各地区電友会だより
（岩手）

イルス感染爆発で全国に非常事態宣言が発令

開催していました。ところが、新型コロナウ

型コロナウイルス感染状況を見ながら例会を

月に予定していた総会は中止し、４月から新

の状況をふまえ活動をしていますが、昨年３

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症

開催）についても同様に、中止となりました。

た。恒例の北四県親善囲碁大会（６月岩手で

により、当面、活動を休止することとしまし

び各種行事は、デルタ株の全国的な感染拡大

続き中止しました。４半期ごとの定期大会及

ナウイルス感染予防の観点から昨年度に引き

令和３年度総会（４月開催）は、新型コロ

岩 手

され、岩手県独自の非常事態宣言もだされま

コロナウイルス感染の収束状況等を見て、

◆ 盛岡電友会
◎サー ク ル 活 動

したので、ワクチン接種も勘案しつつ、時勢

インターネットを楽しむ会の活動はＮＴＴ

⑷インターネットを楽しむ会

クラブ活動を再開したいと考えております。

⑴ゴルフサークル

の状況をふまえ９月の例会は中止しました。
例会の開催にあたっては、予防対策として
「手の消毒、マスクの着用、ゴルフ場での検温」

の感染拡大で全く実施できないでいます。ワ

令和３年度の活動は、新型コロナウイルス

ます。しかし、昨年９月は１ヶ月やむなく休

の換気・マスク着用等を実施し学習しており

の新型コロナ感染を十分に注意し特に、室内

岩手の一室をお借りし、平均月３回のペース

クチン接種の取り組みが早期に行われ、昨年

止しました。学習内容はワード・エクセルの

など、常に危機感を持って取り組んでいます。

６月の総会と例会が実施できることを期待し

便利な操作、テレビ会議システム・ｗｉ ―ｆ

で実施しております。令和３年度は前年から

ていましたができず残念です。同好会会員は

ｉ体験、ホームページのデータ更新等、会員

⑵麻雀同好会

月末までに２回目のワクチン接種が終了し

の希望によってその都度決定し勉強し合って
おります。

月か

月に総会と例会を予定しまし
たが、新しいウィルス株のニュースもあり開

⑸盛岡グランドゴルフ同好会
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ているので、

催を断念。今後もウィルスの感染状況、電友

令和３年度の活動期間は、令和２年

ら令和３年９月末までとし、原則毎週水曜日

会本部・行政等の取り組みを見て判断するこ
とになります。ウィズコロナでは治療薬開発

月から令和３年３月末まで冬季中断し、令

を定例会日としております。例会は令和２年
⑶高松囲碁クラブ

も重要ポイントと思っています。

10

12

11

ゴルフサークルは、県内のゴルフ好きの仲
間が集まり活動をしています。

感染状況をみながらの
例会開催

46

各地区電友会だより
（岩手）
和３年４月再スタートしました。
本同好会活動は、会員の健康維持と親睦を
目 的 と し て、
「 明 る く、 楽 し く、 元 気 よ く 」

１、会員数
２、例会場所

男

名 女４名 計

計画 回

に伴い、会員が年々減少しつつあります。電
５月 ４回 参加人数 延

４月 ３回 参加人数 延

名

名

名

名

名

名

名

実施

回

盛岡市都南中央公園野球場

３、例会実施状況

友会のみなさん、本同好会に参加し、グラン

６月 ５回 参加人数 延

月 ４回 参加人数 延

ドゴルフを一緒に楽しんでみませんか。

７月 ４回 参加人数 延
８月 ２回 参加人数 延

名

名（内女性３名）

福士 長英

回 参加人数 延２８２名

９月 ２回 参加人数 延
計
優勝者

⑹不来方釣りクラブ
不来方釣クラブは会員

６月
７月

日

日

カレイ（翔光丸） ７名

カレイ（翔光丸） ６名

また、恒例の釣り旅行は、７月に１泊２日

の日程で碁石海岸の民宿「海楽荘」に１泊で

計画しましたが新型コロナウイルスの関係で
中止しました。

◆ 遠野地区電友会

◎第４回電友会役員会開催

コロナ感 染防止のため「密」になる総会、

サークル活動等は自粛、議案書送付による書

面総会としましたが役員会は開催しています。

大防止の観点から例年のような集合形式では

今年度の総会は新型コロナウイルス感染拡

をしていても皆さんの元気なお顔と会う事が

測り記入し、消毒液を用意しました。マスク

等々。サロン入口には体温計を置き、体温を

短時間で各係からの報告や会員の近況報告

なく書面議決での総会としました。５月 日、

で、船釣りを主として活動しております。

10 26

案・予算案という内容で承認を求めました。

決算・監査報告そして令和３年度の実行計画

付しました。内容は令和２年度の事業報告、

会計監査を実施し総会議案書を会員全員に送

で終わっております。昨年９月１日は第４回

を深めたかったのですが、計画は中止、中止

うとか飲もうとか、いろんな事を話して交流

はワクチンを２回接種したら安心して集まろ

できて元気になりました。昨年の４月５月頃

号特集号の件が主で

した。いつもだったら終了後、昼食を食べて

発行の東北電友会会報

役員会でした。この日は会則の見直しや１月

月まで船
釣りと岸壁釣りを計画しました。これまでの

令和３年度実行計画は６月から

大防止、８月の猛暑により、例会の中止、開

日 カレイ（翔光丸） ８名

実施状況は以下の通りです。
５月

90

令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡

16
24
10

をモットーに進めています。しかし、高齢化

12

催日の変更など、本活動に影響が出ました。
本年度の活動状況は、左記のとおりです。
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29
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24

28 23 46 56 47 33 49
11

明るく、楽しく、元気よくプレーされる
皆さんです

47

各地区電友会だより
（岩手）

で解散、この状況が１日も早く解消され安心

おしゃべりしたりして帰るのですがお茶だけ

早めて実施しました。連日の暑さで参加者が

日が続いたため開催時間を通常より約１時間

大会を開催しました。７月に入ってから猛暑

ビー賞は小野寺哲子さんでした。（一関市運

菅原宏次さん、菊池昭子さんでした。
またブー

野寺政治さん、菅野秀晴さん、山崎幸一さん、

ホール）

24
日会員

名の参加で樺山歴史公園で開

令和３年度第３回グラウンドゴルフ大会が

・グラウンドゴルフサークル

◎サークル活動

◆ 北上電友会

な平穏な日が戻りますよう願っています。

催することができま
した。
今年度の優勝者は
菊池正盛さんでした。
２位は小野寺政治さ
ん、ホールインワン賞
は菊池正盛さん、 小

９月

15

した。当日は晴天に恵まれ、週２回の練習の

みましょう」との挨拶を受け競技を開始しま

「新型コロナ感染予防と怪我に注意して楽し

催されました。開会式では、浅野副会長より

11

成果を発揮しようと一喜一憂しながら競技を

木陰でちょっとひと休み

動公園多目的グラウンド

優勝の菊池さん
第 7 回 NTT-OB グラウンドゴルフ同好会
一関大会（2021.7.21）

来てくれるか心配しましたが 名で大会を開

日に今年７回目となる一関の

14
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◆ いちのせき電友会
◎サー ク ル 活 動
・グランドゴルフ同好会
第７回グランドゴルフ大会開催

第 4 回電友会役員会
（2021.9.1）

４月より毎週１回の予定で練習をしてきま
したが、７月

21

48

各地区電友会だより
（岩手）

鎌倉

功

２位

小野寺

楽しみました。成績は次の通りです。
優勝

寿雄

参加者全員に賞品が用意され、またホール
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インワンを出した人には会員が持ち寄った野
菜が手渡され皆さん大喜びでした。

練習の成果を発揮した
皆さん

49

