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令和元年 12 月発行

１．東広島支部総会報告

富士機械工業㈱
田邊詳統（H8）
令和元年 7 月 5 日(金)に今年度の広島大学工学同窓会東広島支部総会を東広島市西条町
の「家庭料理 さくら」にて開催致しました。
今回は、河野支部長の提案により趣向を凝らし、一部：講演会、二部：総会、三部：懇
親会を同じ場所で開催しました。
一部：講演会
演題「東広島の歴史探訪-文化財が語る賀茂台地」
講師 天野浩一郎様（化工 41） 東広島郷土史研究会 顧問
二部：総会
三部：懇親会

講演会
この度も昨年に引き続き、２名の講師の方に講演頂いております。
（昨年にひき続き、河野支部長のご関係にて講師の方を願いさせて頂いております。
）
講師 桑原正和氏（三菱重工広島支部長 Ⅲ58）
演題 「グローバルの中での日本人」
海外におけるプロジェクト遂行の上で、世界
各国の方々と仕事をされたご苦労について
お話を頂きました。国民性や国ごとの文化風
習の違いは、目的を同じくするプロジェクト
においても、うまくまとまるものではないよ
うです。私自身も海外で仕事をする機会が
多々あるため、共感できる内容のお話でした。

講師 山下康一氏（コベルコ建機支部長 Ⅰ3）
演題 「日本の情景-きれいな景色を写真に残そう」
綺麗な景色を撮影するための一工夫や、手間
であったり、また、季節の変化が楽しみにな
ったり、通常行かないところに行く機会が出
来たりと、写真には写らず、表には見えない
裏話をお聞きすることが出来ました。

一部の講演会では、古くは旧石器時代から、近代までの東広島の歴史をスライド・資料
を用いて説明頂きました。
私の住まいは西条になりますが、日ごろのジョギングコースには、三ツ城古墳、安芸
国分寺、鏡山城跡などがあり、あらためて歴史探訪の見どころが満載であったことに気づ
きました。
二部の総会では、東広島支部の会員数 145 名のうち、11 名の方々に参加頂き、議題を
審議致しました。
三部の懇親会では、愛想の良い女将さんより、おばんざいを振舞って頂き、美味しいお
酒を飲みながら楽しい交流の場を持つことが出来ました。
新たなメンバーの方にもご参加頂き、更に東広島市部の輪が広がりました。
余談ですが、天野様は、以前に ISO の審査員をされておられたようで、当社富士機械の
ISO 外部審査の際、審査員として来社頂いていたようです。世間の狭さ、東広島支部の人
脈ネットワークの広さを改めて感じました。

総会審議事項
第１～３号議案：平成 30 年度の活動報告、決算・監査報告及び決算について
第４、５号議案：令和元年度の事業計画（案）
、予算（案）について
第６、７号議案：令和元年度の役員及び今後の執行体制について
河野支部長を議長に上記７議案を審議し、すべて満場一致により承認されました。
また、６号議案の承認により令和元年度は以下の役員で支部活動を推進致します。
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２．支部イベント『ACTION25(講演会・交流会)』の報告
富士機械工業
田邊詳統（Ｈ8）
令和元年 8 月 30 日(金)に西条駅前「泉ホール」にて支部イベント『ACTION25(講演会・
交流会)』を開催しました。総会とは別日に行うことにより、18：00 開催としました。
講演会は、2 名の方にお話し頂き、趣味のお話であったり、お仕事の話であったりと内
容も多岐に渡り、昨年に引き続き多数の方々に参加いただき、大変盛況な会となりました。

桑原様、山下様には、その後の交流会にも参加頂き、支部会員との親交を深めることが
出来ました。楽しいご講演を頂き、ありがとうございました。そして交流会への参加、誠
にありがとうございました。
交流会
３２名のかたに参加いただき、また、そのうち、東広島支部会員としては、24 名のか
たに参加いただきました。会員 150 人の 25％には届きませんでしたが、この度は、現役
の大学院生のかたにも参加いただき、また、この度より新たにご参加いただいた会員のか
たも多くおられ、昨年にまして新鮮な顔ぶれで交流会を開催することが出来ました。
恒例の良く冷えた賀茂鶴酒造の大吟醸による乾杯で始まり、この度は、『ミライザカ』
様に料理を振舞っていただき、美味しいお酒と料理を飲食しながら、楽しいひとときを過
ごすことができました。

途中、参加者の皆様による近況、トピックス紹介、豪華景品が当たるくじ引き大会を行
い大いに盛り上がりました。
この度は、多数の方に遊休品提供のご協力を頂き、また、くじ引き大会も 2 巡するほど
の盛り上がりをみせました。
目玉のゴルフクラブセットは、当社のゴルフをし始めた若手が、運よくゲットさせてい
ただきました。
(遊休品供出に協力して頂きました皆様、誠にありがとうございました)。
この度は、くじ引き大会においても趣向を凝らしております。
会報発行の際に近況やトピックスを会員の皆様よりお寄せいただき掲載させていただ
いておりますが、執筆のお礼としまして、くじ引き大会の当選確率が 3 倍になるよう考慮
させていただいております。
皆様からの近況・トピックスの投稿をお待ちしております。

ませんでした。双方の保険屋調達のレッカー車が 2 台来て、私の車と加害者
の車を積み込み、とりあえず散会。私は、懇意にしている同じ団地内の車屋
の敷地内に自分の車を下ろして帰宅。
翌日、相手方の損保ジャパン日本興亜※2 から電話がきたんです。説明聞いて
びっくりしました。
担当の女性が「このたびは事故に合われ・・・・お体のほうは・・・」と優
しい声ですが、補償金額は車の査定金額しか出さんて言うんです。23 万ｋｍ
走行の 13 年ものの私の車の査定額は 10.8 万円。しかも、レンタカーは原則
2 週間しか貸し出しせんと言うんです。
「フザけんじゃないよ！！K.S、出て
こいやぁ！！」(と、こころで叫びました)。13 年経過しているので、修理す
るにも部品はないはず、ならば完全修理は出来んちゅうことじゃないか!
しかし、
『山口にこにこレンタカーの担当者』から「対物賠償修理費超過特約
※3
(＝修理に 50 万円上乗せする特約)」を付けていたので、
「修理することを
選ぶ」なら損保 J から 10.8 万円＋50 万円＝60.8 万円まで出るんですと言う
んです。
新車にするならば、購入金額 180 万円のうち査定額のたったの 10.8 万円しか
出ないんです。だけど、どこも具合の悪いところはなかったし、なかなか気
に入っていたんで、スズキ創業 100 周年ねらいで 2020 年までは乗るつもりで
した。
「K.S～、どうしてくれるんじゃあ！！」

校歌斉唱
最後は、恒例の広島大学校歌斉唱を行い、参加者全員での記念撮影の後、閉会致しました。
進行等につきまして、多々不備がございましたこと、お詫び申し上げます。

３．会員の皆様からのトピックス紹介
1）へたよこシリーズ 7 「衝突事故でくるま廃車」
(51 精密工 河野安隆 4781113)
※1

ちょっと前のはなしです。私、通勤に『とうくれ道路 』を使っていたんで
す。
会社の帰り、行きつけの散髪屋にカットしに行ったんです。散髪屋からの帰
り道は店から近いので「ブールバール→広島大学→武田高校→黒瀬の自宅」
と峠越えの昔の通勤路を選んでしまったんです。
普段どおりの道で帰えればこんなことにならなかったんじゃあ。
私は黒瀬武田高校のすぐ北側にある 90 度下り右カーブにさしかかるところ。
対向車は、東京から出張の K.S(H4 生まれ)ちゅう若い営業マン。
その彼が、山口市で借りたレンタカーで、猛スピードを出して登ってきたん
です。夜道でしかも慣れん道で、そんなにきついカーブとは思わんかったの
でしょう、90 度カーブを曲がり切れずセンターラインを越え、私の車にまっ
すぐ突っ込んで来たんです。そこは「太極拳の柔軟さ」と「バドミントンで
鍛えた俊敏さ」でとっさに身をかわしたんです。かわさなかったら私の右半
身は大打撃だったでしょう、しかしわが愛車は 180 度水平に回転するほどの
大打撃でした。

どうせ修理で現状完全復帰は不可能なので、あきらめて新車を購入すること
に決めました。
損保 J 事故担当者の上司まで巻き込んで、あの手この手で交渉し、結局 25
万円＋レンタカー1 ヶ月分(＝11/16～12/16 まで貸し出し、4,200 円/日×31
日＝130,200 円)合計 380,200 円を了解してもらったんです。ところが運悪く、
欲しい車はフルモデルチェンジのため在庫がもう無くなった、新車発表は 12
月半ば、納車は早くて 1 月末、遅ければ 2 月とディーラーからの返事。それ
で、ふたたび損保 J にレンタカーをもう 2 ヶ月延長を要求。
「嫌なら、全面修
理するから 608,000 円を出してもらうぞ」と、チラツカせながら。
12 月 14 日に「2 ヶ月延長を申込した件の回答」を求めると、損保 J は「12/16
でレンタカーは打ち切る。新車購入の諸費用代として加算してあげている
50,000 円を使ってレンタカー延長費用に補填し、その後は自腹で。
」と、つ
れない回答。
「それはご無体な！ 上司ともう一度相談談してみてくれぇ。あ
さってで期限が切れるので、明日中に検討結果を返答してくれよ」と頼みこ
んで、いったん電話を切ったんです。
12 月 15 日、損保 J に電話したところ、なんと担当は休んでいる。
とにかく今日中に結論出さんといけないので、代わりに電話を取り次いでく
れた女性に「担当者か、課長にかならず連絡取り検討をたのむ」と伝言をし
たんです。すると夕方、損保 J 課長から電話があったので、泣き落とし作戦
で説明したんです。
「スズキの納車時期の最短情報では、
『納車は早くて１月
末』と言ってきているので、あと 45 日間の自腹負担の代車が要るんです。代
車費用は当初日額 3,000 円と車屋の社長は言っていたんですが、
きのう 1,000
円/日まで下げてくれたんです。
」と、訴えたんです。
すると損保の課長は「その 45 日分の費用、約 45,000 円は損保ジャパンで持
ちましょう」と言ってくれたんです。12 月 15 日には検討結果を私に連絡し
なければならない担当者が、それをほおり出して休んでいることに負い目で
も感じたんでしょう。わりとすんなり好条件を出してくれたんです。
『粘り勝ち!!』
≪損保ジャパンが出してくれた分≫
① レンタカーが届くまでの台車代

破損箇所は、運転席ドア全壊・同後部ドア全壊・同後部フェンダー半壊・金
属のドアモールすべて全壊・ドア下エアロパーツ全壊・運転席側ドア下の車
体損壊・後部タイヤ裂傷・後輪車軸変形・後部アルミホイール変形亀裂・後
部バンパー摺りキズとすごいことになっちょりました。
でも私はどこも怪我はなかったんです。警察が来るまで当分の間、からだが
ワナワナしました。
『うしろの百太郎さん』に大感謝です。
私、実はぶつけられ事故はこれで 3 回目なんです。その経験を生かして、す
ぐに相手方の免許証、
双方の車の損傷状況を写真に撮ったりしていましたら、
10 分くらいで黒瀬町の警察がミニパトで来ました。
警官二人は事故検証して書類を書き終わったら、
「物損のみなので、後は当人
同士で」とサッサと帰って行きよったんです。おいおい待てよ、
「記録した書
類を写真撮らせ!」と言いましたが、個人情報を盾に頑として受け付けてくれ

PS.私が加入している「三井ダイレクト損保」は、
『規定金額以上の引き出
し交渉』には何の役にも立たなかったことを最後に付け加えておく。
以上

2）欠席者会員の方からの近況報告
総会、支部イベントにご参加頂けなかった方からの近況報告を紹介いたします。
升本秀治様（52 精密） 会社名 広島県立三原特別支援学校
今年度、広島県立黒瀬特別支援学校→広島県立三原特別支援学校に
移りました。
石田茂様（58 回路システム） (有)日本ピーエーアールコンサルティング
個人事業と同じレベルの会社ですが、４年前、米国の非日系コンサル会社か
ら事業提携の話が来て契約しました。また、昨年、海外企業から直接コンサル
依頼が届き２か月に一度伺っています。
倉西薫様（50 応用化学科） 松本油脂製薬（株）
インドネシア勤務のため、帰国出来ません。しばらく同窓会に出席出来てい
ませんが、暑さに負けず頑張って働いています。
大島俊二様（38 発酵工）
皆様の御活躍を御祈り致します。
土肥義久様（56 工学研究科システム工学） イームル工業（株）
6/18 付でイームル工業を退社しますので、東広島支部からも退会させてい
ただきます。いろいろとありがとうございました。
樋本明則様（49 精密）
お誘い有難うございます。
現役引退して久しい身。

４．事務局から
（1）年会費の納入について
下記の口座に振り込みの程よろしくお願い致します。
口座番号 ゆうちょ銀行
記号 15130 番号 49664751
名前 ヒロシマダイガクコウガクドウソウカイヒガシヒロシマシブ
年会費
1,000 円
(70 歳以上は無料)
振込手数料は貴殿負担となりますことご了承下さい。
振込手続き等、お手数ではございますが、ご納入の程、よろしくお願い致します。
幹事会社の会員様には、各社窓口の方に徴収の労を取っていただいております。
ご協力の程、よろしくお願い致します。
なお、会費は単年で徴収しており、過去に遡って徴収することはありません。また、
この会費は東広島支部の会費であり本部の会費徴収とは関係ございません。

5,400 円

② 12/16 までのレンタカー代

113,710 円

③ 私の車査定分＋新車購入諸費用分

250,000 円

④ 12/17 からの代車分 1,000 円/日×45 日＝ 45,000 円
合計

414,110 円

※1 とうくれ道路：東広島と広を結ぶ新設無料道路
※2 損保ジャパン日本興亜：損害保険ジャパン日本興亜株式会社 広島保険金サービ
ス第 1 課
※3 対物賠償修理費超過特約：私もちゃんと加入していました。それと、弁護士特約
も入っていた、これ絶対必要。

（2）編集後記
会報 35 号をお届けいたします。
今号発行に関しまして、会員のかたからの投稿を頂きました。誠にありがとうござ
いました。次年度も引き続き投稿をお待ちしています。

今後、更なる人脈ネットワークの拡充が皆様にて行われますよう、東広島支部では
市内勤務及び市内に在住され他支部に加入されていない新規会員を大募集しています。
該当者をお知りの方は事務局まで一報頂ければ幸いです。

事務局

富士機械工業（株）

田邊

