各地区電友会だより（秋田）
◆秋田支部

らしさ﹂を披露していました︒

グループを代表して大いに﹁秋田竿燈の素晴

部長が騎馬提燈役の一人に選ばれNTT秋田

なお本番初日の8月3日には木村辰雄新支

頭で再会を期して︑散会となりました︒

大関副支部長︵県南地区会長︶ の中締めの音

に懇談が始まりました︒宴もたけなわとなり

田県分会副分会長石田和人様の発声で賑やか

浦寛様からご挨拶をいただき︑NTT労組秋

総会模様

◎定期総会開催
6月25日令和元年度第19回定期総会を﹁イ

恵まれNTT秋田グループ竿燈会の周りには

までの4日間にわたって実施され︑天候にも

秋田の伝統行事竿燈祭りは8月3日〜6日

木村達雄理事︑大川四郎理事が出席しました︒

5月27日には総会があり高橋幸雄支部長︑

事務局から﹁平成30

雄支部長の挨拶の後︑

理事を選出︒高橋幸

事︑議長に伊藤輝男

し司会に大川四郎理

相談役等27名が出席

ヤタカ﹂ で開催︒総会には支部役員︑代議員︑

多数の観光客が訪れ竿燈会員の妙技を堪能し

年度会務報告﹂ ﹁令

◎新年度第1回環境クリーン作戦

環境省が主唱する

6月の環境月間の取

り組みとして︑地元

地域の環境美化に貢

献するため︑管内︵県

南︑県北︑中央2ヶ

所︶一斉の ﹁環境ク

総会後の懇親会

◎NTT秋田グループ竿燈会模様

ていました︒事故も無く無事に﹁竿燈祭り﹂

和元年度事業計画 ︵案︶︑﹁平成30年度収支決

をお迎えし︑代表してNTT秋田支店長︑松

総会後は懇親会に移り多くのご来賓の皆様

が退任されました︒

が選任され︑樋渡徳義理事︑辰正祥事務局長

大川四郎氏︑新理事に鈴木光雄氏︑桜田博氏

秋クラブ副会長の木村達雄氏︑新事務局長に

高橋幸雄支部長は相談役に︑新支部長には千

期となっており提案どおり承認されました︒

で承認されました︒令和元年は役員の改選時

30年度会計監査﹂ の報告提案があり満場一致

算報告﹂ ﹁令和元年度収支予算︵案︶︑﹁平成

は終了しました︒

NTT中通ビルにて演技披露

側溝もきれいに
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に熱中出来たひと時でした︒

空気を吸いながら︑清々しい気分でゴミ拾い

員に混じって総勢20名が参加し︑朝の新鮮な

リーン作戦 ︵清掃活動︶﹂ にNTTの現役社

く︑魚の種類もまちまちで︑順位は付けない

ました︒大会とは言うものの︑参加者が少な

さらにアジの数釣りなど︑全員好釣果となり

真鯛や︑近年不漁となっていたキスが好調で

会︒高橋幸雄会長の挨拶に続いて事務局から

木光雄理事を選出し︑50名の会員の出席で開

しました︒植野のり子理事の司会︑議長に鈴

6月25日第58回定期総会をイヤタカで開催

発声で乾杯し懇親会が始まりました︒しばら

TT労組秋田県分会副分会長石田和人棟のご

支店長の松浦寛様よりご挨拶をいただき︑N

賓の紹介を行い︑代表してNTT東日本秋田

の挨拶の後10名の来

は︑木村辰雄新会長

続いての懇親会で

されました︒

渡辺幸雄理事が退任

務局長︑鎌田仁理事︑

子副会長︑辰正祥事㌫

れました︒同時に樋渡徳義副会長︑渡辺洋

男氏︑葛野新悦氏︑細川良一氏が其々選任さ

大川四郎氏︑新理事に植野のり子氏︑伊藤輝

は鈴木光雄氏︑高井志津子氏︑事務局長には

誉会長に︑新会長には木村辰雄氏︑副会長に

案どおり承認されました︒高橋幸雄会長は名

令和元年は役員の改選時期となっており提

があり満場一致で承認されました︒

度収支予算︵案︶ 平成30年度会計監査報告﹂

︵案︶﹂﹁平成30年度収支決算報告﹂ ﹁令和元年

﹁平成30年度会務報告﹂﹁令和元年度事業計画

◆千秋クラブ
◎秋田中央地区第2回環境クリーン作戦
8月1日に︑3日から始まる秋田の伝統行

事﹁竿燈まつり﹂を前に地元地域の環境美化
に貢献するため︑秋田駅前周辺の﹁環境クリー

ン作戦︵清掃活動︶﹂を実施し︑NTT秋田
グループ全体の企業イメージアップを図る目

的でNTT東日本秋田支店の参加の呼び掛け
に応え川名の会員が参加しました︒朝の新鮮

な空気を吸いながら︑清々しい気分でゴミ拾
いをしました︒

◎第58回定期総会開催

千秋クラブ 総会

大会となりました︒

◎第5回秋田湾釣り大会
令和元年7月27日︑5回目となった釣り大

会を実施︒曇天ながら波静かな秋田湾で参加
者︑会員4名＋2名計
6名で行いました︒

真鯛・キス・アジを
主なターゲットに見え

ぬ獲物をねらいました︒
釣果は︑50センチ超の
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第1回クリーン作戦

釣り大会

新鮮で輝いています
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気のまま︑懇談が続きました︒

くぶりでの再会を喜び合い終始和やかな雰囲
の商店街を彩る様は︑参加者全員があまりの

絵美人の措かれた絵どうろうが華やかに湯沢

に進めていくべきか︑会員一人ひとりの顔を

いけるのか心配しております︒今後どのよう

これからの千秋月曜会も︑いつまで続けて

活動状況

①毎月第4月曜日

・定期大会

榔千秋囲碁クラブ

皆さんも一緒に活動しませんか︒

④会員随時募集しております︒

③会費は年2回 ︵1回3千円︶

②会場は秋田市民市場2階会議室

午後1時半から2時間

情報交換に努めております︒

雅さ︑絢欄さに驚嘆し感動一杯な気持ちのま

最後に高井志津子新副会長の中締めの音頭
ま散策しました︒
に着きました︒

◎サークル活動
価千秋月曜会

が進んでいることからでしょう︒

会員も多くなりました︒これも会員の高齢化

てきております︒毎月の練習日にも欠席する

は体調不良や︑施設に入所している会員も出

会員の高齢化も進んでおります︒会員の中に

令和初の夏も︑厳しい暑さが続きました︒

優雅な絵どうろう

思いながら︑今後の活動方法について会員と

湯沢市絵どうろうまつり

余韻を残しっつ無事に帰路

で散会しました︒

◎親睦﹁旅の集い﹂

を見

00もの多くの浮世

学しました︒大小3

うろうまつり﹂

し︑﹁湯沢七夕絵ど

8月6日18名が参加

のもと恒例の日帰り

﹁秋田を観よう︑秋田を知ろう﹂ のテーマ

総会後の懇親会
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8月17日︑13名が参加し︑第141回定期

大会を行いました︒

大会結果

6 月 ︵椿台cc

優勝

場所はいずれも︑NTT秋田支店︵中通ビ
ル︶ のOBサロンで行います︒

7 月 ︵ノースHGC

高橋萬二郎

㈱NTT・OB秋田ゴルフクラブ

21名参加︶

準優勝 佐藤 昭

18名参加︶

準優勝 金持 巽

大関 文雄
優勝

例会は平成31年4

19名参加︶

正勝

8 月 ︵ロイヤルGC

塚本
月20日太平山ccか

優勝

2位

らのスタートとなり︑

博

4名

年号が令和に変わり︑

川村

282回例会

3名

5月は竹谷さんが初

・
例
会
6月1日

283回例会
3名

法吉 宏正

9 月 ︵椿台cc

優勝

準優勝 藤田 敏明

21名参加︶

準優勝 藤田 敏明

7月6日
284回例会

鎌田利左工門

9月7日

入会した安宅さんが

優勝︑10月は新たに

4名

10月5日

・1月以降の日程

まいました︒毎年恒

3回目で優勝してし

定期大会

例となっている北3

例会

2月8日10時〜

例会

1月日日13時〜

3月7日13時〜

県︵青森︑岩手︑秋
田︶ の親睦大会が5月31日秋田椿台ccで開

秋田大会

催され全体で40名︵秋田13名︶ の参加で行わ

れ︑岩手県が9連覇達成しました︒︵優勝者
黒川健児さん︶

今年の例会は幹事・会員の行いがいいのか
天候に恵まれ︑皆さん好スコアで楽しい例会
となりました︒

準優勝 高橋 孝男

20名参加︶

例会の成績は次のとおり︒
4月︵太平山cc

優勝 千田 育男

21名参加︶

準優勝 鈴木 光雄
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5月︵南秋田cc

優勝 竹谷 博史

NTT−OB北3県親睦ゴルフ

1位

NTT一秋田ゴルフクラブ

285回例会

千秋囲碁クラブ

各地区電友会だより（秋田）

安宅

専一

準優勝

10月 ︵太平山cc 21名参加︶

優勝

◆秋田県北地区電友会
◎令和元年度定期総会開催

桜田

博

7月12日︑大館市内の ﹁プラザ杉の子﹂ に

おいて︑15名の参加で︑令和元年度定期総会
を開催した︒
冒頭︑この1年間に亡くなられた2名の会

員の方のご冥福をお祈りして黙とうを捧げま
し
た
︒

来賓として︑着任

で盛り上がり楽しいひとときを過ごしました︒

◆秋田県南地区電友会

に対し黙祷を行い哀悼の意を表しました︒そ

の後︑総会の議長に龍山武志さんを選出し議

事に入りました︒来賓のNTT秋田支店県南

営業支店長の佐々木淳一様からチャレンジ業

務として自治体やJAなどとの省力化システ

ム・キャッシュレス決済などに取り組んでい

ることの紹介がありました︒その後︑議事が

進められ事務局より提案された仝議案が満場

一致で承認されました︒会務報告では米寿︑

喜寿祝での訪問を大切に継続していくと報告

がありました︒懇親会は久しぶりの再会の人

もいて楽しいひと時を過ごし︑次回も元気で

再会出来ることを誓いあって散会しました︒

懇親会

間もない県北支店長
会
総
期
定

久しぶりだすな〜 なんとしてだ？

の橋場寛之様と︑新
しく電友会秋田支部

長になられた木村辰

令和元年度の秋田

◎第28回定期総会開催

ただき︑議長に伊藤良子さんを選出し議事に

県南地区電友会定期

雄様からご挨拶をい邁

入りました︒少人数ながら活発な審議が行わ

総会を7月17日横手
市の ﹁シャイニーパ

れ議案は原案どおり可決承認されました︒

また役員改選も行われ︑現体制で更に2年

た︒初めに昨年度ご

レス﹂ で開催しまし

総会終了後︑懇親会に入り︑近況を語りな

逝去されました方々

間継続することになりました︒

がらアルコールの量も増し︑次第にカラオケ

懇親会
これからが本番デス！
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