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寿会・湘南支部 

NO・５

目  

 瓦 版   

予定日 ： 2020 年 8 月 28 日（金曜日） 

集 合 ： 京急久里浜駅改札口 10：00 集合 

＊ 当日雨天の場合は 11：00 集合となります（懇親会のみ） 

会 費  ： ３,０００円 

コース ： 京急久里浜駅⇒久里浜花の国⇒イングリッシュガーデン⇒ゴジラ広場 

⇒ハーブ園⇒久里浜港⇒漁師料理よこすか（懇親会）⇒京急久里浜駅   

（コロナの影響で工場見学は不可となりました。ご了承ください） 

申し込み期限：2020 年 8 月 15 日迄 

参加連絡 ： 景山 康二  Tel：090-1054-3100 ｏｒ 0466-36-9228 

               Mail：koji_k194812@jcom.home.ne.jp 

 

 

湘南支部のモットー 

気楽に・のんびり・楽しく 
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新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除され、少しは先が見えてきましたが約 3か月の引きこも

り生活の間、皆様ストレス解消法はどのようにされていましたでしょうか。 

私は世間にもれず、せいぜい ONLINE飲み会でなんとかしのいでおりましたがスッキリにはまだま

だほど遠い感じです。 ようやく近場には出かけられるようになりましたが、まだすこし時間がかかるよう

で、いち早い解決を願うばかりです。 

支部活動も総会が中止となり書面での審議だけになってしまい今後の活動もはっきり計画できませ

んでしたが、何とか皆様との懇親の場を設けたく考えております。 

先ずは 6月末の予定を延期致しました「久里浜花の国散策と懇親会」を 8月末に実施できればと

計画しました。 真夏の暑い時期ですが強力な紫外線でコロナウイルスも弱っている事を期待した次

第です。  またまた変更があるかもしれませんが、皆様是非奮ってご参加よろしくお願いいたします。 

尚、今後の計画の詳細については改めて「瓦版」にてご連絡いたします。 

 

イベントのご案内 

＜2020 年度・なつかしき V 9.13 に集う会＞ 

 
今年度は中止となりました 

 

＜他に変更が生じた場合は、参加者に事前連絡いたします＞ 

 

久里浜 花の国散策と懇親会 

 

お知らせ！ 

mailto:koji_k194812@jcom.home.ne.jp


 

 
氏 名 旧 所 属 コ   メ   ン   ト 

1 青山 勉 （生産本） 20年一日の如く家庭菜園に努力して居ります。 

2 阿部 義弥 （ビ生管推） 今の所健康です 

3 飯田 進 （ＶＡＣ） 

いつもお世話になりありがとうございます。これからもよろしくお願い致

します。新型コロナウイルスは不気味です、無視とせず慎重に行きま

しょう。 

4 井澤 勇 （VBS保） 
役員の皆様ごくろうさまです。当方元気で過ごしています。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

5 石井 國喜 （VBS） 楽しみにしています。 幹事の皆様ご苦労様です。 

6 石黒 和男 (人総） いつも楽しい活動内容をお知らせいただきありがとうございます。 

7 石塚 勝 （ＡＶＨ須生）  

8 和泉 圭亮 米州-C 
心臓手術より一年経過。何とか日常生活を送れています。 

来る４月 12日で結婚 50周年となります。1970.4.12に結婚しました。 

9 伊関 功滋 (横須賀工)  

10 伊藤 恵美子 
（大和健康管理

室） 

全ての行事が中止になりましたが、総会までにコロナ問題も落ち着い

てくれることを願って皆様にお会いできることを楽しみにしています。 

11 今泉 信昭 （不動産）  

12 今泉 正義 (監査室) 
ｿﾚｲﾕｹｱｾﾝﾀｰに入居しております。茅ヶ崎市高田 5-4-36.  

今後ともよろしくお願いいたします。皆様によろしくお伝えください。 

13 岩﨑 孝宏 (ﾋﾞ須生推) 

お世話様です。また役員の皆様ご苦労様です。小生は健康に注意し

日常生活を暮らしてますが４月・５月は予定があり総会に出席できず

残念です。皆様によろしく‼ 

14 内山 雅夫 （ＳＡ技）  

15 大河原 寛 （営本南関東） 
腰痛のためゴルフをやめ朝晩の犬の散歩、及び軽いジョギングをや

って足を鍛えるつもりです。 

16 大曽根 収 (興産) コロナ騒ぎでどこへもゆかずひたすら家でくすぶっております。 

17 大田 善彦 （Ｖ標セ） 
近況：昨年右足の腫瘍切除をしました。半年経ちようやく普通に歩け

るようになりました。 

18 大坪 國生 （不動産建管） ウイルスの終息を！！ 

19 小川 豊 （ＨＤ経戦） 何とか現役を続けています 

20 織田 孝彦 (AVM経企戦） 元気でいます。 2021年お会いできます事楽しみにしております。 

21 海津 保雄 （ＡＶＭＶＤＲ） ご苦労様です。よろしくお願いいたします。 

22 景山 康二 （メソ事） 
コロナの影響で予定が狂いましたが、後半と来年度は盛大にやりまし

ょう。ご支援よろしくお願いいたします。 

会員の皆様から頂いたのメッセージです！ 
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23 加藤 苑生 （ＡＶＣ） 御役目ご苦労様です。 

24 加藤 隆二 （不動産）  

25 金子 秀 （ＲＶＣ）  

26 加部 祥司 （AVH品保）  

27 茅沼 隆文 (人） 

支部長を始め役員の皆様に感謝申し上げます。イベントに参加する

こともなかなかできずに残念ですが、本総会が盛大に楽しく開催され

ますことを祈念申し上げます。 

28 川崎 勝弘 （ＯＣ事） 
年初から体調不良が回復せずイライライライラの毎日。 早く 100％全

快し元気な姿で皆様方にお会いできることを楽しみにしております。 

29 河田 晋吾 （役員）  

30 菅野 敏 （ＡＶＭGBD) コロナウイルスが解決しないと思いますので欠席します。 

31 北川 利昭 （ＣＳ本部）  

32 小池 潔 （中央ＰＣ部）  

33 古林 茂 （民生推） 
ご苦労様です。気楽に・のんびり・楽しくの方針のもとコロナに打ち勝

ちましょう 

34 斉藤 豊二 (不動産) いつもお世話様です。 お陰様で元気で居ります。 

35 齋藤 秀昭 （ｵ事本)  

36 佐藤 寛治 （ＶＢＳ）  

37 佐藤 士郎 （ＶＤＳ）  

38 白石 勇磨 役員 大分へたりました。 トンチンカンしてます 

39 末綱 丈義 (技光開)  

40 菅沼 喜久次 （労組） 退会希望 

41 杉野 州右 （ＶＥ経） 大人しくしています 

42 鈴木 純一 （ビ伊電子） 
いつもお世話になります。情報を頂きありがとうございます。 

健康維持のために散歩毎日。ゴルフも級の皆様と楽しんでおります。 

43 鈴木 共榮 （AVM経企戦）  

44 曾我 英夫 （ＶＢＳ大和）  

45 高橋 輝雄 （技企） 
年齢とともに頭の回転最悪！ 車は廃車、免許はまもなく返納、愛犬

とともに近場をウロウロです。 

46 多田 晋 （生技本） 平々凡々と気楽に暮らしています 

47 中谷 泰治 （人）横セ 

 

70歳なかば、何をやっても相応に疲れが残ります。それにコロナ渦。 

新しいことにかかるより身辺整理の機会かなと思いますが。もう余生も

半分過ぎた感じです。 

48 中村 誠 （渉） 

ご苦労様です。今回の総会案内の中で「長寿祝い該当者ページ」を

ご覧下さった「大先輩」からお祝いが届きました。寿会の威力に改め

て感謝です！ 

３ 



49 中村 征英 （ＡＶＣ海営）  

50 中山 愛治 （ス人） R2年 6月１８日ご逝去されました。 ご冥福をお祈りいたします。 

51 二宮 義隆 （メソ事セ）  

52 橋本 呈次 （ＶＥ)二事  

53 浜田 正義 （民生推） 
コロナも緊急事態宣言でもう少しの間大変そうですね。落ち着いたら

少し頑張りたいですね 

54 林 勝美 （渉） 都合により欠席いたします。よろしくお願いいたします。 

55 樋上 泰功 （ＶＴＭ）  

56 久永 建樹 （ＶＤＳ） 
昨年 5月妻（65歳）・7月母（108歳）を亡くしましたので、今年はおと

なしくしています 

57 福岡 満 (ダイワ自販）  

58 福山 宰治 （HAVHS) 
チャイニーズコロナの感染拡大に対する問題で総会開催がむずかし

いかもしれませんネ 

59 藤城 麗嗣 （VBS）  

60 藤田 克彦 （ＡＶＣ営）  

61 藤平 重昭 （ＶＯＳ） コロナウイルス流行して居りますので高齢の為欠席させて頂きます。 

62 古屋 弘之 （興産）  

63 

 

本田 悦久 （ＶＥ） 

ご逝去。 奥様より下記のお言葉いただきました。「夫、悦久は 4月

13日 脳出血で急逝いたしました。生前のご厚情に心から感謝申し

上げます」  ご冥福をお祈りいたします。  

64 三澤 禎雄 （人総安健） 皆様によろしくお伝えください。 

65 南 健輔 （ＡＶＭ人） 2020.11.3 結婚後５０年（金婚式） 1970年 29才で結婚しました 

66 務台 昭男 （役員） 
年相応に体調の変化はありますが、相変わらずささやかな趣味を楽し

みながら息災に過ごしております。 

67 八木 閲三 （人総） コロナ危機を皆で乗り切りましょう 

68 安河内 正俊 （ソ本） 
小生本年で 92歳になりますが、おかげさまにて元気にスポーツクラ

ブに通っております。 

69 山口 勝也 （秘書室） 変わらず元気にみかん農園を続けています。 

70 山崎 健三 (ＶＥ) 

中止連絡より遅れて申し訳ありません。お陰様で元気にしておりま

す。        ＜イベント参加の件＞ 

①6/26：久里浜七の国（夫婦で参加予定） 

②1/15：逗子新年会（どこか会場ありますか） 

71 山本 三樹夫 （興産） 
少ない役員の皆様で素晴らしい支部活動をしていただき感謝してお

ります。お元気で今後もよろしくお願いいたします。 

72 山本 嘉明 (ＶＢＳ施）  
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73 湯川 義昌 （人） 
役員の皆様いつもご苦労様です。足が弱ってきていますが普通に生

活できています。 

74 米川 盛之 （技人）  

75 脇坂 宜志 （営本人）  

76 渡辺 信久 （テクノ）  
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皆様緊急事態宣言期間中はいかがお過ごしでしたでしょうか。 私の周りでは体重が増えたと減量に

励む方が多く見られます。 問題は、自粛が解除されるや感染者が日増しに増えていることです。 皆様

は仲間の方々とゴルフ、ハイキング、麻雀、カラオケ・・・と出かけられていることと思います。が、くれぐれ

も「三密」（密集、密閉、密接）、ソーシャルディスタンスを忘れずに、楽しん下さい。そして、宴会での大

声で盛り上がりすぎませんように！ 今、心配されているのは、10月過ぎたら感染者が増え、コロナの第

2波、3波が来ると言われています。 そしてワクチンの製造は１～2年先です。（普通は 10年以上） 油

断せず、最低限の備品を用意しておきたいものです。 

 

 

 

 

   カラオケ、麻雀、飲み会、 

皆様の 「コロナ対策は？」 

                 帰国者・接触者電話相談センターへ 

新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 

 ０４５－２８５－０５３６ 又は ０５０－１７４４－５８７５ 

午前 9時から午後 9時（土日祝含む） 

＊その際、質問内容、症状をメモしてから相談されると良いですね。 

（例）濃厚接触者の有無、基礎疾患の有無、症状（熱、咳、呼吸状態、匂いなど） 

       （詳細サイト） https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1369/flow/ 

 

 

 

備えあれば憂いなしで備えましょう！ 

 

 

 

常時 備蓄品 

・家庭用のゴム手袋は薄くて使い捨てなので外出時も便利で安全です。 

・布マスクの再利用する時は、70℃以上の湯に浸す。 

・手指の消毒は消毒アルコール（70％）、又は石鹸で泡をたて 30秒以上流水で洗う。 

～災害時にも役立ちます。 非常時は品切れになるので早目に購入を～ 

 

 もし、コロナに感染したと感じた時の連絡方法 

        （神奈川県の場合） 

これからも,皆様の近況を 

お待ちしています！ 

５ 

 

https://www.printout.jp/CL/LIF/ME/098/CL-LIF-ME-098.html
https://search.rakuten.co.jp/redirect?_url=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fkingman%2F304760%2F&_cks=dae25a8cc2249f9ccb65557d568cca114b8ab&_pgid=a1c84b0e95baf91a&_pgl=pc&_ml=pc.main.middle.gridSearchResults&_mp=%7B%22action%22%3A%22img%22%2C%22card%22%3A%22search%22%2C%22abs%22%3A9%2C%22rel%22%3A9%2C%22type%22%3A%22item%22%2C%22itemid%22%3A%22317121%2F10010230%22%7D&_mn=searchResultItem
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%A2-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E4%BD%93%E6%B8%A9%E8%A8%88-%E3%80%90%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E6%A4%9C%E6%B8%A9%E5%BC%8F-%E5%B9%B3%E5%9D%8720%E7%A7%92%E3%80%91-ET-C231P/dp/B003RWTML6/ref=sr_1_7?adgrpid=54868517033&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMIudmhlIaO6gIVBlZgCh1YxATjEAAYAiAAEgKvJPD_BwE&hvadid=289146843500&hvdev=c&hvlocphy=1009324&hvnetw=s&hvqmt=e&hvrand=14769603487624741207&hvtargid=kwd-881985542&hydadcr=27304_11414844&jp-ad-ap=0&keywords=%E4%BD%93%E6%B8%A9%E8%A8%88&qid=1592575545&sr=8-7&tag=googhydr-22
https://search.rakuten.co.jp/redirect?_url=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fpochinavi%2Fprom-0177%2F&_cks=dae25a8cc2249f9ccb65557d568cca114b8ab&_pgid=a59c69c0e643ce02&_pgl=pc&_ml=pc.main.middle.gridSearchResults&_mp=%7B%22action%22%3A%22img%22%2C%22card%22%3A%22search%22%2C%22abs%22%3A2%2C%22rel%22%3A2%2C%22type%22%3A%22item%22%2C%22itemid%22%3A%22322866%2F10012110%22%7D&_mn=searchResultItem
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第４回 「随想・中国事情」 

 

記：中谷泰治   

政府の緊急事態宣言は解除され、更に 6月 19 日には県を跨ぐ移動の自粛も必要なくなりましたが、まだ治

療薬やワクチンもなく持病持ちの高齢者は、症状のない人から感染すると命を落とす恐れもあり、気持ちもコロ

ナ禍以前にはなかなか戻れそうにありません。 

コロナ禍は武漢の都市封鎖から始まったのに、中国政府はそれを否定するばかりか、不利な物事を隠蔽し

ようとする姿勢に多くの日本人は不快感を高めていることと思います。北京、大連でのビジネス経験でも、一番

不快に思ったのは、役人達や一部幹部職員達のこういう隠蔽・欺瞞体質で、ダチョウが危機において頭隠して

尻隠さずの姿勢を取るように、傍から見ればミエミエの滑稽な位バカバカしいことが通用する社会に対して不

快感を覚えます。 さて世界でコロナウイルスのパンデミックが起きて、中国が世界に対して良きにつけ悪しき

につけ大変な影響力を持って居ることが分かり、そんな中国はキライだから関心がないと言って済ませられる

時代でないことも良く分かりました。嫌なことでも正面から見据えてどう対応するか、考えを持つことがますます

必要になったのではないでしょうか。 

観光立国ハワイに住み観光業をしている従弟達の最近のメールでは今回ハワイのダメージは非常に大きく、

失業や経営危機に直面した人達からは、中国対する不満・嫌悪感も高まっているようです。 

2017年末に妻と結婚 40年記念にニジーランドに行った時も、昨年 6月に学友 4人で南ドイツ・オーストリア

行った時も、観光地で現地の子供にすれ違い時に「ニーハオ」と言われました。彼らから見ると日本人も同じ東

洋人、観光地も中国・台湾人が日本人を圧倒しているようで、「こんにちは」とは言ってくれません。最近李克

強首相が中国には、14億人の人口のうち、月収千元(約 15000円)の人が 6億人いると全人代後の記者会見

で報告しました。一方、月収が日本人以上の人達も、恐らく日本人全人口より多いと思います。そういう人たち

が海外に出かけ見聞を広め、自己中、唯我独尊の考えが少しでも改まれば良いと思いますが。 

話しのついでに、昨年の南ドイツ・オーストリアの旅行は学友で電子部品会社の営業マン(現在相談役)とし

てドイツに 12年間駐在し現地事情に非常に詳しい人が企画・立案・全ての手配・フランクフルトでレンターカ

ーを借りてアウトバーンを平均 140キロで疾走、毎日、地ビールとワインを楽しめました。手作りの旅でホテルも

殆どを旧市内の由緒の有る比較的小さなホテルを手配してくれ、夕方はノンビリと食事や旧市内散策が出来、

旅が堪能できたという思いです。ライン下りでローレライを見たり、ミュンヘンのホウプロイハウスでのビールを賑

やかな雰囲気の中で楽しんだり、ザルツブルクではモーッァルトの生家やザルツブルグ地名の由来の塩鉱山

を見たり、また普通の観光だけでなくアウトパーンを降りてローカル街道を通り田舎のスーパーで買い物をした

り、満点の旅でした。 

コロナ禍で自粛が始まり、最近やっと県を跨ぐ移動が出来るようになりましたが、国内だけでなく早く海外旅

行にも行けるようになればと切に思っています。しかし現実を見ればまだまだのようで、コロナを武漢で留めな

かった中国に憤りを覚えます。                                       記 中谷泰治          

ダイヤモンドヘッド山頂 ハイデルベルグ城 ザルツベルグ MozartAP 入口 
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   支 部 名 ご 命 日 享 年 

榎本 薫 神奈川東 02.1.10 ８７ 

山口 秀之 静岡支部 02.1.24 ９５ 

田辺 英子 横浜中央 02.2.7 ８６ 

若林 嘉夫 横浜南 02.3.11 ８２ 

木下 博 横浜中央 02.3.12 ８６ 

植村 捨次郎 東京支部 02.3.14 ９６ 

榊原 信章 九  州 02.3.30 ８６ 

江島 康夫 埼玉栃木 02.4.6 ？ 

本田 悦久 湘  南 02.4.13 ８５ 

香川 佐知子 横浜中央 02.5.9 ７８ 

山田 雄三 相模原 02.05.22 ８３ 

中山 愛治 湘  南 02.6.18 ９４ 

宮嶋 良介 上信越 02.6.21 ７３ 
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訃報報告 （20２0 年１月～６月） 

 

～編集後記～ 

良く川沿いを歩いている話を友人からきいていたので、自粛期間中に歩いて

みましたが、4、5月は寒くなく暑くなく、川には鯉、カモ、亀、小サギ、カワウ、

カワセミなどが居て草花も真盛りでした。 遊歩道はサイクリングや歩く方が多

くみられました。 この自粛生活がなかったら川沿いを歩くことはなかったと思

います。でも、先日は台風（昨年）で倒れた「こぶし」の子供を貰い盆栽鉢に

植えて楽しみが増えました。 これは「コロナ効果」でしょうが嬉しい反面、複

雑な心境でもあります。 皆様の自粛生活はいかがでしたでしょうか。 

 

効果を感じたこと 

発行日：2020年 ７月 1日 

発行人：景山康二 

編  集：伊藤恵美子 

発  行：日本ビクター 湘南支部 

（現在の会員数：７３名） 

 

謹んで皆様のご冥福をお祈り申し上げます 

 

ちょっとブレイク 脳トレの問題を設けました 

Q４７都道府県の中から問題です 

①「川」のつく県３つあげよ 

②「山」のつく県を５つあげよ 

③「島」のつく県を５つあげよ   時間は早いほど良いが制限はありません 

～答えは下です～ 

 

①香川、石川、神奈川 ②山口、岡山、富山、山梨、山形 ③鹿児島、徳島、広島、島根、福島 

 

 

https://pixta.jp/illustration/62660158

