
 

 

 

 

 

 

 

日光千手が浜 クリン草 

 

巻 頭 言 

喜寿(77歳)を過ぎ医療機関を受診する事が多くなりました。また本棚には、い

つのまにか健康関係の雑誌や本が大部分を占めるようになりました。そして、新

聞は最初に訃報欄に目を通し、友人知人・友の会会員の訃報が掲載されていない

か確認してから一日が始まる今日この頃です。 

皆さんもご承知の、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり……で、はじまる

高名な「平家物語」の一節に「生者必滅会者定離」との言葉があります。語源は

仏教の教えで「生ある者は必ず死に、出会った者は必ず別れるのがこの世の定め

である」という意味だそうです。 

「会者定離」は小生のとし(年齢)になると誰もが何度か経験し、大切な人や友

の旅立ちを見送る度に哀しみや喪失感でいっぱいになります。が、「生者必滅」ま

でには、まだわずかかもしれませんが、とき(時間)が残されています。生きることは、かけがえの

ない人たちとの別れを経験し、これから未来に向って、ではなく終着駅に向って未経験のみち (途)

を歩くことかなと思うようになりました。 

今の社会では人生のさまざまなステージ（段階）で、未経験のことへ踏み込んでいくことが求め

られています。何事もポジティブに受け止め、良い結果が得られることを信じて行動するように心

がけています。本号(夏号)の「ハツラツ人生」では、“学校業務嘱託員”として活動をしている 3

人の会員の皆さんを紹介しています。社会参加をすることで充実した人生を過されているという内

容で、この年になっても見習いたいと思いました。 

私も友の会活動に精一杯協力させて頂いています。参加したことがない方、一度定年友の会の行

事やクラブ活動に参加してみませんか、何かを始めるには遅すぎることはありません。好奇心を忘

れなければ楽しく過ごせます。今後とも友の会の活動にご理解と協力をよろしくお願いします。 
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会社の現況について 

 

航空宇宙カンパニーの 2016 年度実績は、防衛省向け製品では、新多用途ヘリコプター「UH-X」の契

約に基づく開発本格化などにより、売上高は前期を上回りました。一方、民間向け製品では、為替変動

に伴う売上高の減少および「ボーイング 777」の生産機数減少などにより、売上高は前期を下回りまし

た。以上の結果、全体の売上高は、1,388億円と前期に比べ 140億円（9.2％）の減収となりました。セ

グメント利益につきましても、91億円と前期に比べ 91億円（50.0％）の減益となりました。 

2017年度は、事業環境が大きく変局する年になります。大きくは、社名変更、主力生産機種の入れ替

わり、厳しい原価低減要求等があります。社名変更では、航空宇宙カンパニーの製品も直接的に SUBARU

ブランドを磨く一員となりました。主力生産機種の入れ替わり、厳しい原価低減要求等では、各新規事

業が計画からモノづくりに移行し、初期計画の推進と、変化に対する迅速且つ柔軟な対応で収益基盤を

強固にすることが求められています。 

本課題を達成するために 2017年度の目標は、『年度予算と「新」構造改革目標の達成』ならびに『新

規事業の事業性確保とＰＤＣＡ実行』としました。そして行動指針は『安全と品質を第一に、明るく元

気に、全員が協力して決めたことをやり抜こう』と定め、事業環境の変局に挑んでまいります。 

(記；㈱SUBARU 航空宇宙カンパニー 総務部 羽野人事課長) 

 

友の会の活動状況 

幹事会の開催 

5月 31日(水)第 1回の幹事会及び懇親会が役員、幹事の 20名が参加し弥生荘で開催されました。 

去川会長から,今年度の友の会活動計画、行事計画などの説明がありました。この後友の会だより 61号

(春号)の発送作業を行いました。幹事会終了後、会場を別にして役員、幹事との懇親会が行われました

が、今回はカラオケの機械が故障してしまったので、急遽、全員の自己紹介で話が進み、はからずも役

員、幹事との親睦がはかられ会場が盛り上がりました。 

 

友の会関係者紹介 

宇都宮定年友の会の皆さま、こんにちは。昨年 10月１日より、常任執行委員を務め

させて頂いております大久保と申します。定年友の会の皆さまには、日頃より労働組合

の諸活動と小平みちおの議員活動にご支援を賜り、大変感謝しております。おかげさま

で来年 9 月に労働組合は創立 50 周年を迎えます。これも皆さまに築きあげて頂きまし

た歴史、風土、基盤があったからこそだと考えております。今後とも変わらぬご支援ご

鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。 

富士労連 富士重工業労働組合(航空宇宙事務所) 常任執行委員 大久保 順也 

【橋本常任との 2人体制、組織名は今秋機関決定予定】 

 

ハイキングクラブ部員からの一言 

今、私は日光の名峰赤薙山 2,010mの初登頂を目指して、第一関門、1,445段の階段を一歩一歩踏みしめて

います。この階段は登っても、登っても地上から天に向かって湧き出る感じがします。体力の限界が近いか

も、また、階段を登りつめた所で、足元に違和感があった。何と登山靴の底が半分剥離。いろいろありまし

たが、先輩の助言・見守りにより無事初登頂。  「やったぞー！」 

 これが、昨年 6月の 45年ぶりの登山です。私は、会社勤務を卒業し、自

身の健康管理と趣味開拓に向けて、ハイキング部の仲間入りを決意しまし

た。入部から 1 年、県内外の山々に月一度のペースで登山を経験していま

す。ハイキング部員は、私より先輩が中心の登山経験者ばかりです。参加

者の体力を考慮した且つ、気配りの効いた登山計画と実登山など、初心者

の私でも安心して参加できる明るく楽しいハイキング部です。また、ハイ

キングの最後に地域の温泉入浴が企画され、これも楽しみの一つです。ど

うぞ、初心者の皆様もご参加をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

H23/4会員 木目沢 武 
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役員からの一言 

ゴルフ部からの本部への派遣役員となって早や 5 年となる。ゴルフ部と役

員会との橋渡しとともに、役員会の一員として活動している。 

きっかけは定年後に始めたゴルフ。友の会のゴルフコンペ、友人達とのゴ

ルフ等のネットワークと友の会ネットワークにどっぷりと浸っており、結構

忙しい。友の会活動では、恒例の工場見学の企画・調整等を担当し、毎年頭

を悩ましている。コンペ、工場見学会とも昔懐かしい仲間・先輩達と一緒に

楽しめることがなによりだ。初めての参加者がいると嬉しくなる。ゴルフコ 

ンペは 6,9,11,3 月に、工場見学会はこの友の会だよりの【予告：工場見学会】にある通り 12 月初旬に

計画している。常連者はもとより、新しい仲間と楽しむことを心待ちにしている。 

 

トピックス 

H29年度 地区懇親会開催のお知らせ 

初の試みとして昨年度までの３年間で６地区ごとに地区懇親会を開催致しました。先日実施しました

アンケートでは、参加された方(105 名うちイベント初参加者 51 名)の８割以上の方に「大変良かった」

「良かった」と回答いただきました。今年度は第２回目として、２地区ずつ、３回に分けて下記のとお

り開催致します。第１回地区懇親会は友の会だよりでの開催通知に加えて全会員に葉書をお出ししまし

たが、今年度は経費節減のために葉書でのお知らせは致しません。自分はどの地区かわからない方もお

られると思います。そのような場合には多分この地区だろうというところにご出席ください。また、３

回のうち都合の良い日に出席いただいても結構です。 

出席者の皆さんが「退職以来だね！」という会話から始まり、お酒を飲みながら現在の状況、趣味、

健康法、自慢の喉などを披露され本当に楽しい会です。「久しぶり 名前が出ぬまま じゃあまたね」

とならぬよう全員名札を着けますので安心してご参加ください。 

 

開催要領 

１． 日時：中央地区及び東地区 平成 29 年 09 月 30 日（土） 11:30～14:00 

北地区及び西地区 平成 29年 10月 28日（土） 11:30～14:00 

南地区及び南西地区 平成 29年 12月 02日（土） 11:30～14:00 

２． 場所：弥生荘   お弁当、アルコール付 

３． 会費：1,000 円(会より約 1,000 円の補助あり) 

４． 参加申し込み：定年友の会事務所に電話・FAX：番号 028-659-0660 又は E-MAIL

（fujitomonet@luck.ocn.ne.jp）にて各開催日の１週間前までにお申込み下さい。 

問い合せは担当の丸山事務局員：080-5513-2754まで 

 

【予告】：H29年度 見学会について 

今年度の「定年友の会(工場)見学会」は、『恵比寿の㈱ＳＵＢＡＲＵ本社と、羽田空港のＪＡＬ機体

工場』の見学です。H25/12月に建設中の本社を見学しましたが、今回は社名変更の下新しくなった本社

内を見学します。また、当社が開発・製造に重要な役割を果たしているボーイング社 B767/777/787 の

ユーザーとしての JALの機体工場(スカイミュージアム)を見学します。大人気の見学先です。 

１．日 時：H29年 12月 8日（金）、誘導路 8:15出発、18:00帰着、終日バス移動(2 台) 

２．見学先：①㈱SUBARU本社（恵比寿）・・・・・・・・・ショールーム他、昼食 

       ②JAL機体工場（羽田空港 JAL ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ）・・定期見学コース２時間弱 

見学会の詳細及びお申込み方法は、10月末発行予定の「友の会だより“秋号”」でお知らせします。 

参加は会員とその配偶者に限りますが、多数のご参加をお待ちします。 

第 88回都市対抗野球大会 

日立市の市民運動公園野球場で 5月 31日から行われていた「第 88回都市対抗野球大会 北関東第 2

次予選」代表決定リーグ最終戦 SUBARU（太田市）vs日立製作所（日立市）が 7日に行われ、富士重工

業は日立製作所に 2-7で敗れ、本戦出場はなりませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

事務局員 上吉原行夫 
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会員状況報告 

会 員 数 

区分 前回 
（H29.05.07） 

今回 
（H29.07.12） 

増減 

定年者総数 2.892 2893 +1 

物故者 868 881 +13 

住所不明 143 143 +0 

差引会員数 1.881 1869 -12 
  

訃 報 

お名前 会員年度 逝去年月日 お名前 会員年度 逝去年月日 

酒井 功さん H12.03 H29.04.13 山口 友二さん H08.09 H29.06.26 

大塚 暢生さん H13.03 H20.04.23 入江 儀一さん H08.09 H29.07.06 

加藤 宏さん H08.09 H29.05.01 寺門 澄雄さん H09.03 H29.07.11 

栃木 勇さん H07.09 H29.05.23 五月女 晴夫さん H25.03 H28.03.23 

中川 一太さん H10.09 H29.05.30 鈴木 忠造さん S52.03 逝去日不明 

大塚 安宏さん H08.09 H29.06.11 武子 充郎さん H05.03 逝去日不明 

角田 修さん H12.03 H29.06.23    

新入会員 

永野 尚（H29/6入会）、 岡 和宏（H28/11入会） 

 

 

クラブ活動 今年度の予定と活動 

囲碁クラブ 

代表 小口 公男  TEL028-648-5677 

幹事 五位野 光雄 TEL028-667-4850 

 

 

＜平成 29年度第 2回大会＞ 

日 時 平成 29年 07月 08日(土) 

場 所 弥生荘 

参加者 24名 

梅雨明けを思わせるような快晴のなか 

「第 14期名人戦」が行われ前田 義勝 

さんが名人になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

将棋クラブ 

代表 福田 芳夫  TEL028-645-0016 

幹事 市川 政之  TEL028-624-7170 

 

 

平成 29年度 第 2回大会結果 

クラス 1位 2位 3位 

S 鈴木 隆嗣 正木 英夫 斉藤 修 

A-1 半田 秀雄 廣木 誠二 柴田 貞雄 

A-2 前田 義勝 小林 政史 菊地 律一 

B 吉田 利勝 青木 浩 田中 陽三 

平成 29年度大会予定 

大会 期日 曜日 大会名 場所 

第 3回 H29.10.07 土 第 14期天元戦 弥生荘 

第 4回 H30.02.10 土 第 14期棋聖戦 弥生荘 

平成 29年度大会予定 

大会 期日 曜日 場所 
第 72回 H29.09.09 土 弥生荘 
第 73回 H29.12.09 土 弥生荘 

第 74回 H30.03.10 土 弥生荘 

第 14期名人戦 名人位獲得の前田 義勝さん 
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＜第 71回大会＞ 

日 時  平成 29年 6月 10日(土) 

場 所  弥生荘 

参加者  29名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフクラブ 

代表 星 恒憲   TEL028-638-8905 

幹事 楢府 健二  TEL0285-84-3547 

 

<第 72回大会＞ 

 

 6 月 9 日（金）、第 72 回ゴルフコンペが東雲ゴルフクラブで、53 名（内、女性 9 名、初参加 1 名）

が参加し、開催されました。梅雨に入ったのですが、すがすがしい快晴となり、気持ちよくプレーを楽

しむことができました。 

 成績は右記の通りです。（競技方法：ペリア方式、打ち切り無し）。前回に引き続きグロススコア 100

以上でも優勝できるペリア方式の面白さが出ました。多くの初参加の方をお待ちしています。昔の仲間

と楽しく、健康を維持するためにゴルフをやりましょう。尚、次回 73 回は 9 月 8 日（金）を予定して

います。皆さん是非参加ください。どなたでも優勝、特別賞のチャンスがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイキングクラブ 

代表 篠崎 實  TEL028-658-3270 

幹事 臼田 徳雄 TEL028-658-3614 

 

第 71回大会結果 

クラス 優勝 2 位 3 位 

段位の部 

S 秋山 俊光 小林 栄 下条 憲男 

A 佐藤 治 塚越 道昭 福田 芳夫 

B 滝沢 忠朗 五月女 知行 川俣 喜久男 

級位の部 
C 横山 恵一 関沢 明 大川 誠 

D 塩山 実 濱田 照徳 戸村 茂重 

平成 29年度大会予定 
大会 期日 曜日 場所 

第 73回 H29.09.08 金 東雲ゴルフクラブ 

第 74回

第 

H29.11.10 金 東雲ゴルフクラブ 

第 75回 H30.03.23 金 東雲ゴルフクラブ 

第 72回大会結果 

区分 順位 氏名 ﾈｯﾄ ｸﾞﾛｽ 

個人戦 

優勝 去川 武彦 66.4 100 

準優勝 岡部 尚志 67.0 91 

3位 渡辺 和正 68.8 100 

ベスグロ 楢府 健二 - 81 

ブービー 仙波 泰和 86.8 130 

団体戦 

1位 去川、小暮、平田、三宅組 

2位 渡辺,永野、松原組 

3位 小野、倉橋、和田組 53名の参加者 

団体戦優勝チーム 左から平田さん、去川さん

小暮さん、三宅さん 

初参加 

永野さん 

個人戦 左から３位の渡辺さん、 

優勝 去川さん、準優勝 岡部さん 

熱戦風景 
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平成 29年 6月(通算 185回) 

日時：平成 29年 6月 6日（火）5時

出発、18時 50分帰着 19人参加  

経路：誘導路～壬生 IC～那須 IC～県

道 17号～峠の茶屋駐車場～峰の茶

屋～朝日の肩～～朝日岳（1,896m）

～1,900m峰～

清水平～三本

槍岳～北温泉

分岐～中の大倉尾根～～那須ゴンドラ～マウントジーンズスキー場駐車場～お菓

子の城の温泉「那須山～」～那須 IC～帰途 

梅雨入り目前の晴天日で風も弱く、朝日岳では雪を抱く会津駒ヶ岳や燧ヶ岳が、

三本槍岳では飯豊連峰が眺められ素敵なハイキングとなった。 

平成 29年 5月（通算 184回） 

日時：平成 29年 5月 16日(火)6時出発、19時 45分帰着 21人参加 天候：晴 

場所：栃木県佐野市 根本山(1,199m) 

経路：誘導路～壬生 IC～佐野田沼 IC～県道 201 号～作原西沢駐車場～西

沢林道～熊鷹山(1,169m)～根本山～十二山(1,143m)～宝生峠～県道 201号

～やすらぎの湯～佐野田沼 IC～帰途 

登山開始時に雲天で懸念された眺望が、熊鷹山では 360°パノラマまで

の回復ではないものの、北方から西方まで、白根山から赤城山まで見渡せ、

満足できるハイキングとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真クラブ 

代表 星野 幸雄 TEL028-659-0487 

幹事 八木 益朗 TEL028-645-3672 

 

 

平成 29年度 第 2回撮影会「日光クリン草」（中禅寺湖畔） 

6月 19日（月曜日）実施 

梅雨時の撮影会だったので、天気が心配されましたが、幸い撮影地の予報は「曇り後晴れ」とのことで

出かけた。撮影地は中禅寺湖畔の千手が浜なので、赤沼の駐車場から「ハイブリットバス」に乗って行

くことになりますが月曜日にも関わらず乗客が多数で行列で待つこと約 30分。撮影地につくころには

平成 29年度開催予定 

日時 曜日 山名 標高(m) 場所 

H29.07.11 火 袈裟丸山 1.878m 群馬県みどり市 

H29.08.01～04 火～金 槍ヶ岳 3.180m 長野県松本市 

H29.09.26～27 火～水 岩手山 2.038m 岩手県雫石町 

H2910.24 火 夕日岳他 1.526m 栃木県鹿沼市 

H29.11.21 火 武川岳 1.052m 埼玉県飯能市 

H29.12.12 火 鎌倉アルプス 159m 神奈川県鎌倉市 

H30.01.17 水 大小山他 313m 栃木県足利市 

H30.02.20 火 御岳山他 929m 東京都青梅市 

H30.03.13 火 陣馬山 854m 東京都八王子市 

平成 29年度の撮影会予定 
撮影会 期日 撮影目的 場所 

第 3回 H29.11 紅葉 日光市霧降 

第 4回 H30.01 蒸気機関車（東武線） 日光市今市 

朝日岳からの眺望 

登山開始 

倒木が覆う登山道を登る 

熊鷹山からの眺望 
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天気も晴れになり、目的の「くりん草」も見ごろで絶好の撮影条件となった撮影時には、川面を渡る涼

風に当たりながら約 1時間の撮影を楽しんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真展予定 

 

 

 

文化展覧会 

友の会主催 第 27回文化展覧会 

友の会事務局 TEL028-659-0660 

事務局担当者 小野口 和雄  

TEL028-658-4002 

実行委員会 

H29.10.16(月)13：30から実行委員会(弥生荘) 

 

ハツラツ人生 

今回はこの欄初の「3人同時登場」です。テーマは小学校の「学校業務嘱託員をやっています」です。

昔は｢使丁、小使い、用務員｣と呼ばれていましたが、今は 4月から 1年毎の週 5日半日勤務の市町村の

「職員」という立場です。航空機製造の仕事一筋にやってきた方々が、友の会のイベントに参加され、

自己紹介の「小学校の校務員をやってます」に驚かされましたので「なぜ」に焦点を合わせ皆さんにお

聞きしました。他にも数名おられるようですが、イベント参加者 3人に限らせて頂きました(事務局) 

学校業務嘱託員をやってます  その１  中村敏明さん 

事務局「お住まいと今勤務しておられる学校、どんなお仕事ですか」 

「わが家は昔の浦和、さいたま市南区で、埼京線武蔵浦和駅から約１km のとこ

ろです。仕事は調布市教育委員会の嘱託で市内 28校（小学校 20校、中学 8校）の、

主に木工施設の修理/製作という、いわゆる大工、実力的には小工ですが(笑)。各

学校からの依頼によりその学校に行って作業するという仕事ですから、学校の作業

場だったり、庭だったりが職場ということになります。仕事自体は図書館の本棚、

渡り廊下、柵、ドア等の多種多様な物の修理/製作ですが、修理手法のアイデア等

が楽しめる仕事で没頭しますね。仕事は一人でやるものですから、ペースや仕上げ

のレベルは自分が納得するかが基準、昔より妥協が厳しくなりましたね。仕上がり

を喜んでもらえるのが最高に嬉しく、やりがいを感じます。」 

 

事務局「会社在籍中にはどのようなお仕事だったのかをお聞かせ下さい」 

「S48 年に入社、ディラー出向を経て、29 歳で本社防衛関連航空営業に行き、以来ズーっとですが

H13,14の 2年間宇都宮の資材部でお世話になりました。再び営業に戻り H18年度末で退職しました（退

職後は FAMで第 2の人生、今回は第 3の人生ということになります）」 

 

事務局「それらの職歴にも係わらず、学校業務嘱託員をやろうと思われたのはどうしてですか」 

「ボランティアをやるほど枯れていないというか卑しさが残っているというかで迷い、また現役時代

は営業職一本でしたので宇都宮の製作の現場や設計・生技の上澄みの仕事をしていた感じがしており

「汗をかく仕事(肉体労働？)を」とも思っていました。たまたま調布市で大工仕事を募集中と聞き、「公

写真展 期日 場所 

第 12回クラブ写真展 H29.08.26(土)～27(日) 弥生荘 

第 27回友の会文化展 H29.11.25(土)～26(日) 〃 

第 27 回 文化展覧会 

期日 曜日 実行内容 場所 

H29.11.24 金 会場準備・作品展示 弥生荘 

H29.11.25 土 展覧会 弥生荘 

H29.11.26 日 展覧会 〃 

参加者の集合写真 赤沼から千手が原行きの 

ハイブリットバス 

中禅寺湖に流れる川に咲くクリン草 

中村 敏明 

H19/3会員 
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けの仕事を」とも思っていたので、すぐ応募しました。問題は営業畑の

経歴で採用されるか？でしたが、木工作業が好きで現役時代から日曜大

工はやっていましたし、増築もどきまではやった経験がありましたので、

面接でしっかり PR しました。運よく採用になりました。「好きこそもの

の上手なれ」と言いますが本当にそう思います。好きな労働を最後にや

れることに感謝ですね。始めてみると、汗もかきますが冷汗も日常的に

かくんですよ。いつも確認、確認の連続です。」 

 

事務局「他にもやっておられること、やりたいこと、また定年友の会の

イベント(会員地区懇親会/見学会/ゴルフ大会)に参加された感想や友の

会へのご意見等を」 

「現在さいたま市に住んでいますが、今は誰もいない実家が足利にあり、維持管理がお荷物でしたが、

発想を変えで「私の遊び場」としました。好きに部屋や庭を模様替え、好きな木を植えて池を作り、車

のロータリーを作ったり、空いている部屋を工作室に等々と通うのが楽しみ、唯一の趣味となっていま

す。附随して、小/中学時代の同級生で近在の連中が帰省しているのを聞きつけて集まってきてくれて

美味いビールや酒が楽しめています。小/中卒業以来ですから新しい出会いのようです。定年友の会で

はゴルフに参加していますが、まだ数回しか参加できずにいます。朝４時過ぎには出ないといけないの

で、暗い内に出掛けるほどの歳ではないなーって思ってしまい、陽気のいい時期だけは参加しようと思

っています。久しぶりに会う皆さんも皆元気で、エネルギーをもらいますね。こんな仕事を出来ている

のも、遊び場を楽しめるのも、健康であって家族に憂いがないということですよね(憂いは山ほどある

のに)？ 遊び場は一人で行きますのでその間は単身生活です。食事は勿論すべて自分でやりますので

食事にも気を遣うようになり、健康管理に役立っています。好きな、気ままな我儘というかこんな生き

様を見守ってくれている家内にはとても感謝しています。」 

学校業務嘱託員をやってます  その 2  鷹嘴利夫さん 

事務局「お住まいと今勤務しておられる学校、どんなお仕事ですか」 

「鹿沼 ICに近い宇都宮市上欠町の上欠団地在住で、勤務先は姿川第二小学校です 

自宅から一番近い（約４km）学校で自転車・軽自動車で通っています。学童がほ

ぼ 700人、21クラス余の、宮還沿いの東京インテリアの西南、楡木街道に面する広

くて働き甲斐のある学校です。 

毎日のゴミの分別、校内の小修繕・児童の机椅子の高さ調整・机天板の交換・蛍

光灯の交換・冬の灯油給油と融雪剤（塩カル）の散布・校庭の白線ロープの交換・

低木剪定と草の刈り払い・落ち葉さらい・プールサイドの目地の草刈・使用前のプ

ール内掃除（先生、子供達と共に）・クラス毎の畑耕しとマルチ張等が定例の作業内

容です。勤務は年末年始やお盆の学校休業日以外はカレンダー通りの午前中ですが、

運動会や入学式・卒業式の時は前日準備等のため勤務時間が変わります。児童の授業と安全が第一です

ので、仕事は子供達のいないタイミングを見計らって作業を行うのが基本です。校庭の端っこで草の刈

り払いを行っていた時にもうすぐ児童の休み時間だと意識していていながらも、ついぎりぎりのタイミ

ングまでやってしまい、副校長先生が慌てて飛んできた失敗もありました。息子の通った小学校で子供

達の元気な声を聞いていると、子供のことは殆んど妻任せだったなあ～と思わせられることが多いです。

業務員は各校１名配置ですので基本的に単独作業です。３年目になって、やっと自分の技量・職場の手

持ち工具等からどんな修繕が可能か冷静に判断できるようになったかな？と思うこの頃です。(専門

的・高所作業・多人数作業は「機動班」が実施します)」 

 

事務局「会社在籍中にはどのようなお仕事だったのかをお聞かせ下さい」 

「S42年に入社して、航空技術部の応用課に配属、翌年の秋に XT-2の計画図要員として名航へ半年出

向しました。構造２課で XT-2の主翼後縁ヒン具等の設計、47年に飛昇体課へ異動し、HAWKの地上機材

G-100 の国産化業務に携わりました。その後同課でファイアビーやチャカー等の無人標的機設計業務に

従事し、海上自衛隊の訓練支援艦での無人機の発進回収等の運用・試験支援のために沖縄等の海へ多く

出かけました。技術部での最後の業務はＮＡＬのＳＳＴロケット実験機の回収機構設計でした。機体修

理課へ移り防衛省のＩＲＡＮ機の生産性向上に向けた業務を最後に H24年 9月に退職しました。」 

 

H29/6 仕事風景 
(プロ大工？) 

鷹嘴 利夫 

H20/9会員 
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事務局「それらの職歴にも係わらず、学校業務嘱託員を

やろうと思われたのはどうしてですか」 

「学校業務員に採用されたのは H27 年度ですが、市の

広報１月号の募集欄の最下段にあった職種を妻に勧めら

れたのがきっかけです。自宅の樹木の剪定等も自分でず

っとやってきたこともあり、規則正しく半日身体を動か

す仕事ならと思い応募しました。」 

 

 

事務局「他にもやっておられること、やりたいこと、また定年友の会のイベント(会員地区懇親会/見学

会/ゴルフ大会)に参加された感想や友の会へのご意見等を」 

「H18 年度に一部復元された宇都宮城のボランティア活動に参加しています。復元前からの参加です

ので、15年以上になりますが、メンバーの高齢化と次の目標が見え難いので、難しい状況になっていま

す。個人的には故郷の豪族が頼朝と闘って敗れて二荒山神社(宇都宮大明神)に戦勝祈願のお礼として預

けられ、上河原の伝樋爪氏の墓が今も地元の人に護られていることと繋がっていることを知り得たこと、

そして郷土(日詰)の人達を宇都宮や上三川の所縁のお宅に案内できたことが感慨深いです。 

定年友の会の行事に初参加したのは旧中島邸と群馬工場の見学会でした。私も妻も定年退職後の時間

のたくさんある時期だったので、私たちにとってタイムリーな企画でした。スバルの工場を初めて妻に

見せることができて、中島邸のスケールの大きさには感動し、バスの中では群馬ゆかりの大先輩のお話

も伺うこともできて中身の濃い１日でした。また、今年の新春の集いは新潟で受け継がれている鉄道車

両事業についての幅広い講演で、鉄道車両を製造するだけでなくインフラを含めたシステム全体が仕事

だということに感嘆し、旧知の車両ＯＢと語らう機会もあって素晴らしい時間を過ごすことが出来まし

た。」 

学校業務嘱託員をやってます  その３  駒場成夫さん 

事務局「お住まいと今勤務しておられる学校、どんなお仕事ですか」 

「市内下荒針町に在住、勤務先は市内中心部の中央小学校、児童数約 200

名です。仕事の内容は、基本 副校長（又は、各先生方）からの指示に従い

行いますが、朝、昇降口で子供たちに“おはよう”と挨拶することから始ま

ります。その後、学校周囲、校庭の定期安全確認巡回および門の施錠。不定

期であるが、校庭清掃（低木庭木の剪定、除草、落葉さらい等）、不良蛍光

灯交換、机・床などの破損部修繕、水道・トイレ関連の水回り修繕、小物備

品等の製作、不良設備調整回復作業、学校行事などに於ける備品移動撤収な

ど、便利屋さん的な仕事です（自分で出来る範囲を行っております。出

来ない作業は、市の担当職員（機動班）、専門業者にお願いしています）」 

 

事務局「会社在籍中にはどのようなお仕事だったのかをお聞かせ下さい」 

「S４２年 4月 航空製造部に入社、その後、技術部の材料研究課に移

動。材料関連の研究、加工プロセスの開発、維持管理に従事、定年退職、

再雇用、派遣社員として長年お世話になり H27年 3月に退職しました」 

 

事務局「それらの

職歴にも係わらず、

学校業務嘱託員を

やろうと思われたのはどうしてですか」 

「長年の会社勤めでリズム化された（してきた）

生活から、退職により解放され、肉体的・精神的

な健康維持管理が難しくなるのではとの思いか

ら、半日程度の仕事で維持管理ができればとの考

えと、会社の同僚が学校で働いており事前情 

報があったこと。また、この仕事を通じて少し

は人のためになるかと思い応募しました」 

 

 

H29.6.23 

昇降口へ熱中症予防対策 

  温湿度計取付作業 

駒場 成夫 

H21/3会員 

H28.2.27 仲間と妙義山に登山(左から 3人目が本人) 

夏場の刈り払い作業・低木

剪定等では汗ぐっしょりに

なるので、現役時代着用の

夏作業服（社名削除）、帽子

とインナー、そして魔法の

タオルが最適（必須）です。 
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事務局「他にもやっておられること、やりたいこと、また定年友の会のイベント(会員地区懇親会/見学

会/ゴルフ大会)に参加された感想や友の会へのご意見等を」 

「在職中からの仲間との山登りは、月一回、近隣の里山登山、夏にアルプス登山と続いており、帰りは

温泉に入り昔話・世間話に花を咲かせて 

おります。また家内とは年に２～３回の旅行、年２回程度の兄弟会旅行を行っております。 

定年友の会では会員地区懇親会に参加しましたが、久しぶりに会社の仲間と会い、懐かしく楽しい会話

の時間を持てありがとうございました。このように仲間と楽しく過ごせるのも、周囲の方々の手助けと

健康であることと思います。これからも健康に留意し頑張りたいと思います」 

友の会パソコンのすすめ 

迷惑ソフト 

迷惑メールは勿論ソフトの無断インストールには困ります。マイクロソフト社の更新は購入したパソコン

システムのサポートなので止むを得ないとも考えますが、無断インストールで最も悪質なのは「Baidu」と

「hao123」です。何もしていないのに、いつの間にか自分のパソコンにインストールされています。インタ

ーネットブラウザの「hao123」はパソコンのスタート画面まで変えてしまいます。そのうえ簡単には削除で

きません。「Baidu」も同じで、このソフトで日本語変換するとすべて某国に流れてしまうそうです。ワード

には IME という日本語変換ソフトが標準で付いているので「Baidu」は不要です。「hao123」はインターネ

ットのすべてを管理する情報統制国家のソフトなので要注意です。パソコンに「Baidu」や「hao123」が入

っている方は速やかに削除しましょう。 

放っておくと自分のパソコンの情報や、自分が接続している先方の情報がその国に流れてしまうことにな

りかねません。「Baidu」は刑法 235 条窃盗罪、電波法 59 条秘密の保護に「hao123」は刑法 234 条 2 威力業

務妨害罪、同 261 条器物損壊罪になると考えます。パソコンを漫然と使っていると自分のパソコンが某国に

よって蝕まれてしまいます。注意しましょう！                      加藤 孔二 

お知らせ 

転居先連絡のお願い 

会員に“友の会だより”をお送りしている中で、

毎回、少なからず受取り先不明で返送されてくる

ものがあります。転居された方またはご存知の方

は、新住所を“友の会”事務所までお知らせ頂く

ことをお願い致します。 

訃報の連絡お願い 

訃報の情報がありましたら、どなたでも事務所

にご連絡下さい。電話(留守電)、FAX. E-mail

のほか役員、幹事に口頭連絡でも結構です。 

会員からの投稿歓迎 

会員の皆様からの投稿をお待ちしています。近

況報告、催し物の参加のお誘い、求めます/あげま

す、など「友の会だより」はもちろんですが、「ホ

ームページ」へのお知らせがありましたらお寄せ

下さい。 

盆踊り大会とふれあい祭り 

会社主催の「盆踊り大会」が陽南第 2公園にて

8月 26日(土)に開催されます。友の会も協賛しま

すので、会員の皆様も納涼方々ご来場ください。 

会社、協力会の方々とも交流ができます。 

又、恒例の「ふれあい祭り」が 10月 29日(日)

南工場にて開催されますのでご家族、知人と共に

楽しい一日をお過ごしください。 

寄付金の受付について 

21年1月以降多数の方々からご寄付のご協力を

頂き有難うございました。引き続き、受付ており

ますので、よろしくお願いいたします。 

直接、事務所、にご持参いただくか郵送あるい

は郵便局の次の口座へお振込みください。 

加入者：富士重工宇都宮定年友の会 

00300-3-10426 

 

 

 

編集後記 

いつもより暑い日々が続いていますが、いかがお過

ごしでしょうか。今回は、是非、「ハツラツ人生」を

一読下さい。御三方の活躍に元気をいただきながら、

友の会活動を進めていきたいと思っています。又、

皆様のご協力を宜しくお願いします。（渡辺） 

富士重工宇都宮定年友の会事務局 

〒320-8564 宇都宮市陽南 1-1-11 
㈱SUBARU 宇都宮製作所 第 2別館内 

電話/FAX：028-659-0660 
E-mail：fujitomonet@luck.ocn.ne.jp 

URL：http://fujitomonet.web.fc2.com/ 


