シャープ社友会中部支部２０年のあゆみ
２０１６年７月１日更新
年代
西暦

社友会中部支部

元号 会長・支部長 会員数

トピックス

シャープ
社長

社会

トピックス

1996

8

櫻井勝文

31

・2/11 設立準備会開催 料理旅館「松岡」(２１名出席)
・5/19 「中部早友会」設立総会 名鉄グランドホテル（１７名）
・シャープ社友会会員も早友会会員として重複登録
・パソコン勉強会を開催スタート

1997

9

櫻井勝文

35

・5/3 第１回定期総会 日間賀島 いすゞ館（１７名出席）
・12/ 役員会 山田屋

辻 晴雄

・奈良県新庄町に世界長大規模の
太陽電池専用工場建設

・中国に香港返還・消費税5％

1998

10

櫻井勝文

38

・5/1 定期総会 鳥羽保養所（２４名出席）
・12/12 忘年会 スナック綾女

6/26
町田勝彦

・辻相談役、佐伯最高顧問体制へ
・個内 販売会社SEMC発足
・太陽光発電の販売担当のSAS設立

・長野冬季五輪最多メダル10個
・和歌山毒物カレー事件発生

町田勝彦

・世界初の20型液晶テレビ発売
・三重第2工場に大型TFT液晶ライン7
・「シャープスペースタウン」スタート

・東海村で臨界事故大量放射能漏れ
・コンピュータ2,000年問題

辻 晴雄

・世界最大サイズ40型TFT液晶開発
・0－157 食中毒多発
・電子レンジ世界生産5千万台達成
・アトランタ五輪開催
・SMM でビデオ生産累計1千万台達成
有森がマラソン3

1999

11

櫻井勝文

47

・1/24 年賀会 名古屋ワシントンホテルプラザ
・5/4 定期総会 猿投温泉金泉閣 （２７名出席）
・5/5 親睦ゴルフ会 名古屋広幡GC
・12/11 （東海）忘年会 V-SEED （北陸） 滝の壮

2000

12

櫻井勝文

54

・1/23 新春年賀会 名古屋ワシントンホテルプラザ
・5/20 定期総会 猿投温泉金泉閣 （３１名出席）
・7/17-18 ドライブ旅行（北陸） 平湯温泉
・12/9 忘年会（東海）「木曽路瓦町店」

町田勝彦

・モバイルカメラ付携帯電話器開発
・「プラズマクラスターイオン」商品化
・灯台用太陽光発電納入千ヶ所達成

・沖縄サミット 2,000円札発行
・介護保険制度スタート

71

・1/13
・5/26
・7/17
・7/18
・12/6

町田勝彦

・2000年度連結売上2兆円突破
・関西リサイクルシステムズ稼働
・「AQUOS」20型15型13型発売

・87代首相 小泉純一郎誕生
・米国同時多発テロ発生

74

・1/19 新年会 ホテル キャッスルプラザ
・5/24-25 総会・旅行会 下呂 望川館（４０名出席）
・5/13～9/5・10/1711/20 ゴルフコンペ 広幡GC
・8/7 納涼大会 浩養園 （８名出席）
・10/16-17 （北陸）懇親旅行 立山温泉「立山国際ホテル」
・4/11～年8回 北陸麻雀の会
・12/8 忘年会 「木曽路瓦町店」 （２８名出席）

町田勝彦

・シャープ創業90周年
・亀山工場建設着工
・液晶TVアクオス25 機種販売

・日韓共催サッカーW 杯開催
・世界同時株安IT不況

2001

2002

13

14

櫻井勝文

櫻井勝文

新春年賀会 キャッスルプラザ
総会 山代温泉 雄山閣（４１名出席）
北陸懇親会 ランプの宿
夏の親睦会 中日ビアホール
忘年会 「木曽路瓦町店」

2003

15

櫻井勝文

82

・1/18 年賀会 キャッスルプラザホテル
・3/27 ゴルフコンペ 四日市GC
・5/27・7/15・9/25・12/25 ゴルフコンペ 広幡GC
・6/3 総会 浅間温泉 富貴の湯 （４７名出席）
・10/26 歩こう会スタート 安城デンパーク
・10/9・11/4・12/5 パソコン同好会スタート 名古屋ビル
・11/21 カメラ同好会スタート 於：東山動物園
・12/17 忘年会 「木曽路瓦町店」

町田勝彦

・地上デジタルハイビジョンCTV発売
・太陽電池生産能力世界最大284MW
・オプトデバイス売上20年連続世界一

・衆院選民主躍進二大政党へ
・個人情報保護法成立

町田勝彦

・亀山工場稼働「亀山ブランド」
・45型フルハイビジョンアクオス発売
・水で焼く「ヘルシオ」発売
・地球環境賞文部科学大臣賞受賞

・原油価格高騰 1B/50＄
・アジアで鳥インフルエンザ猛威

2004

16

櫻井勝文

96

・1/17 年賀会 キャッスルプラザホテル
・5/20 総会 亀山工場
・5/21 ゴルフコンペ 伊勢CC広幡GC
・4/18歩こう会 犬山城・10/3多治見市之倉・11/7馬篭
・1/21・3/17・4/21・7/6・9/16・10/13・11/10PC部会
・4/2 カメラ部会 東山・7/5フロンテア 21・11/23植物園
・12/17 忘年会 木曽路

2005

17

櫻井勝文

99

・1/23 年賀会 ホテルキャスルプラザ
・5/23 総会 ホテルフォレスタ （愛地球博）

町田勝彦

・小泉首相亀山工場見学
・65型フルハイビジョンアクオス発売
・電卓が「IEEE マイルストーン」に認定

・愛知万博開催
・JR 福知山線で脱線事故

105

・1/21 年賀会 ホテルキャスルプラザ
・2/13 役員会
・5/21-23 総会 下部温泉
・10/19 ゴルフコンペ（広幡GC)他
・12/9 忘年会

町田勝彦

・ワンセグ対応携帯電話発売
・亀山第2工場稼働
・フルハイビジョン液晶T V発売

・安倍政権発足
・ナンバーポータピリティ制度開始

115

・1/20 新春年賀会 キャッスルプラザ
・4/15 歩こう会 熊野古道・本宮大社
・5/21 総会開催
・10/25 歩こう会 熊野古道・那智大社
・12/17 忘年会 木曽路

4/1
片山幹雄

・町田会長・辻相談役体制へ
・堺市に21世紀型コンビナート起工
・108塑液晶T V 開発
・パイオニアと業務資本提携
・東芝と液晶・半導体分野で授携

・年金記録漏れ5,000万件判明
・米国サブプライム問題世界経済混乱

120

・1/19 新春年賀会 キャッスルプラザ
・5/18-19 総会 能登あえの風
・5/16・9/12・10/24・11/19 ゴルフコンペ 定光寺
・10/25-26 北陸懇親会 八尾ゆめの森
・11/21 カメラ部会 徳川園

片山幹雄

・ブルーレイレコーダー内蔵TV発売
・ソニーと大型液晶で合弁会社設立結
・伊EGP社と太陽光発合弁会社設立

・米国を震源に世界金融危機
・ガソリン価格高騰国内180 円/L

126

・1/24 臨時総会 シャープ社友会一元化決議
・4/1 支部HP開設、6/1支部だより創刊
・5/17 設立総会 新穂高
・10/2 支部発足記念コンペ 鈴鹿CC

片山幹雄

・PCイオン発生機国内外事務所設置
・“グリーンフロント堺工場稼働

・第4 4代大統領にオバマ氏就任
・第9 3代鳩山内閣発足

2006

2007

2008

2009

18

19

20

21

櫻井勝文

櫻井勝文

中野篤美

櫻井勝文

2010

2011

22

23

櫻井勝文

櫻井勝文

148

・1/21 新年会 シャープ名古屋ビル 本部と中継
・4/14 第2回総会 キャッスルプラザ
・6/26 中国語研究会発足（CKK)
・10/1-2 旅行会 堺工場見学・高野山

片山幹雄

・佐伯最高顧問ご逝去
・業界初LEDシーリングライト発売

・尖閣諸島で中国漁船巡視船に衝突
・宮崎県で口蹄疫の被害

164

・1/20 新年会シャープ名古屋ビル
・4/16 第3回総会 キャッスルプラザ
・3/11 東日本大震災義援金寄贈
・10/23-24 浜名湖 舘山寺温泉旅行会

片山幹雄

・PCI搭載商品世界累計3,000万台
・85V型液晶ディスプレイを開発

・東日本大震災
・なでしこジャパン世界一

奥田隆司

・創業１００周年
・早期希望退職者制度
・IGZO液晶パネル生産開始
・ロボット家電「COCOROBO」の発売
・東京支社をシーバンスビルに移転

・第２次安倍内閣発足
・iPS細胞の山中教授ノーベル賞受賞
・ロンドン五輪で日本活躍
・オバマ大統領再選

奥田隆司

・SBS発足・SESJに名称変更
・「AQUOS 4K」＜UD1ライン＞発売
・微生物センサ開発

・長嶋茂雄氏と松井秀喜氏に国民栄誉賞
・富士山が世界文化遺産
・2020年オリンピックの開催地東京に決定

高橋興三

・14インチTFT液晶ディスプレイが
「IEEEマイルストーン」に認定
・ヘルシオ お茶プレッソ発売

・富岡製糸場世界遺産に登録
・錦織圭、全米テニスで準優勝
・御嶽山が噴火
・赤崎天野中村氏ノーベル物理学賞受賞

高橋興三

・業界初 電気無水鍋
「ヘルシオホットクック」を発売

・北陸新幹線、長野―金沢間が開業
・「軍艦島」など世界文化遺産に
・ノーベル賞に大村、梶田両氏
・ラグビーＷ杯、日本は３勝の歴史的快挙
・ＭＲＪ初飛行に成功

高橋興三

・蚊取り機能付き空気清浄機

・熊本震災

2012

24

金子勝彦

181

・1/20 新春年賀会 シャープ名古屋ビル
・4/21 第4回総会 キャッスルプラザ
・3/11 東日本大震災見舞金 107名36万円寄贈
・10/21-22 旅行会 伊豆半島めぐり

2013

25

金子勝彦

195

・1/30 新年会 東海・北陸・静岡・長野、各地区で開催
・5/22 第5回総会 シャープ名古屋ビル
・10/21-22 旅行会 江の島・鎌倉旅行

200

・1/24 東海地区新年会開催 シャープ名古屋ビル（６７名）
・5/21 第6回総会 シャープ名古屋ビル
・10/9-10 旅行会 東京スカイツリー

199

・1/23 東海地区新春懇談会 シャープ名古屋ビル
・5/20 第7回総会 シャープ名古屋ビル
・6/11 第８４回早友ゴルフ会コンペ開催
・6/24 「２０年を語る会」を嘉文藤が丘店にて開催
・10/28-29 旅行会 姫路城・竹田城址・出石旅行

2014

26

金子勝彦

2015

27

平田靖夫

2016

28

平田靖夫

214 ・2/20 ２０１６年懇話会 シャープ名古屋ビル
(6/1) ・5/14 第８回総会 シャープ名古屋ビル

