
  

 

◆研修旅行 

 ・白浜エクシブ一泊二日 

 

◆HOVC活動 ボランティア部会 

 ・京都マラソンボランティア活動参加報告 

 ・桂川流域クリーン大作戦参加報告 

 ・鴨川茶店ボランティア 

 

◆OB会行事報告  

 ・レジャー例会      

 ・春の懇親会･･･････････京都 

 ・堀場ファーム作業 

 

◆OB会カルチャー教室  

  ・パソコン教室 

 

◆クラブ活動報告 

 ・山遊会 

 ・ゴルフクラブ  

 ・ボウリングクラブ 

  ・囲碁クラブ 

  ・カラオケクラブ 

  ・釣りクラブ     

   

◆OB会だより         

 ・新入会員紹介 

 ・訃報 

 ・年間行事計画について 

 ・会報、ホームページへの寄稿について 

 ・OB会入会手続きについて 

 

◆上半期会社ニュース ピックアップ 

 

◆編集後記        
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 『平成三十一年/令和元年』 

『皇紀二千六百七十九年』 

『西暦２０１９年』 

 

2019年5月1日、新天皇徳仁(なるひと)さまが即

位され、元号は、平成から令和へと改元されま

した。この新元号は、日本最古の歌集｢万葉集｣

の梅花の歌32首の序文の二文字をとって命名さ

れましたが、典拠を国書とする元号は、今回が

初めてとされています。 

新天皇は第126代天皇で、初代は神武天皇。神武

天皇は、天照大神の御心を更に拡げるべく東遷

の旅につかれ、六年の歳月を費やされ、その間

幾多の困難を乗り越えられ、奈良 橿原の地で第

一代天皇になられたとされています。令和元年

は、神武天皇の即位後二千六百七十九年となり

西暦よりもはるかに古くその歴史の長さと重み

にあらためて感嘆させられます。            

            (中村 十規人 記)   
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平成31年の一泊旅行は、豪華な旅の第2弾として、

エクシブ白浜アネックスを計画しました。また白

浜は見どころが多く、かつては新婚旅行の定番と

いう場所でした。 

今回は、エクシブ白浜アネックスでの宿泊と、レ

ンタカー、HOCOMの運転手に運転してもらい、豪華

でかつ経費節減旅行としました。 

行程 

1日目（2月8日） 

京都駅出発8:00－昼食 海鮮レストラン勘八屋－

南方熊楠記念館－白良浜－千畳敷－エクシブ白浜

アネックス（着） 

2日目(2月9日） 

エクシブ白浜アネックス（出発）10:00－三段壁－

とれとれ市場、昼食 とれとれ亭－九曜蔵 湯浅

醤油工場見学－京都駅八条口（着） 

 

 

 

内容 

8時京都駅集合、15分遅れで出発、昼には、白浜入

り口に着き、昼食場所である海鮮レストラン勘八

屋に入りました。 

次に南方熊楠記念館に入場しました。 

熊楠の偉人ぶりを紹介した資料館でした。 

その後、円月島、白良浜を通り、千畳敷に着き散

策しました。風が強かったので、皆さん見学はほ

どほどにし、土産物売り場に入りました。 

そしてエクシブ白浜アネックス到着。部屋は豪華

なものでした。 

受付を済ませた後、夕食までの間に、風呂に行き

ました。風呂は温泉であり豪華で、露天風呂があ

りました。 

夕食は日本料理のコースで、これも非常に豪華で

した。夜は希望者のみカラオケへ行きました。 

翌朝、朝食をとり、記念撮影後、出発しました。 

三段壁まで全員移動し、希望者のみ入場しまし

た。 

その後、とれとれ市場で土産物を買い、昼食はそ

の向かいにある、とれとれ亭でバイキング料理と

しました。 

帰りは醤油発祥の地、湯浅の醤油工場の見学を行

い、醤油の製作工程を見て回りました。 

京都駅八条口で解散しました。 

 豪華で見どころいっぱいの旅で、皆さん満足さ

れていました。 

参加者（敬称略）：北川 光夫、周田 光男、沢本 

昌順、小川 柾幸、酒井 俊英、笠川 重美、船越 

健、三橋 泰夫、石黒 英憲、森山 晶成、中村 十

規人、土肥 守、野口 進治、宮本 美津子、水野 

和茂、林 收、半田 慶一 (三橋 泰夫記） 

 

研修旅行 

一泊旅行白浜エクシブ(2019年2月8日～9日） 
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 今年で８回目の開催となる京都マラソン２０１

９が２月１７日(日)に開催され、堀場製作所OB会

からも１０名が運営ボランティアとして参加しま

した。 

 近年のマラソン人気で抽選倍率４．５倍の中、

選ばれた市民ランナー１６０００人が国内外から

京都に結集。早朝６時すぎにはＪＲ京都駅前に長

蛇の列が出来上がり、スタート会場の西京極競技

場へ向かうランナーの皆さんが臨時バスに順番に

乗車されていました。また、阪急電車でも西京極

駅に急行を臨時停車させて対応されてました。OB

会メンバーは昨年に引き続き梅宮大社近くの四条

通りを担当。主な役割は三角コーンと規制テープ

の設置/回収と選手サポート。朝８時頃から手分け

して準備に着手。準備が完了してほどなく先頭の

車椅子ランナーが通過、後を追うように四条通り

を溢れんばかりの市民ランナーの大集団が都大路

を駆け抜けていきました。今年は天候にも恵まれ

この時期としては暖かい応援日和となり、沿道に

集まられた周辺住民の皆さんと一緒にボランティ

アメンバーも大きな声と拍手でランナーの皆さん

を精一杯応援しました。最終ランナーの応援を終

えると後片付け。交通規制も解除され資材撤去が

完了したら解散となり梅宮大社で集合写真を撮っ

て帰宅となりました。ボランティア活動に参加さ

れた皆様ご苦労様でした。 

ボランティア参加者：伊藤、宇野、北川、酒井、

沢本、竹内、中村(十) 、中村(正)、森山（リー

ダー）、湯浅（五十音順、敬称略） 

 

              (沢本 昌順 記) 

HOVC活動 ボランティア部会 

  京都マラソンボランティア活動参加報告 

 今年も２月２４日（日）に第１２回桂川流域ク

リーン作戦に参加してきました。清掃前に、参加

団体の紹介、清掃場所の指定と清掃活動の注意説

明、ゴミ袋、軍手、火箸が支給されて、私達ＯＢ

会は嵐山方向に向けて上流の清掃を始めました。

今年は、右岸の遊歩道から水の流れている場所ま

での範囲が広く、昨年の台風の影響と思われるゴ

ミが多くあり、今回も軽自動車のタイヤを拾いま

した。私の後ろには、秋山さんが自転車を見つけ

て運んでおられました。約２時間の清掃作業で少

し汗が出るほど温まりました。昼食前でもあり、

恒例となった全員参加でぜんざいを食べに行った

のですが、あずきが不作で有りませんでした。代

わりに各自ショートケーキや、サンドイッチと美

味しいコーヒーをいただき疲れを吹き飛ばし帰宅

しました。堀場製作所ＯＢ会会員のみなさま、京

都の桂川・鴨川を綺麗にする活動への参加をお待

ちしています。       (笠川 重美 記) 

        

                 

 

 

 桂川流域クリーン大作戦 参加報告 
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 清掃前に、参加団体の紹介と清掃場所の指定と

清掃活動の注意説明  

 

 

                    

                 

 

 

本年で、４５回目となる鴨川茶店が、４月６日

(土)、４月７日(日)に開催されました。 

主催は、鴨川を美しくする会・京都鴨川ライオ

ンズクラブで、会場は、植物園西側、北山通りと

北大路通りの間の【なからぎの道】で行われまし

た。６日は船越、笠川、三橋が参加しました。 

森山、中村（正）、小生小川が７日（日）を担

当。当日は、しだれ桜、そめいよしのがほぼ満開

の中、天気も快晴で大変賑わい最高の日となりま

した。堀場OB会では、南側の進入付近の交通整

理、誘導を実施致しましたが、中でも来場者の植

物園、地下鉄駅、トイレ等の道案内がダントツで

した。 

 

 

茶店以外では、地域の物産店、鴨川美化の啓

発、尺八・琴の演奏会、消防音楽隊、加茂川中学

吹奏楽部の演奏、チームリーダーのパフォーマン

ス等盛りたくさんの内容で実施されました。 

ポカポカ陽気の１日、３時半迄何事もなく終了で

き楽しい１日でもありました。 

                （小川 柾幸    記 ）          

 

HOVC活動 ボランティア部会 

 桂川流域クリーン大作戦 続き 

 鴨川茶店整理ボランティア 
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2019年3月22日レジャー例会として、サントリー山

崎蒸留所、アサヒビール大山崎山荘美術館を企画

しました。サントリー山崎蒸留所は3か月前、すな

わち1月の最初の営業日の9:30に受付スタートでし

た。電話をかけるも、つながらなく、十数回電話

し、ようやくつながり予約しました。OB会として

応募したところ、22名の参加者がありました。 

予定として、13:00 JR山崎駅→13:30サント

リー山崎蒸留所14:40→15:00大山崎山荘美

術館16:00という計画で実施しました。 

JR山崎駅に集合し、徒歩でサントリー山崎

蒸留所に向かいましたJRの車窓から、いつ

も気になっている、サントリーの建物を間

近に見ることができました。 

サントリー山崎蒸留所に着き、工場見学ツ

アーの受付を済ませました。ウィスキーのできる

までの工場見学を実施しました。 

仕込み→発酵→蒸留→貯蔵 のそれぞれの工程を

見学しました。 

貯蔵では、なんとサントリー山崎工場創業時の

1910年代の樽も保管されていました。 

ウィスキーのテイスティングの説明にて、試飲を

行いました。 

そしてショッピングし、サントリー山崎蒸留所の

工場見学を終えました。 

次に大山崎山荘美術館へ向かいました。 

山崎駅を通り過ごし、山道を登り、ようやく大山

崎山荘美術館に着きました。 

朝日麦酒初代社長・山本為三郎のコレクションが

飾られ、中でも注目は、クロードモネの睡蓮の作

品がたくさん展示されていることでした。 

自由解散としました。皆さん満足したレジャー会

でした。          (三橋 泰夫 記) 

 

レジャー例会 

 サントリー山崎蒸溜所・アサヒビール大山崎山荘美術館見学 

ＯＢ会春の懇親会が定例開催場所「がんこ 高

瀬川二条苑」で４月２１日お昼より開催されまし

た。いつもなら桜が咲いている高瀬川沿いの「が

んこ」ですが、今年は、桜の花の代わり

に新緑の木々の中にありました。堀場Ｏ

Ｂ会春の懇親会は３９人の方の参加での

開催となりました。小川さんの司会で始

まり、酒井代表幹事から会社の近況報告

含めた挨拶、そして恒例の吉井さんの乾

杯にて宴会となりました。みなさんの懐

かしい思い出話や近況など、お話される

活気と盛り上がりは、現役時代のホリバ

リアンそのものでＯＢ会とは思えない若

さと輝きを感じました。それは、今も元

気にボランテイア、趣味そして事業で活躍されて

いるからだと思いました。参加された方の中か

ら、近況を披露いただきました。皆さんとの楽し

い時間は大変に早く過ぎ、船越幹事より締めをい

ただきました。       (笠川 重美 記)                        

 春の懇親会開催報告 



6 

 

 

 

 

                                                      

 堀場ファームでジャガイモ植え付け  

 3月30日(土) 安曇川HORIBAファーム「畑開き 

ジ ャ ガ イ モ の 種 い も 植 付 け イ ベ ン ト」 

OB 会から森山、森井、三橋、沢本の 4名が

HORIBAファーム畑開きに参加させて頂きまし

た。挨拶が終わると早速ホリバリアンやご家

族総勢８０名でジャガイモの種芋を植え付

け。毎年恒例のイベントなので芋を切る人、

灰をまぶす人、畝に溝を掘る人などなど作業

分 担 し て 手 際 よ く 植 え 付 け が 完 了。 

引き続き昨年の残作業や枯草焼きなどを済ま

せた後は昼食タイム。ソラノネ食堂さんの美

味しいランチは今年も健在。ケーキと絶品ブ

ルーベリージュースも美味しく頂きました。 

食後はお土産用に菜の花摘みや畑の傍らに

あったフキノトウや土筆を頂くことができ夕

方の食卓に上がりました。土と戯れ自然の恵

みに感謝の１日となりました。お世話になり

ました西村さんはじめHOCOM の皆さん有り難

う御座いました。    (沢本 昌順 記 ) 

ＨＯＲＩＢＡブルーベリーファーム コットン種

まき 

 ５月１８日（土）安曇川 HORIBAブルーベリー

ファーム「コットン種まきイベント」にOB会から

森山、森井、野口、三橋、沢本の５名が参加させ

て頂きました。コットン栽培３年目ともなると社

員の皆さんは手慣れたもので出際よく作業をされ

ていました。コットンの次は落花生。昨年は美味

しすぎて大絶賛だったため、今年は畝数を大場に

増やしての植え付コットンを利用して作成された

オーガニックタオルとファーム近隣の農作物をお

土産に頂いて帰路につきました。HOCOMおよびソラ

ノネ食堂の皆さま、ありがとうございました。 

次回は６月１日（土）サツマイモの苗植え付けイ

ベントです。余った時間で他の作物の種まきも予

定されてます。 

詳細は開催案内をご参照ください（OB会ホーム

ページの「お知らせ」に掲載）。 

             （ 沢本 昌順 記） 

行事報告 

OB会カルチャー教室報告 

 パソコン教室 

  

 

 

 

パソコン教室を第一金曜日に開催していま

す。内容：LINE、画像処理など色々 

場所：堀場製作所OB会室（22号館１F） 

参加対象：OB会員 

一応下記予定ですが要求に従い流動的に運用

します。 

06/14(金) 

07/12(金) 

08/09(金) 

講師 三橋 泰夫さん 

                         

 堀場ファーム 
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＜第５９回＞ 例会山行 

年月日  平成３１年２月２３日（土）曇り後晴 

山行先  行者山（４３１m）  

参加者  下川 和子・  下川 博司・ 宇野

久二男・ 加藤 順三・ 水野 和茂 

午前７時２５分京都駅嵯峨野線ホームに集合、７

時３５分発胡麻行き快速に乗り、８時２分千代川

駅で下車。曇り空の下そのまま西に向かって歩き

出す。千代川小学校をすぎ、行者山の案内に従い

左に折れ、京都縦貫自動車道をくぐり、千代川配

水池の白いタンクの左側が登山口だ。身支度を整

え８時３５分出発。行程中ほどに「元文十二年」

と記された大きな石の行者燈があり小休止。ここ

から行場らしい急坂となる。石の鳥居や役行者

祠、守護荒熊大明神の巨岩を過ぎ９時２０分山頂

に。記念撮影の後、稜線を堂徳山へと向かい、９

時４０分に通過し、１０分ほど下ると舗装された

林道に出た。車道を進むと右手に石の階段が現

れ、独鈷抛山（とこなげさん）千手寺の鐘楼門が

迎えてくれる。山門からは亀岡盆地の展望が素晴

らしい。独鈷抛山は空海が唐より投げた独鈷が山

の松の木に掛かり、帰国後白鹿に案内されて独鈷

を探し当てたことによる。１０時１５分千手寺の

裏から、１月３０日に宇野さんと下見をした道を

たどり、廃寺跡から瑞巌寺へ下山。時間は１０時

５５分だ。奥条バス停までは１０分ほど。 

亀岡駅発１１時３０分の里山の休日京都・烟河の

送迎バスを待つこと３０分余り、１１時４５分よ

うやくバスに乗り込み、総会・懇親会会場に到着

した。 

第９回総会・懇親会は亀岡駅からの送迎バスで乗

り付けた、森本順孝・高橋義治・橋口純男・倉原

政治・丸山博・中村正博・山岸豊の７名を加え、

総勢１２名での開催となった。 

取り敢えず全員温泉でくつろぎ、食事までの時間

を利用して総会。 

まず次回以降の例会山行の日程について、３月３

０日（土）・４月１９日（金）・予備として６月

７日（金）又は８日（土）に決定。 

次いでＯＢ会の鈴鹿さんからご紹介いただいた、

京都山友会が所有する北山ヒュッテの利用につい

て、楽しい企画がいろいろ考えられるが、会員の

ほとんどはシュラフが無く結論は持ち越し。 

１３時１５分から食事タイム、１４時４５分まで

里山ランチバイキングで各自お好みの料理に舌

鼓。土曜日とあって家族客で満席だ。食後は玄関

前で記念写真に納まり、１５時発の送迎バスで亀

岡駅へ。快速京都行き１５時３３分発に乗車した

ところで解散。      (下川 博司 記) 

 ゴルフクラブ 

                          

 令和元年5月23日(木)第10回堀場製作所ゴルフコ

ンペ（OBGC）が、大津カントリークラブ西コース

にて行われました。今回も、メンバーを集めるの

に苦労しましたが、10名の参加となりました。天

気は、快晴で過ごしやすい状況の中、スタート前

に全員で写真を撮り、宇野君のアイデアを盛り込

んだ競技内容説明の後、INから8時35分スタートに

なりました。参加者は、トラブルもなく無事、

ホールアウト出来ました。今回優勝者は、最近、

調子の良い佐々木一訓さんが（NET×72.4）で、準

優勝は、初参加の上山さんとなり、恒例の次回幹

事は、この二人になりました。今回も、ゴビから

の商品が提供され、みんなで小菅さんとのじゃん

けんで賞の行方が決定されました。米田さんが見

事に獲得されました。 （柳田 祥男 記） 

  

            

クラブ活動報告 

 山遊会 

 ゴルフクラブ 京都 



8 

 

 【2月例会】 

今年は暖かく桜の開花も早そうです。 

２月例会は永田さんが復活です。 

３Ｇとも１８０でまとめて、ぶっちぎりの優勝

です。６階の遅いレーンを曲がるボールでスペ

アを確実に取るのは至難の技です。 

前回優勝の私毛利は絶不調で、スペア用ボール

も使いながらミス連発で最下位に沈みました。

次回に頑張ります。 

 

【3月例会】                             

３月中に満開かと思われた桜が凍結されて長

持ちして良かったですね。 

何度もお花見が楽しめます。 

３月例会は鳥島選手が急に覚醒してアベ173、

ハンデ込みでは615とぶっちぎりの優勝です。 

次回はハンデ差が縮まり、どのような展開に

なるか楽しみです。 

                   

【4月例会】 

もう使い尽くされたフレーズですが、「令和

最初」の堀場

ボウリングク

ラブ例会を開

催します。10

連休の過ごし

方はいろいろ

ですが、元気

に頑張りま

しょう。で

も、ボウリン

グは正しく

「昭和」のス

ポーツです

ね。 

 

平成最後の例会は腰痛が完治した田中光子さ

んが、200アップの永田真寿夫さんの追い上げ

を３ピン差でかわして復活優勝です。 

３位には猛練習で上昇

中の山田昌美さんが入

りました。 

（毛利 隆文 記）                         

 ボウリングクラブ 

クラブ活動報告 

 平成31年4月20日、第１２回宝酒造杯囲碁大会が

快晴の国際会議場で、朝8時30分～午後5時迄開催

されました。囲碁クラブOB会からは、東3段、丸山

初段、中村1級、下川3級の4人が参加しました。堀

場囲碁クラブからも参加され、総勢１３００人の

熱戦が繰りひろげられました。各々そこそこの成

績をあげられ沢山の賞品を貰い散会しました。ボ

ケ防止には最適の囲碁、是非覚えて頂き一緒に打

ちましょう。         (中村 正博 記) 

 囲碁クラブ 
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４月２０日（土）春の懇親会終了後４月月例会を

開催致しました。何とクラブ活動開始以来最多の

友情参加者も含め１５名の参加となりました。そ

の内女性４名、初参加者４名と初づくしの嬉しい

開催となりました。 

友情参加で堀場OBでもあります森かれんさんの市

議会当選を祝い【おめでとうの歌】を元松本顧問

の音頭でスタート。初参加の三橋さん、３時間歌

いまくりの熱唱。分部さん、高橋真梨子等美声を

披露。堀場No１のカラオケ通の土肥さん。 

２回目参加の海野さん、お酒メロメロながら与作

を熱唱。初参加のOBの今井（生島）さん、松岡千

都さんもカラオケ慣れしたなかなかの歌姫。 

あっという間の歌いまくりの３時間、エントリー

残が多くありましたが打ち切り、クラブのテーマ

ソング【青春時代】を全員で歌い散会となりまし

た。次回、参加お待ちしております。 

        

                           

 カラオケクラブ 

 4月13日に中村さんと調子は堀場製作所釣りクラ

ブメンバー2名と、堀場 STECのメンバー1名の計5

名で母港の東舞鶴港から出船、沖合約30㎞で今年

初の沖釣り例会を開催しました。 

当日は風もなく、波も高くなく絶好のコンディ

ションでの釣りとなりました。 

朝10時過ぎから日没までの釣果のは真鯛、レンコ

鯛、カサゴ、ブリの幼魚のツバス等とまずまずで

した。 

これから真鯛の乗っ込みも始まり、本格的な釣り

シーズンの幕開けになります。 

釣りクラブメンバー以外の方のご参加も大歓迎し

ますので、皆様のご参加をお願いいたします。 

               (調子 均 記） 

            

 釣りクラブ 

クラブ活動報告 
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 － 会報・ホームページへ寄稿下さい － 

会報への寄稿文、ホームページへのクラブ活動、ボラ

ンティア活動等の諸活動原稿をお寄せ下さい。 

◆送付先 

 会報事務局編集者 伊藤 哲  

 メールアドレス horiba.ob@gmail.com 

 〒601-8510京都市南区吉祥院宮の東町２ 

  堀場製作所OB会 会報事務局宛 

■ＯＢ会入会手続きの手順 

 ①「入会登録書」「入会のお誘い」をダウン 

  ロードする。 

 ②「入会登録書」に必要事項を記入し、メー 

  ル添付または郵送にてOB会幹事に提出す  

  る。 

   ③幹事会審査の後、入会金、年会費納入   

   の振込用紙、OB会資料を入会希望者宛に 

      送付する。 

   ④入会希望者は振込用紙にて郵便局より振  

   込。（手続き完了） 

         

 【ＯＢ会員の皆様へ】 

皆様の周辺で、未加入の退職者がおられました

ら 、入会の勧誘をぜひお願いします。 

 堀場ＯＢホームページトップページの「OB会

入会手続き」のアイコンから入会申込書をダウ

ンロードし、「入会のお誘い」に記載されてい

る手順で手続きを行うよう積極的に案内をお願

い致します。解らない場合には、代表幹事・幹

事にお問い合わせ下さい。 

代表幹事  酒井 俊英 

副代表幹事 船越 健 

幹事    森山 晶成 中村 十規人 

 小川 柾幸 三橋 泰夫 沢本 昌順 

 笠川 重美 

東京支部幹事 尾崎 克好        

会計幹事      伊藤 哲    

会計監査   湯浅 一郎 

Ｏ Ｂ 会 だ よ り 

 － 新入会員紹介 － 

  新入会された会員を紹介します。（敬称略）第23期 松尾 俊一、中井和美 

 － 訃 報－ 

  菅生 博之(ひろし)様がご逝去されました。 

― 年間行事計画について― 

計画についてはホームページに「年間行事予定

表」年間OB会行事を公開していますが、会員の

皆様に参加いただく行事を紹介します。 

  ◉ 鴨川を美しくする会 

  ・ 鴨川クリーンハイク（年間5～6回の予 

       定） 

  ・ 鴨川茶店（4月済） 

  ・ 鴨川納涼（8月予定） 

 ◉ 工房学習支援（年間：7～8回の予定） 

 ◉ 研修旅行（2月済） 

   ◉ 春の懇親会（4月済） 

 ◉ 懇親会（9月予定） 

 ◉ ブルーベリー摘み体験(8月2回予定) 

 ◉ レジャー例会（4月、6月、11月の予定） 

 開催日が決定した行事についてはホームページ

またはメールにて紹介させていただきますので

参加いただくようお願い致します。行事内容の

詳細は、代表幹事・幹事にお問合せ下さい。 

 ◆代表幹事 酒井 俊英 

  E-Mail：sakai727@yahoo.co.jp 

  TEL 090-5965-0389 
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上半期会社ニュースピックアップ 

編 集 後 記 

 京都に番組(学区制)小学校ができて150年にな

る。当初は、アメリカ大統領制の話を聞いてきた

子供が、家に帰って話しても、当時の日本の日常

とのギャップの大きさに批判などあったようだ。

学歴社会は、後進国が先進国に追いつく為の弊害

と考えられている。令和になって、心豊かに地域

の学校、コミュニティを活かす生涯学習を見直し

てみたい。「東大がつくった高齢社会の教科書」

で高齢学を学んだ。すごいスピードで迎えている

超高齢社会。ヨーロッパなどでは、若い学生時代

のうちに高齢学を学んでいるという。ところで、 

今秋のラクビーW杯、2020年東京オリンピック等イ

ベントが続くなか、東京オリンピックのチケット

は確保されましたでしょうか。(編集担当) 

女性活躍推進企業として「なでしこ銘柄」に初選

定 

経済産業省と東京証券取引所が女性活躍推進に優

れた企業を選定し発表する「なでしこ銘柄」に初

めて選定され、3月22日、「新・ダイバーシティ

経営企業100選表彰式・なでしこ銘柄発表会」に

て選定証が授与されました。HORIBAの創業以来、

「人」をもっとも大切な財産であると捉え、多様

な人財が活躍の場を広げられるよう働き方の工夫

を重ねてきた実績が評価されました。 

HIIがMANTA社を買収 

1月25日、ホリバ・インスツルメンツ社（HII／ア

メリカ）が、ナノ粒子計測機器を開発、製造、販

売するMANTA Instruments, Inc.（MANTA社／アメ

リカ）の全株式を取得し子会社化しました。 

MANTA社は、カリフォルニア大学サンディエゴ校

において開発・特許化された「複数波長光源を用

いたナノ粒子トラッキング技術」の画像解析を利

用したナノ粒子計測技術で高い評価があり、他社

にはないユニークな技術を有しています。今回の

買収により、粒子計測技術を拡充し粒子計測事業

を拡大することはもちろん、本画像処理技術を既

存の光学技術と融合し、体外診断・再生医療およ

びバイオ医薬品の研究、開発分野での貢献も期待できます。 

「健康経営銘柄」に初選定され、3年連続「健康経営優良法人」

にも認定 

経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する「健康経営銘柄

2019」に初めて選定され、同時に3年連続で、経済産業省より

「健康経営優良法人（ホワイト500）2019」にも認定されまし

た。「健康経営銘柄」は、2015年から経済産業省と東京証券取

引所が共同で「健康経営」に優れた企業を選定し、長期的な視

点から企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業

を紹介することで、企業による「健康経営」の取り組みを促進

することをめざすものです。5回目の実施となる今回は、経済産

業省が国内全上場会社（3,740社）を対象に実施した「平成30年

度 健康経営度調査」の結果をもとに、37社が選定されました。

HORIBAは独自の施策が評価され、選定されました。 
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           堀場製作所ＯＢ会 
     〒601-8510 

     京都市南区吉祥院宮の東町2番地 

     株式会社 堀場製作所内 OB会室 

     URL  http://horiba-ob.com 


