会のメンバーが中心となって『ああ人生に涙あり』

を全員で歌い終了しました。 

 出口で樽募金を行い｟16,121円｠が集まりした。 村上(記) 

 

山村支店長

三苫支社長

中村さん

松島さん

グレイ・G・フォー

ボーリング準優勝　築道さん

樽 募金


