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年行われますNTT秋田支店が主催の﹁環境
クリーン作戦﹂も中止でした︒

◆千秋クラブ
◎千秋クラブ定期総会﹁中止﹂
新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ
令和2年度第20回電友会秋田支部定期総会は
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秋 田
◆秋田支部
◎支部定期総会﹁書面会議﹂で開催
地方本部より新型コロナウイルス感染防止

対策の一環として︑指示あるまで﹁書面会議

こまめに水分7疇絵する
気溝や湿度を！†って細る
ゆったりした個を■るなど通気を良くする

窓を開け通気を保つ
扇風機などを使用し室内に暑気・熱局長′留めない
すたれ等を使い直射白光を避ける工夫をする
エアコンによる軍内濁度の洒幾をする

【外出時1

NTT集中象れ臨支払：出■1F内

7月頃から開催が可能か︑電友会・NTT

27日までの3日間に渡り開催しました︒

とNTT労組退職者の会と共催で9月25日〜

毎年恒例の余技作品展は電友会千秋クラブ

◎NTT−OB・OG余技作品展開催

【署 内l

場への入室方法・マスク・アルコール消毒液

労組・会場︵アトリオン︶事務局3者で︵会
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裏表紙：熱中症対策のチラシを裏面で周知
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理外では班群を守るため帽子や白傘を使用する
日懐を温んで歩く又は並ぶ時は日陣を利用する
・斬み物モ拠欄しこまめに飲む
［二如ユつdポイント】
将帥しい腕こ亭■す盲
危険廉が高いときは外出を控える

禽和2年6月19日く食）

熱中症を予防するためには、こまめに飲水することがt雀です・
のどが用いてから、水分補給をするのでは厚く 例えば時間を
′央めて水分欄越したり 外出編目こ水分補給をするはと縁談餌に
こまめに水分を補拾する「ちょこちょこ飲尻」を心机ナましよう。

令和2年6月5日﹁書面決議﹂で開催された︒
これを踏まえ千秋クラブ定期総会を開催す
るにあたり︑全会員より議決を得ることが難

活動報告書

〇効果的な熱中症予防対糞

t 表 象千 秋クラ ブ

新型コロナウイルス感染症対鮫のため、不審不急の外出は控える
ことが椎潰される今年の正．
要内で過ごす時間も多くなるため 熱甲症にこ法泉してください一

で実施﹂との連絡を受け令和2年度第20回電

友会定期総会を開催するにあたり秋田支部全

役員に﹁臨時役員会を書面会議﹂で行うメー

しいことから︑令和2年5月22日千秋クラブ

臨時役員会をメールで開催︒﹁千秋クラブ定

ル送信︑全役員より﹁異議なし﹂の審議を受

け﹁総会資料一式﹂を郵送した結果︑全役員

期総会・中止﹂とする旨の審議を行い全役員

号送付時に同封し︑全会員のご理解を得まし

令和2年度の活動報告書は電友会会報第87

の印刷を行った︒

内容全てについて承認されたことから報告書

書内容について6月20日全役員よりの連絡で

6月18日メールにて令和2年度の活動報告

に全役員に郵送して内容の確認をお願いした︒

令和2年度の活動報告書を作成し6月17日

しました︒

で﹁電友会千秋クラブ総会・中止﹂の連絡を

より賛成を頂き︑千秋クラブ全会員にハガキ

より﹁承認﹂を頂いた︒
木村支部長より代議員の選出が行われ︑選

出された代議員へメール等で周知し︑代議員
の﹁承諾﹂も全員より得た︒これを受けて︑﹁令
和2年度第20回電友会定期総会﹂を6月5日

開催を決定し︑定期総会参加者全員に﹁議
案書及び決議書︵返信用ハガキ︶﹂を送付し︑
参加者全員より﹁賛成﹂を頂き無事に支部定
期総会が書面会議で終了した︒

◎今年度の行事
﹁NTT秋田グループ竿燈会﹂は祭り自体が

中止となり参加出来ませんでした︒また︑例

新塑コロナ対策が続く才、
熱中療にご注意！予防と対策
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を図り︑電話連絡等で呼びかけを行ったとこ

月の電友会会報第87号送付時に全会員に同知

で開催を決定しました︒会員への周知は︑8

3密・ソーシャルデスタンスが保たれる条件

また︑会場を一方通行等︶ 事前に協議をし︑

変良かったなと満足

とが事務局として大

えた交流があったこ

出展もあり地域を超

南地区の方﹁書道﹂

種別の力作を堪能しておりました︒また︑県

県北地区の方﹁写真﹂ の

ろ︑42名の出展者︑564点の出展を頂きま

感で一杯になりまし

雨の多い3日間でしたが︑延べ371名の

余技作品展は︑2
001年度電友会千

︒
た

今回は︑例年より広い展示場でしたが︑余

秋クラブ創立40周年

技作品展﹂﹁NTT−OB・OG余技作品展﹂

と名称を変え歩んで来ました︒

﹁余技作品展﹂を待ち望んでいた会員の方々

関係者・参加者の協力のもと︑この時期に

印象的でした︒

った︒次回また出展します﹂ の心強い言葉が

参加者の皆様より﹁開催が出来て本当に良か

々と協議した結果可能と判断し開催しました︒

ナウイルス禍で開催が危ぶまれましたが︑色

今回は記念すべき第20回目︒当初は︑コロ

密にもならない、見学者

のためにも開催して︑本当に良かった︒

疲れたので一休み

色々な作品があってスゴイネIl

来場者がありました︒

技作品展始まって以来の出展数があり︑鑑賞

の節目にテルウエル

から電友会千秋クラ

ブへ主催が変わりま
した︒また2003

年度からはNTT労

組退職者の会秋田地
区協議会と共催する
ことと成りました︒

余技作品展
の歴史は古く︑

﹁趣味展﹂ か
ら始まり﹁N
TT蓼OB芸

術作品展﹂﹁N

TT−OB余
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来年は作成した面プレゼントとしようかな？
今年は凧をつるしてみたよ
来年は「書道」増やしたいな…

し
た
︒

感動のあまり中々次の作品に移動しない おらがたでもパッチワーク出来るかな7

に訪れたお客様も会員の心のこもった色々な

受付からのスナップ

各地区電友会だより（秋田）
◎サークル活動
㈲千秋月曜会
令和元年12月以降に中国において新型コロ

ナウイルス関連の肺炎が報告されてから︑日
本国内では︑3月頃から規制が一段と厳しく

なった︒2年新年早々に老人保健施設 ︵山盛
苑︶ で令和2年1月誕生会を行って︑さあこ

れから今年度の活動が始まるぞ︑の矢先に新
型コロナウイルス感

染の拡大が報じられ
た︒日常生活はもち

ろん色々な活動が制
限される中︑千秋月
曜会も高年齢者が多
いため1月以降の練
習も6月まで活動日

粛︒7月から第4月曜日に3密等を避けなが
ら練習を開始した︒

㈲千秋囲碁クラブ

コロナ感染防止のため﹁密﹂ になる集合総

た︒また ﹁背中を向

会を自粛︑議案送付による書面総会としまし

そしてコロナウイルスも終息し︑安心︑安全

けて碁は打てない﹂

サークル活動は︑練習を休まずに行うこと︑

に施設訪問が出来るようになることを願って

と︑大会と例会を見

小人数の「勉強会」

が︑状況を見ながら判断し︑活動してまいり

す︒会員からは︑対局を待つ声も聞かれます

ら続けている現状で

スク着用等をしなが

会は︑小人数でもマ

毎週水曜日の勉強

合わせています︒

います︒

毎月第4月曜日にNTT秋田支店向かいの

秋田市民市場2階会議室にて︑午後1時半よ
り2時間程度練習を行っています︒

詳細は︑千秋クラブ事務局までお問合せ下
さい︒︵電話018−834−4239︶

練習の合間「はっと一息」

ン！うーん、いい手かな？

無観客？対局でも
真剣そのもの

令和3年の開催日も決定していますよ！
毎月第4月曜日の
3密等を注意しながらの練習風景
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ます︒

加者が少なめではありましたが事故けが等も

準優勝 鈴木 光雄

準優勝 三浦 悠造

準優勝 千田 育男

21名参加︶

優勝 法吉 宏正

・6月︵椿台cc

優勝 高橋 均

・5月︵南秋田cc 17名参加︶

優勝 桜田 博

・4月︵太平山cc 16名参加︶

会の成績は次のとおりです︒

なく楽しい例会となりました︒令和2年度例

スライスラインバーデーパット、10cmとどかず

㈱NTT・OB秋田ゴルフクラブ

太平山ccアウトコース4番ホール

今年度最初の例会は4月20日太平山cc風
雨での開催︑5〜

7月は晴天︑しか
し8月のロイヤル
9月のウインズ︑

最終戦10月の太平

山も雨にたたられ

・7月︵ノースHGC 19名参加︶

令和2年度NTトOB秋田ゴルフクラブ
オープンコンペ参加者

スコアを伸ばすこ

とが出来なかった︒

コロナの影響等
もあり全体的に参

優勝 加藤 隆

準優勝 金 登美一

準優勝 金 登美一

・8月︵ロイヤルGC 19名参加︶

優勝 藤田 敏明

準優勝 金持 巽

・9月︵新秋田ウインズcc 18名参加︶

優勝 高橋萬二郎

準優勝 法方 宏正

・10月︵太平山cc 17名参加︶

優勝 川村 方明

◆秋田県南地区電友会

◎令和2年度定期総会﹁書面会議﹂開催

秋田支部方針通り8月8日に定期総会﹁書

面会議﹂を実施し︑全ての議案が︑会員より

賛成・承認されました︒

◆秋田県北地区電友会

◎令和2年度定期総会﹁書面会議﹂開催

支部方針により︑定期総会日を7月25日と

して︑﹁書面会議﹂を実施して会員の皆様よ

り上程しました議案は承認されました︒
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NTT一〇腋鋏萬ゴルナか寺プ∵譜ヰプかまやぺ
禽紳2年度

最高齢高橋萬二郎選手の10メートル下りの

太平山ccアウトコース1番ロングホール
桜田会長に豪快な250ヤード7ドライバーショット

