
  

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寿会・湘南支部 

 

 

気楽に・のんびり・楽しく 

 

       

コロナもようやく下火になり色々な制約も解除され長い巣ごもり生活からようやく解放され始めました。

皆様におかれましてもこれまでの活気を取り戻された事とお察しいたします。 

支部活動も復活第一弾として去る６月１６日に横須賀工場見学と、花の国散策を実施し１８名の参加

をいただき久しぶりの懇親会で大いに盛り上がりました。 引き続き毎年恒例のミカン狩り、初詣、花見な

ども実施できればと思いますので、今後とも皆様のご支援・ご協力よろしくお願いいたします。 

また今年は日本ビクター創立９５周年・寿会創設６０周年の節目を迎え、来る９月１３日（火曜日）に 

神奈川６支部合同の「顔あわせ元気かい」を２年ぶりに開催予定です。 是非皆様お誘いあわせの上 

是非参加いただき旧友を深める会にしていただければと思います。 詳細は寿会ニュース夏号（７/1発

行）をご覧ください。 

今後は、この２年間のストレスから開放され、活気と健康を取り戻す年になるよう祈念申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 湘南支部の皆様   湘南支部長  景山康二 

瓦 版 

 

 湘南支部のモットー 
NO・１１ 

 

「V.9.13 顔合わせ元気かい」   開催案内及び参加者募集 

 

 

 

 2019年までは「なつかしき V9.13 イベントに集う会」として、神奈川県にある６つの支部を中心

として開催してきました。新型コロナウイルス感染拡大により、この 2年間開催出来ませんでした

が、今年度はコロナ感染の第６波もおさまる方向であり、今後「緊急事態宣言」や「蔓延防止等

重点措置」等が発令されない限り、「V9.13 顔合わせ元気かい」と会の名前を変更して開催する

ことと致しました。 皆様のご参加お待ちしております！ 

 [開 催 要 領]   ・日 時 : 2022年 9月 13日（火） 11:00～14:00 

                   ・場 所 ： ホテル プラム Tel：045-314-3111 （JR横浜駅より徒歩 10分） 

             ・会 費 : 7.000円（2,000円の補助が出る予定です） 

 [参加申し込み]    湘南支部長・景山まで  

電話 0466-36-9228  携帯電話 090-1054-3100 

                パソコンメール koji_k194812@jcom.home.ne.jp 

[申し込み締め切り]    8 月 31日迄 
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２年越しのイベントがようやく実現し１８名の皆様に参加いただきました。工場見学では大変丁寧な説

明を受け皆さん現役時代に戻ったように輝き１０年は若返った様子でした。充実した工場見学だったの

で散策は省略し、久里浜港までの１５分散策に切り替え漁師料理会場へ。 久しぶりの屋内会場での懇

親で、新鮮な魚介とビールやワインで会話もはずみ大いに盛り上がりました。 

＜参加者＞ 白石 大曽根 飯田  北川 斎藤 川崎 脇坂 南 多田 織田 石井 八木 古林 

中谷 福山 浜田 伊関 景山 以上 18名（敬称略） 

 

 

 

「横須賀工場見学と久里浜花の国散策 ＆ 懇親会」のご報告 

 

工場見学と懇親会 

 

 

2022年 6月 16日 
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氏 名 旧 所 属 コ   メ   ン   ト 

1 青山 勉 （生産本） 重ねる年齢に負けぬよう頑張りたいものです。 

2 阿部 義弥 （ビ生管推）  

3 飯田 進 （ＶＡＣ） 

役員の皆様にはいつも寿会につきいろいろお世話いただきありがとう

ございます。多難の年ですがご自愛のうえご活躍をお祈りいたしま

す。尚、米寿（88歳）は昭和９年生まれと思いますが･･･当方昭和１０

年生まれです。 

4 井澤 勇 （VBS保） 

お世話になります。当方元気です。自転車遊びもそこそこにしてカメ

ラを始めました。５年目で「賞」も頂けるようになり楽しんでいます。 

S47.3.30結婚なので金婚式を迎えました。 

5 石井 國喜 （VBS）  

6 石黒 和男 (人総） 
いつも寿会ニュースを楽しく拝見させていただいております。「大和一

致」の精神を今でも大切にしています。 

7 石塚 勝 （ＡＶＨ須生）  

8 和泉 圭亮 米州-C 今のところ現状維持です。地域のボランティア活動に専念しています。 

9 伊関 功滋 (横須賀工) 
新型コロナウイルスはまだ終息が見えませんが、皆様におかれまして

はお身体にご自愛ください。 

10 伊藤 恵美子 
（大和健康管

理室） 

コロナによる自粛生活も３年目に入りました。その間に体力の低下が

見られるため、先ず体力づくりとして歩くから始めています。 

役員の皆様、どうぞ来年度も宜しくお願い致します！  

 今泉 信昭 （不動産）  

12 岩﨑 孝宏 (ﾋﾞ須生推) 

お世話になっております。 日々の体調に注意しての生活ですが・・・

時に孫に会い会食が楽しみです。 早くコロナの終息を願いつつ皆

様方と懇談できる日を祈っております。 

13 内山 雅夫 （ＳＡ技）  

14 大河原 寛 （営本南関東）  

15 大曽根 収 (興産) 

幹事の皆さんいろいろとお世話になっており心から感謝いたします。 

当方、一部に問題はありますがなんとか生活しております。 しかし 

コロナ禍のためグラウンドゴルフ以外は何もしていません。  残念 

16 大田 善彦 （Ｖ標セ） 元気に過ごしております。 

17 大坪 國生 （不動産建管） 特にありません。 お仕事感謝しております。 

18 小川 豊 （ＨＤ経戦） 
退職して２年弱となります。 コロナ禍の中”巣ごもり”が続いています

が日々平安です。 ウクライナ侵攻も気懸りですね。 

19 織田 孝彦 (AVM経企戦） 年相応の健康状態です。 

20 海津 保雄 （ＡＶＭＶＤＲ） 
齢なりに元気に過ごしています。 毎度フォローいただきありがとうご

ざいます。 

 2022年度 湘南支部総会返信ハガキに 

沢山のコメントを頂きました！ 

 有難う 

ございました！ 

３ 



21 景山 康二 （メソ事） 
来年こそ支部活動が正常化することを期待しています。 

皆様の積極的な参加よろしくお願いいたします。 

22 加藤 苑生 （ＡＶＣ） 

お役目ご苦労様です。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 

お陰様で５月に金婚となります。 二人とも元気で迎えられるのは恵ま

れていると感謝です。 

23 加藤 隆二 （不動産）  

24 加部 祥司 （AVH品保）  

25 茅沼 隆文 (人） 役員の皆様大変ご苦労様です。 これからもよろしくお願い致します。 

26 川崎 勝弘 （ＯＣ事） 

コロナ禍、役員の皆様方にはお世話になり感謝いたしております。 

支部活動の原点はお世話になった先輩、苦楽を共にした仲間の皆

様と会い、話の花を咲かす事にあると思いますね。With コロナでの実

現にむけ皆で知恵を出し合いましょう。 

27 河田 晋吾 （役員）  

28 菅野 敏 （ＡＶＭ) 
すみませんでした。封筒を開けていませんでした。振込みも至急対応し

ました。 

29 北川 利昭 （ＣＳ本部） 楽しい集いができる日を楽しみにしています。 

30 小池 潔 （中央ＰＣ）  

31 鐵 英雄 （メディア事） お世話になります。 来年３月まで久里浜勤務の予定です 

32 古林 茂 （民生推） 
長引くコロナ禍での活動ご苦労様です。 昨年のミカン狩り楽しかっ

たです。今年は４回のイベントができることを願っています。コロナ終

息はむりでも終息が願いです。 

33 斉藤 豊二 (不動産)  

34 齋藤 秀昭 （ｵ事本) 
2022年度の湘南支部活動計画拝読いたしました。 よろしくお願い

いたします。 

35 佐藤 寛治 （ＶＢＳ）  

36 白石 勇磨 役員  

37 末綱 丈義 (技光開) 
皆様には日頃大変お世話になっております。 私の方は特に変わっ

たことはありません。 宜しくお願いいたします。 

38 杉野 州右 （ＶＥ経）  

39 鈴木 純一 （ビ伊電子） 

二年前の１２月に脳梗塞をしてからは好きなゴルフもせず今は家に落

ち着いています。散歩に行くときは一緒に行ってやはり足腰が悪くな

ってきています。記憶もちょっと大変です、今の状態です。 

40 鈴木 共榮 （AVM経企戦）  

41 曾我 英夫 （ＶＢＳ大和）  

42 高橋 輝雄 （技企） 
８０歳を越え半ボケです。 医者３軒に世話になり大童中。 途方にく

れている毎日です。 名幹事ご苦労様です。 

43 多田 晋 （生技本） 平々凡々と不自由なく暮らしています。 

44 中谷 泰治 （人）横セ 

役員の方々ご苦労様です。 With コロナで感染終息を待つと、自分

の命の方が先に終わりそうで、三月から学友四人で五泊六日の四国

一周旅行を皮切りに、四月半ばは学友の案内で福島めぐりをしたり、

安全第一ですが、混んでいないレストランでの食事等を開始していま

す。海外旅行はまだ行けそうにないのが残念です。 

４ 



45 中村 誠 （渉） 
永い間、きちんと対応下さりいつも感謝しております。お身体大切に

今後ともよろしくお願いいたします。 今年金婚式を迎えました。 

46 中村 征英 （ＡＶＣ海営） 
昨年１０月に第二の職場ビデオリサーチ(株)での仕事を終了し１００％

年金生活者となりました。 今後ともよろしくお願いいたします。 

47 二宮 義隆 （メソ事セ）  

４８ 橋本 呈次 （ＶＥ)二事 ひとさま並の日々を送っています。 

49 浜田 正義 （民生推） 

コロナが続き寿会で皆様と活動することがむずかしく残念です。今年

は少しでもお会いできる機会が増えることを願っています。毎日１万

歩以上の歩行をベースにみかん山で作業をしたりと元気にしていま

す。 

50 樋上 泰功 （ＶＴＭ） 
役員の皆様のご活躍と会員への温かいご配慮をいつも感謝して 

おります。 

5１ 久永 建樹 （ＶＤＳ）  

52 福山 宰治 （HAVHS) 役員の活躍を期待しています。 頑張ってください。 

53 藤城 麗嗣 （VBS）  

54 藤田 克彦 （ＡＶＣ営）  

55 藤平 重昭 （ＶＯＳ）  

56 三澤 禎雄 （人総安健） 
いつも大変お世話になっております。 これからもよろしくお願いいた

します。 

57 南 健輔 （ＡＶＭ人） 
引き続いての役員ご苦労様です。これからもよろしくお願い申し上げ

ます。 

58 務台 昭男 （役員） 

人類とコロナとの闘い、ロシアのウクライナ侵攻と想定外の事態が続き

困惑した日々を送っておりますが、年相応に元気に晩年を過ごして

おります。 

59 八木 閲三 （人総） 

心臓の手術から１年半がたち何とか昔の日常に戻りつつあります。 

コロナが明けたら遠出もしたいですね。 

今秋金婚式を迎えます（昭 47年 11月 5日） 

60 安河内 正俊 （ソ本）  

61 山口 勝也 （秘書室） 元気にみかん農家を続けています。 

62 山崎 健三 (ＶＥ) 

先が見えないコロナとウクライナですが TVの野球と特報番組のみで

気分を紛らわしています。 体の方は２月に心臓のペースメーカを何

とかパスして済みましたが日替の心電図は不安です。 

63 山本 三樹夫 （興産） 

長引くコロナ禍、役員の皆様の支部活動に感謝しております。外出 

激減に貯筋が減るも年相応の日々を送っています。今後ともよろしく

お願いいたします。 

64 山本 嘉明 (ＶＢＳ施） 元気です。 ご苦労様です。 

65 湯川 義昌 （人） いつもご案内をいただきありがとうございます。 

66 米川 盛之 （技人）  

６７ 脇坂 宜志 （営本人） 
皆様にお会いする機会がなくて残念です。一日も早い日常生活の 

来ることを祈っています。 

68 渡辺 信久 （テクノ） 
新コロナ第７波が話題になっていますが、体を動かし、なまらない様

に努力しています。 

4 
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第 10回 「随想・中国事情」 

 

 

古い話で恐縮ですが、ビクターが、健全経営できた頃は、FL45や FL55等の制度があり、私もその恩

恵にあずかった経験がありますので、そのことから書き始めます。 

私が北京 JVC赴任中 55歳になる年に、厚生年金基金からオーストラリア研修旅行案内が来ました。

2001年 10月実施ですが、少数の日本人赴任者で 10日間も仕事を休む状態にないので、当然、参加

申し込みはしませんでした。ところが 9月 11日ニューヨーク国際貿易センタービルに、旅客機が突入す

るという前代未聞の同時多発テロ攻撃があり、国際情勢と飛行機旅行の危険性から研修旅行は延期に

なりました。すっかり忘れていた 2002年春節休みに一時帰国、出社したら人事の方から厚生年金基金

に寄るようにと指示され、寄ったら延期になったオーストラリア研修旅行を三月に再開することになったが

参加者が足りない、是非参加してくれとの強い勧誘を受け、北京で総経理の了解を得て妻と参加しまし

た。寿会会員の中にも参加された方も多いと思います。実質一人分の旅費で、夫婦で 10日間観光・研

修旅行が出来ました。 

 あれからこの 3月で丁度 20年、あっと言う間でしたが、戦争など無い平和が期待された 21世紀は、ア

ルカイダのテロ以降、世界的には、現在の大義がないと言われているプーチン氏のウクライナ侵攻戦争

に至るまで、国内報道から知りうるだけでも、アラブの春の内戦、シリア内戦以降の混乱、アフガニスタン

戦争、タリバンの強権統治、タイ国軍による政治、ミャンマー国軍による強権政治、香港の一国二制度の

骨拭き、中国の一党独裁政治、台湾の武力統一も主張する中国政権、ロシア国内の強権政治等々、世

の中は人間の尊厳性、公平、公正、人間の英知で平和な良い世界にするのとは逆の方向に向かってい

るのではないかと思われることも少なくありません。 

 オーストラリア研修旅行の時、シドニーでチャイナタウンでの昼食時、たまたま隣のテーブル席で食事

をしている六十代に見える人達の会話に北京なまりがあるので、何処から来たのか、観光旅行なのか、と

か簡単な英語で話しかけると、北京に住んでいたが、天安門事件後、香港に移住、更に 1997年香港返

還を機に一族でシドニーに移住したとのことでした。彼は香港の一国二制度を中国政府が守るとは思え

なかったとのこと、今から思うと先見の明のあった方々と思います。 

どこの国にもカントリーリスクは有ります。日本は中国の知人達からは風水害、地震、噴火等の自然災

害の他に、とても返済不可能の巨額な国債、急速な老齢化、なかなか決められない政治家もリスクと見ら

れています。後期高齢期の我々の代もあと何年あるか分かりませんが、自分自身の心身の衰えや不調と

共に、子供達や孫達の将来のことを思うと、なかなか安心もしておられません。2019年 5月 21日湘南

支部総会での相続税セミナー(講師 八木閲三様)の内容は個人的にはシッカリ生かしている積りです

が、収束の見えないコロナ禍だけでなく、世界的で全般的なインフレ等々、直接我々に関係してくること

も近年多く発生しております。後期高齢期ではありますが、まだこの世の中に何か少しでも役立つ事はあ

るのではないかと、気になる世の中になりました。(了)                                      

 

 

                                                                  

記：中谷泰治  
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中谷泰治   



 

 

   

 

     

         

 

氏  名 支部名 ご命日 享年 氏  名 支部名 ご命日 享年 

鈴木 義則 多摩 2021.02.08 ９３ 金城 寿雄 神奈川中央 2022.02.17 85 

古屋 弘之 湘南 2021.11.08 79 佐野  博 茨木支部 2022.02.21 86 

本田 豊次 関西 2021.12.10 79 菅沼 恒夫 静岡 2022.03.15 ８６ 

古賀 昭一郎 関西 2021.12.24 89 谷口 和之 関西支部 2022.03.17 ８６ 

小島 五郎 埼玉・栃木 2021.12.25 ８５ 飯島 康夫 横浜中央 2022.03.24 79 

大西 伸二 湘南 2021.12.30 84 山田 美重 中部 2022.03.28 85 

荒木 節子 関西 2022.01.24 79 田中  分 神奈川中央 2022.04.05 76 

眞武 順造 相模原 2022.01.30 81 岩渕 金吾 神奈川中央 2022.04.20 83 

根井  淳 横浜南 2022.02.１0 74 明星 好光 相模原 2022.04.25 86 

和田 善弘 多摩 2022.02.14 88 西野 和男 多摩 2022.05.03 86 

山本 進一 千葉 2022.02.14 82 高田 昌宏 東京 2022.06.11 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

謹んで皆様のご冥福をお祈り申し上げます 

 

編集後記  

先日、伊勢崎で 40度の記録がでましたが、その時に山仲間と高坂サー

ビスエリアに降りた際は 37度でした。37度でも、その熱気と不快感は初

めての経験でした。 しかし、在職中にはこのような熱いアジアへ仕事で

行かれた方々から苦労話を聞いたのを思い出します。何が辛いかという

と工場やホテルでは冷房が強く、外気との温度差の激しさに体調をくず

したり色々と苦労されたそうです。日本も地球の温暖化で同じ環境にな

ってきているのですね。 これからは熱い夏と、冬の温度差が危ぶまれま

す。 最後に 「熱い時には、熱いお茶も良し」  皆様、ご自愛下さい。 
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・日陰を歩く 

 

 

・帽子、日傘の使用 

 

 

・常に水分、塩飴など行動する際に持参 
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