各地区電友会だより
（岩手）

岩 手
◆ 岩手支部
◎岩手支部だよ り
令和３年度岩手支部の活動状況は、新型コ

かかりそうですが、早く会員の皆さんとフェ

依然高止まりの傾向にあり、終息まで時間が

中止

３．例会実施回数

正

参加者

参加者

９月以降の成績等を報告します。

２．例会場所

工藤

均一

盛岡南ゴルフクラブ

ーストゥフェースでのリアルな会議や懇親会

９月

優勝

伊藤

名

名

岩手県が開催県でしたが、青森県、秋田県の

また、５月に開催予定の北３県親善大会は

７回

及び県域でのイベント開催ができればと思い

月

優勝

ます。

月

◆ 盛岡電友会

名

皆さんと相談の上、北３県ゴルフ大会につい

参加者

ても中止としました。

重幸

参加者

◎サークル活動

高橋

英機

（総会）は書面会議としました。各地区の定

優勝

大坂

・令和４年の実施状況
４月

優勝

⑴ゴルフサークル
新年度はコロナ禍により総会を中止とし、
書面開催となりました。

５月

期総会においてもコロナウイルス感染防止の
面から書面会議や代表者による集合方式の会
議となり、例年実施している支部役員による

見られるものの、囲碁や麻雀など対面による

サークル活動は、前年度と比べ多少変化が

た活動を行っております。

作成・配付し「ウィズコロナ」として工夫し

少ないことから、会員の近況を綴った会報を

基本的な感染対策を取っての開催としていま

フ場での検温、マスクの着用、手指消毒など

例会開催にあたっては予防対策として、ゴル

さんが各地から集まり、活動をしています。

宮古、平泉、一関、大船渡のゴルフ好きの皆

は、盛岡、滝沢、八幡平、花巻、北上、水沢、

しました。ＮＴＴ ＯＢゴルフクラブの会員

コロナ」で令和４年度の活動ができるよう取

しないよう願い、感染対策を実施し「ウィズ

新型コロナウイルスに新たな「株」が発生

当者で検討してまいります。

ていると思われるので、活動の再開を事務担

員の皆さんは、３回目のワクチン接種を受け

止しました。残念というしかありません。会

令和３年度の活動は、例会も総会も全て中

名

室内競技は、感染リスクの面から活動自粛し

す。 昨 年 は 感 染 が 拡 大 傾 向 に あ る こ と か ら

り組みます。

⑵麻雀同好会

ております。グラウンドゴルフやゴルフサー

９月の例会は中止とし、時勢の状況を判断し

⑶高松囲碁クラブ

令和４年の例会は、４月８日からスタート

クル及び釣りクラブ等の屋外活動サークルは

常に危機感を持って取り組んできましました。

定期総会参加も中止になりました。

感染防止対策に配意しながら例会の復活に取

１．会員数 男子 名

並びに月例会は、昨年度に引き続き新型コロ

令和３年度の総会及び四半期毎の定期大会
・令和３年の実施状況

地区によっては、集合会議等の対面機会が

25 31

29 29

ロナウイルス感染防止の観点から県内理事会

11 10

り組んでいます。
毎日報道される県内のコロナ感染者数は、

42

－
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各地区電友会だより
（岩手）

準優勝

優勝者

吉田謹一郎

鈴木

福士

光夫

長英

トのインストールをサポート
毎年恒例の花見、忘年会、懇親会は新型コ

皆勤賞

ナウイルス感染症予防のためサークル活動の

ロナウイルス感染拡大に伴い開催出来ません

度への意気込みなど話が盛り上がり、来年も

休止を余儀なくされました。
例年６月つなぎ温泉において開催しており

日納会を行い、今年度の反省、来年

でした。今後はパソコン教室へのオンライン
参加が出来るように準備しています。

月

ました北４県（岩手、宮城、秋田、青森）親
善囲碁大会についても、感染防止のため前年

れる日が一日も早く訪れることを願っており

りますが、会員同士の対面対局及び親睦が図

の 健 康 維 持 と 親 睦 を 目 的 と し て、「 明 る く・

再スタートしました。本同好会活動は、会員

令和３年３月まで冬季中断し、令和３年４月

⑹不来方釣りクラブ

た。

元気に再会できることを誓い合い散会しまし

ら令和３年９月末までとし、原則毎週水曜日

令和３年度の活動期間は、令和２年 月か

対局を避け、インターネット囲碁や囲碁ソフ

を定例会日としています。令和２年 月から

囲碁クラブ会員は、感染症予防のため対面

⑸盛岡グラウンドゴルフ同好会

27

度同様中止となりました。

10

名（うち女性３

の感染拡大防止の観点から、例年のような集

令和３年度の総会は、新型コロナウイルス

ます。

名）で、主に船釣りを主として活動しており

不来方釣りクラブは会員

明るく、楽しく、元気よく、が
モットーです

ト等を活用し、棋力の維持向上に努めてはお

ます。

したが、今年度も新型コロナウイルス感染拡

楽しく・元気よく」をモットーに進めていま

会の概要は、パソコンのアプリケーション

大防止により、例会の中止など本活動に影響

⑷インターネットを楽しむ会

ソフトの使い方、インターネットを利用した

がでました。

男子 名 女子４名 計 名

盛岡市都南中央公園野球場

月４回（ 名） ４月３回（ 名）

・例会実施回数

・例会場所

・会員数

令和３年度の活動状況は次のとおりです。

コミュニケーションの取り方、便利な機能の
使用方法等の勉強会をしています。また、電
友会ホームページを更新しています。
活動は新型コロナ拡大に伴い９月・２月～

回の開催

３月を中止しました。令和３年度の活動は、
１．パソコン教室

７月４回（ 名） ８月２回（ 名）

・令和３年度クラブ納め 優勝 佐々木博実

議の方法、パソコンの高速化、デジカメ写真

作成、データの振分と整理のしかた等。

・令和３年度の成績

17

10

11

16
５月４回（ 名） ６月５回（ 名）

23 56 33

９月２回（ 名）

テレワークについて、テレビ会

12

28 46 47 49

編集、Ｗｏｒｄ及びＥｘｅｌの活用、年賀状

主な内容

10

２．会員のパソコン設定、不具合調査・ソフ

18

27

各地区電友会だより
（岩手）

日、会計監査を実施し、その後会員全

合形式ではなく書面議決での総会としました。
５月

◆ 花巻電友会

様々な意見を交わした結果、やはり組織は

そのまま継続し、花巻地区の行事は今までと

同様に合同で開催していく事を確認しました。

すことにしました。大きな違いは今までそれ

また、今回の話し合いにより役員配置を見直

令和元年度は書面会議となり、令和２年度

ぞれの組織に会長１・副会長１・事務局長１・

◎定期総会
は役員改選や組織統合案などの重要提案があ

監事２の配置でしたが、新組織体制の役員に

和３年度の実行計画案、予算案という内容で

り通常総会が必要でしたが、コロナ禍の為、

ついては、ポストはそれぞれの組織にありつ

令和３年度の実行計画は６月から

承認を求めました。

止むを得ず総会を一年間延期し、令和３年度

８名

会」と「ＮＴＴ労組退職者の会花巻地区協議

名 で し た。 前 年 度 ま で は「 Ｎ Ｔ Ｔ 花 巻 電 友

の無いように工夫する事で可決されました。

方法についても合同で開催し、進め方に齟齬

月まで

船釣りと岸壁釣りを計画しましたが、コロナ

１・事務局次長１・監事２を兼務するという

つ、実働として会長１・副会長１・事務局長

定期総会は、令和４度５月 日に通常開催

へ役員・事業はそのまま継続しました。

か心配しながらの活動でした。

普代翔光丸
６名

人事案が可決されました。今後、総会の開催

日 カレイ釣り
普代翔光丸

３時間に及ぶ総会で議論が白熱し、有意義

しました。会員数 名、定期総会参加者は

日 カレイ釣り

会」は、総会の開催日は同じでしたがそれぞ

主な活動状況は次の通りです。
・５月
・６月
７名

な総会でした。新体制で行事を実施していく

普代翔光丸

れに時間を分けて開催しておりました。しか

ことといたします。

名参加。釣果はその時によって

し、両組織に加盟する会員が約９割であるた

計３回、

差 が あ り ま し た が、 カ レ イ の 他 に、 ナ メ タ、

め、時間の短縮を考慮し、中断なしで続けて

したが、新型コロナウイルスの関係で中止し

能しながら、のんびりと釣りを楽しむ予定で

「海楽荘」に１泊して、美味しい海の幸を堪

恒例の釣り旅行は７月に碁石海岸の民宿

き、役員の人材探しが困難な状況になったた

で す が、 会 員 の 老 齢 化 に よ り 会 員 減 少 が 続

年組織改革の話し合いを重ねていたところ

して話し合われました。これについては、毎

役員のなり手がいないことが重要な議案と

ような楽しい行事も集合する行事は何も出来

新型コロナウイルス感染防止のため例年の

・とおのＮ＆球

◎サークル活動

開催しました。

月にはつなぎ温泉愛真館

め「ＮＴＴ花巻電友会」と「ＮＴＴ労組退職

ました。その他、

において、１年の締めくくりとして１泊での

いどおりにならない毎日でした。でも大空の

ないような雰囲気で会員同志の情報交換も思

12

の関係で中止となりました。

提案しました。

者の会花巻地区協議会」の組織統合の議案を

◆ 遠野地区電友会

アイナメ、ソイ、タコ等の外道も釣れて、そ

日 カレイ釣り

32

11

忘年会を計画しておりましたが同じくコロナ

れなりに楽しめました。

21

・７月

98

19

ウイルスの関係で予定通り実施できるかどう

２年度の事業報告、決算、監査報告そして令

員へ総会議案書を送付しました。内容は令和

10
10 26 28

19

各地区電友会だより
（岩手）

３位 池田

会員の皆様とお会いして大いに語り合うこと

要一

下で体を動かすグラウンドゴルフだけは毎週

伸一

回定期総会開催

◆ 水沢地区電電友の会
◎第

を開催。前年と同じく、新型コロナウイルス

よう確認し終了した。

ないで、新年度こそは、日帰りレク等できる

活動方針を原案通り承認して、コロナに負け

を来賓に迎え挨拶を頂いた。経過報告並びに

をお祈りした。ＮＴＴ県南支店佐々木支店長

なられた仲間の皆様に黙祷をささげてご冥福

総会（役員会）の冒頭、この１年間で亡く

キで大会への意見等を集約した。

「役員会」の形で開催し、会員には返信ハガ

年も全員参加を断念し、各地区理事が出席し

が出来なかったことが本当に残念だった。今

小林

清志

励んでいきたいと思います。

今年度も健康維持、会員相互の親睦を深め

２位

菊池

ちょっとひとやすみ（10 月例会）

火曜日、上早瀬河川敷で 実行してきました。

回延人数

８月は岩手県緊急事態宣言発令に伴う体育施
設の休館で中止しましたが年間
２３８人の参加でした。上早瀬河川敷は、芥
川賞と文藝賞、史上初のＷ賞！となった若竹
千佐子さん（遠野
出身）の「おらお
らでひとりいぐも」
の中に好きな山（六
角牛山）がでてき
ます。その山が素
晴らしく、落ちつ
く気持ちになるよ
うな、どっしりと
遠野を守っ て い る

２位

令和３年 月 日ＮＴＴ県南支店で役員会

賞品を手に
よろこびの総会大会

感染拡大により、全員参加の総会とはならず

各地区理事による総会
（役員会）

かの如くみえる河川敷です。

清志

伸一

孝摩

大会の結果は次のとおりでした。

菊池
孝摩

・６月大会（６月８日）
優勝
菊池

月５日）

３位
月大会（
小林

大三郎
日）
菊池

10

35

２位

12

・
優勝

佐々木

月

洋子

30

10

11

３位

椛本

・総会大会（
優勝

20

10

10

各地区電友会だより
（岩手）
◎サークル活動
遊んでいる。令和３年は 回、延べ参加者数

町「ふれあいの丘」パークゴルフ場を中心に

時までパ

⑴ＩＴだべり会
時から

ソコン教室を開いて楽しんでる。会の楽しみ

歩の運動とゲームを楽しんでいる。交流大会

の衰えをカバーしようと、毎回４～５０００

は２２８名だった。歩くことで少しでも体力

は季節ごとのレクリェーション。コロナ禍で

の成績は、・年間最多ホールインワン及川好

毎月第１火曜・水曜の

揃っての外出が難しくなり、ようやっと感染

生さん・年間最小スコア菊池庄一さん・年間
ポイント１位今野弘さん、２位佐藤年紘さん、

日、
「 一 戸・ 二 戸 」

方面へ会員４名でドライブに出かけた。目的
３位菊池庄一さん。

者数も落ち着いた４月

地は瀬戸内寂聴の説法で有名になった「天台

◎『

年のあゆみ』
発行

寺」
。長い階段を、足を引きずりながら参詣。

見学後、御所野縄文遺跡へ。その後「世界遺

にびっくり。二戸郊外の野趣あふれる九戸城

昼食は鳥越食堂。なんと２５０円のラーメン

返し、構成から印刷・製本と慣れない作業を

にお届けすることが出来た。試行錯誤を繰り

水沢電電友の会も 年を迎え記念誌を会員

月まで

進め完成。発行にあたっては、仲間、先輩か

出深い「ブラ旅」になった。
⑵グランドゴルフ同好会
令和３年は４月７日スタートし、

８カ月間活動した。定例会の会場は「胆江広
域交流センター」のグランドゴルフ場。活動
回、延べ１１０名でした。コロナ

らたくさんの思い出、力強いお言葉をいただ
きました。

◎サークル活動

◆ いちのせき電友会

感染拡大と天候不良で大会中止が多く活動回

日の例会を計画していますが、令和３年度は

会員の健康維持と親睦を図るため毎週水曜

・グラウンドゴルフ同好会

賞は佐藤幸三さん、銅賞は千田長さんでした。

彰・金賞は佐藤睦夫さん、高橋清信さん、銀

数も減少。会員親睦交流大会の結果、年間表

回数は全

30

会場の確保や天候の状況等により 回の開催
となりました。

名参加）

会員の高齢化により例会の参加者が減少し

てきておりますが、７月の大 会（

元気にプレーしますよ〜。（5/11 例会）

25

産」に登録された。寂聴さんも亡くなり思い

30

ナイスショット！（5/11 例会）

12
11

時から、羽田
13

今年も楽しみましょう！
（5/18 例会）

10
29

月の毎週月曜日

⑶パークゴルフ同好会
４月から

20

22
11

14

21

各地区電友会だより
（岩手）

と

月の納会（

名参加）には賞品を準備し

◆ 北上電友会
◎サークル活動

から３年続けて総会なしのスタートとなりま

ここ数年の新型コロナ禍で唯一活動してい

〈球春始まる〉

・グラウンドゴルフサークル

した。２名の新会員が加わりましたので今年

るグラウンドゴルフ同好会が４月を迎え今年

タートですが、コロナの収束が見えないこと

例年ですと４月に総会と懇親会を行いス

を深めています。

て参加者を勧誘し体力向上と会員相互の親睦

15

月まで明るく楽しく元気よくは

も４月から

はつらつプレー！！
（5/18 例会）

度の活動を「樺山歴史広場」において再開し
ました。現在会員数は 名ですが当日は８名

10

11

つらつとしたプレーをしていきたいと思って
います。

の参加でした。
昨年度は、週２回の練習に延べ５１３名、
４回のサークル大会には延べ 名の参加があ

楽しい活動を展開することが出来ました。

り練習、大会とも多数の会員の参加により、

59

月までの週２回、火曜日は「展勝地

グラウンド」土曜日は「樺山歴史広場」で練

習を行い、その成果をサークル大会で発揮し

ようと会員一同張り切っています。

次号には大会の結果を報告したいと思いま
す。

楽しい活動を
展開しています

18

本年度もサークル大会が４回開催されます。
４月～

22

プレーの合間ちょっとひと息

11

