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福島
◆福島支部
◎支部近況

●
．
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今年度は︑新型コロナウイルス感染の影響
で︑4月から7月に各地区で開催する﹁定期

含め会員の交流を深める事が出来る年と︑期

度こそはコロナを収束させ︑サークル活動を

により︑大会開催時のコースの選択肢が増え

ル︶﹂ が新規にオープンしたこと︒このこと

達市保原町に﹁伊達市パークゴルフ場︵36ホー

除き毎月開催することにしました︒

したが︑真夏の8月及び酷寒期の1〜2月を

昨年の大会は6月からのスタートとなりま

・サークル主催の例月大会

ることになります︒

待したいものです︒

◆福島地区電友会
◎サークル活動
3月から5月までに予定していた総ての行

要で現地集合が容易な﹁福島市パークゴルフ

感染防止のため︑マイカーの乗り合わせが不

なお開催場所は︑新型コロナウイルスへの

事︵3月例月大会︑役員会︑定期総会︑4月

場﹂をメイン会場に変更して開催しました︒

㈲パークゴルフ倶楽部

例月大会︑5月例月大会︶ は︑新型コロナウ

総会﹂は書面会議となり︑懇親会は中止とな

更に︑OB・OG交流会は︑元年の台風19

イルスの影響で休止せざるを得ませんでした︒

りました︒

号による中止に続き︑2年も新型コロナウイ

そのうち︑役員会・定期総会は︑それぞれ

ルフ﹂﹁パークゴルフ﹂﹁グランドゴルフ﹂や﹁ト

各地区のサークル活動も︑屋外で行う﹁ゴ

ク持参でようやく6

の例月大会は︑マス

を実施し︑毎月1回

昨年の大会は︑6月〜10月まで4回開催︑

ルス感染防止による中止と︑会員の交流機会

レッキング﹂及び﹁園芸﹂は︑感染防止の取

月からスタートする

書面による議案審議

り組みを行って︑6月以降には例会を開催し

ことができました︒

大会の成績発表を待つ
参加者の皆さん

が無くなり残念でなりません︒

ていますが︑参加者は少ないようです︒

また︑毎年開催し

ていた相馬・南相馬・福島地区の ﹁3地区交

一方︑室内で行う﹁囲碁﹂ ﹁麻雀﹂ ﹁カラオ
ケ﹂等は︑活動を自粛しておりましたが︑一

流会 ︵相馬地区幹事︶﹂も同様に新型コロナ

そのような中で︑明るい材料としては︑昨

部のサークルでは︑10月から﹁3密﹂を避け

例年では︑忘年会や新年会で会員の交流を

年10月︑福島市内から車で約30分で行ける伊

ウイルスの影響で中止となりました︒

図る季節ですが︑今年度は無理と諦め︑来年

る工夫をし︑例会を開催しています︒

マスクを着用した競技前の
ミーティング（第3回大会）
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それぞれ和やかな雰囲気の中で︑思い思いの
プレーを存分に楽しみました︒

伊藤

邦子

準優勝 三浦 慎也

準優勝 伊藤 照仁

準優勝

準優勝 森口 善一

成績は︑次のとおりです︒
・第1回大会︵6月日日︶

照仁

︵10月1日︶

邦子

︵9月3日︶

善一

︵7月2日︶

優勝 大久保清三
・第2回大会

優勝 森口
・第3回大会

優勝 伊藤
・第4回大会

優勝 伊藤

㈱しのぶゴルフ倶楽部
昨年3月25日に第222回をパーシモン

C・Cにて実施後︑新型コロナウイルス感染
防止の為︑4・5・6月の3ケ月間活動を自粛

致しました︒7月以降は︑緊急事態宣言解除

を受け︑感染防止に努めながら久しぶりにプ
レーを楽しみ会員の親睦を深める事ができま

した︒今後の活動に関しても︑新型コロナウ

イルスの感染防止に努めプレーを楽しんで行
きたいたいと思います︒なお︑しのぶゴルフ

倶楽部に入会希望の方歓迎致します︒

各大会の結果は次の通りです︒
・第226回大会 令和2年7月17日

ハンデ戦

準優勝 北見 康夫

猫魔ホテル猪苗代ゴルフクラブ

優勝 佐々木 充

セキュリティー対策

・例会活動

3名

令和2年8月7日

6月20日

データ削除

・第227回大会

猫魔ホテル猪苗代ゴルフクラブ

7月25日

ハンデ戦

優勝 本田 幸一 準優勝 阿部 孝一

日月21日

外部装置取付等

7名

4名

5名

便利な使い方 4名

オフィスインストール

4名

ネット接続・無線構築 7名

1月16日

封筒印刷

7名

2月20日

総会

7月16日

4名

室内接続

ル
等
︒

ル︑画像編集︑プリンターの初期設定︑メー

期間中25回延べ80名受講︒ワード︑エクセ

・PC教室の開催

スの実施︒ふくしま電友会だよりの掲載︒

ホームページへのタイムリーなメンテナン

・福島支部への支援

9月17日

6月18日 最近の情勢 4名

4月・5月コロナ休会

7名

3月19日

12月19日

ウインドウズ対策

7名

堀内

10月17日

データ整理

準優勝

良巳

9月19日

省治

Wペリア戟

・第228回大会 令和2年9月日日

尾形

パーシモンC・C

優勝

㈱ITサークル悠々クラブ

視覚障害者支援組織﹁にじの会﹂ に対する

・ボランティア活動

ルの知識を出し合い︑スキルが不足している

支援活動︒ディジー図書作成のための高性能

悠々クラブの活動理念﹃会員相互ITスキ

会員はITスキルを身につけ︑生かし︑社会

スキャナーを活用しテキストデータ化及び

ディジー化︒前期後期合わせ却冊を音声化翻

貢献することを目標として活動する﹄として
おります︒
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ゴルフクラブの面々。
後列まん中は、月光仮面でしょうか
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要です︒7月は四季の里︒10月は文知摺観音︑

会から︑活動を再開しました︒

策を実施しているお店を厳選し︑昨年10月例

訳︒主なもの︑﹁自力でコレステロールと中性
11月は信夫山︒

戦

脂肪をさげる﹂﹁もしも魔法が使えたら

㈱そばを楽しむ会

コール購入③体調チェック問診票を作成して

①非接触型温度計購入②手指消毒用アル

その際に︑次の対策を実施しました︒

・7月は︑感染防止の為分散開催とした︒

・7月 22日と29日に開催︑計21名参加︒

・6月 コロナ感染が増加した為休会︒

前回号掲載以降の活動状況は次の通り︒

㈲カラオケサークル

昨年の3月以降は︑新型コロナウイルス感

活動再開を！

コロナウイルスに打ち勝ち

争孤児‖人の記憶﹂ ﹁ドラゴンの塔﹂等︒因
みに2019年度の福島にじの会翻訳図書に
対する閲覧数は延べ1681回でした︒期間

中の勉強会は延べ6回開催︒

障害者の案内や周辺情況・史跡・建物等の説

染の恐れがある為︑残念ながら例会開催など

2つ目の支援活動﹁ウォーキング﹂ ︵視覚

明︶ は︑コロナ禍の影響で延び延びとなり︑

の活動を自粛していました︒

全員に記入していただきました︒

また︑そばを食べるまではマスク着用︑窓

新型コロナウイルスの感染拡大も和らぎ︑

第1回を昨年6月に行いました︒コースは︑

旧日銀福島支店長官舎を起点に阿武隈川・荒

昨今のイベント人数制限が緩和傾向にあるこ

を開けて換気︑間隔を空け︑非対面の座席配

話し合い︑その結果︑麻雀大会そのものがコ

・8月 役員会を開催し今後の予定について

定は更に繰延︒

・6月 コロナ感染の危機治まらず6月の予

に実施する旨決定︒

について︑例会は中止し総会は6月の例会時

・4月 コロナ感染拡大のため総会及び例会

前回号掲載以降の活動状況は次の通り︒

㈱麻雀サークル

為︑休会︒

ん︒8〜10月は︑全国的に感染が拡大傾向の

ろ︑そばを楽しむ会の会員の感染者はいませ

置として実施しました︒幸いにも現在のとこ

とから︑我がカラオケサークルも感染予防対

カラオケサークル活動再開。
やっと例会が開けました。

川・大森川河畔の散策です︒
参加者の期待が大きい活動ですが︑天候が

荒川河畔
柳稲荷神社
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ロナ感染の元と想定される3密を払拭出来な

・しのぶ里山トレッキング倶楽部

れた︒雲海に蔵王山

5月例会が中止になっていたが︑5月14日福

事態宣言が発令されてから総会︑4月例会︑

辺では︑コバイケイ

素晴らしい︒鎌沼周

を望む大パノラマも

や西吾妻山︑磐梯山

麻雀はコミュニケーションつくりや脳の活

島県は宣言解除地域になったため︑役員で話

ソウ︑ワタスゲ︑シャ

昨年4月に新型コロナウィルス感染の緊急

性化に大いにプラスになるゲームと考えられ

し合い︑感染防止対策を取りながら例会を再

クナゲ︑イワカガミ

いことから︑当面は開催しないこととした︒

ます︒早く元の状態に戻ってまたゲームがで
開することにしました︒

等の高山植物を観賞した︒

このことを会員に周知︒

きるようになる日を心待ちにしております︒

・6月12日大作山568m目名参加︒ステイ

シューズ持参してプレーする方は︑3密の対

その後5月以降からは休会しています︒

態宣言の発令に伴い︑4月の開催は中止し︑

TT保養所の﹁渓泉

勢屋旅館で入浴︒N

て咲いていたのは1輪だけ︒下山後飯坂温泉伊

目的のヒメサユリは︑開花時期が終わってい

マスクを着けての︑まずは足慣らしの登山︒

ホームから久々解放されて爽やかな晴天の中

たりした時を過ごした︒

谷から木立の中を摺り抜ける涼しい風にゆっ

きのマイナスイオンで元気を貰い︑荒川の渓

でした︒滝の落差30mから流れ落ちる水しぶ

記録的な猛暑から涼を求めて7年ぶりの幕滝

・8月21日幕滝1300m18名参加︒連日の

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事

策を図れば楽しくゲームできますが︑借用し

荘﹂を伊勢屋が管理

ボウリングは自前のマイボール︑マイ

てゲームをする人たちは他人が使ったボール︑

し︑源泉かけ流しの

目︒須川温泉から寮の碩〜名残ケ原〜苔花台

参加︒年に1度の1泊山行きで2年ぶり2度

・9月30日〜10月1日栗駒山1626m12名

シューズを利用する事になります︒

知り︑懐かしんで入

お風呂が健在なのを

と︑安全面の確保がはかられるかの経緯を見

浴してきました︒

これからのコロナウイルス感染拡大の推移

ています︒ 皆でゲームが出来る日を︑今か

・7月17日一切経山1949m8名参加︒梅

．旨

今か︑と待っています︒

雨の長雨が続き︑当日も吾妻山は雲に隠れ︑

沼︶ がコバルトブルーの美しい姿を見せてく

登頂︒頂上は風が無く眼下に魔女の瞳 ︵五色

浄土平から酸ケ平避難小屋経由で一切経山へ

くれた︒やっぱり晴れ男のジンスクは凄い！

霧雨が降っていたが︑浄土平は青空で迎えて

﹁コロナが憎いぜ！﹂

◆電友会吾妻会
◎サークル活動
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R2．7．17一切経山

幕滝のマイナスイオンをたっぷり浴びて…

仰ボウリングクラブ

R2．6．12大作山

各地区電友会だより（福島）
初めてのコースのためペースが上手く掴めず

しい秋晴れに恵まれ︑順調に登り続けたが︑

〜三途の川〜産沢〜山頂へのコース︒素晴ら

新型コロナ感染状況を見据えながら活動を判

を満喫出来るトレッキング最高です！今後も

自粛の疲れを癒しました︒素晴らしい大自然

業を種まき︑植栽︑除草︑防鳥ネット︑収穫

と共催で実施しました︒更にひまわり植栽事

ンドゴルフの実施をグラウンドゴルフクラブ

活動の詳細は電友会福島支部のHP﹁しの

ました︒

などの作業を延べ会員約50人の参加を得て実

ントが起きてしまい︑全員での登頂が叶わな

ぶ里山トレッキングの山行紀行﹂ にその都度

2︑グラウンドゴルフクラブ活動報告

断していきます︒

かったのが悔やまれる︒山頂は宮城県と岩手
写真入りで掲載しています︒

10月20日に︑仲町水無し川河川敷公園で新

しく交流を深めあいました︒

応しながら︑晴天のもと久しぶりの再開で楽

参加がありました︒交流会はコロナ感染に対

宮城・岩手・秋田県に跨る名峰の数々を望む

◆電電原町退職者の会

組織︑NTT退職者会と共催で実施︑30人の

施︑ヒマワリの種約10キログラム収穫があり

県の県境になっていて︑鳥海山の全景を始め

数名が体調を崩し︑登頂を断念するアクシデ

ひまわり畑 青空の元、立派に咲いたひまわり達。

ことが出来た︒眼下には色鮮やかな紅葉の絨
毯が広がり感動的な景色でした︒夜は念願の

R2．9．30栗駒山

◎組織活動報告
1︑書面による総会

総会は︑コロナ感染の関係から集合方式の
対応ではなく書面による方法で実施しました︒

会員全員に総会議案書を送付し︑議案につい
て賛否を問うた結果︑

活動方針案︑予算案
とも配付枚数52︑賛

成52︑反対0で可決
しました︒

しかし︑コロナ感

染の関係もあり集合

方式の行事は中止か
ら延期︑外で密にな
らない方式でグラウ

グラウンドゴルフクラブも久々の再開。
久し振りに楽しみました。

栗駒山荘で温泉に浸かりながら僅々と輝く満

月を眺め︑登山の疲れと新型コロナウィルス

無事登頂のメンバー
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◆電電相馬クラブ
◎定例総会開催
第27回定例総会は例年であれば7月初めに

実施するところでありますが︑新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため﹁書面会議﹂とい
たしました︒

令和元年度経過報告︑会計報告及び会計監

久しぶりの交流︑親睦を深めました︒優勝者

を守り開催しました︒7名の参加でしたが︑

間と会い交流することも必要ありと ﹁3密﹂

のため︑何もかも自粛のなか久しぶりに︑仲

施しました︒新型コロナウイルスの感染防止

者がないことから︑只今自学自習に努め︑来

今はコロナ禍で観光客が少なく︑案内等希望

昨年9月から順次観光案内をしております︒

ルスの為︑会員を少人数に分けた研修を行い

のガイドを行っております︒新型コロナウイ

員として︑白河小峰城︑南湖公園︑白河関跡

小グループ旅行・ランチ会・演劇観賞等未実

南峰会では︑コロナ騒ぎでお茶会・お花・

㈱南峰会

るべき時期到来を待っています︒

は鈴木栄さんでした︒

健康維持のためにパークゴルフ練習を毎週
水曜日9時30分から主に ﹁光陽パークゴルフ

場﹂ で行っています︒気軽に参加されますよ
うお待ち申し上げます︒

毎年10月末には南相馬︑福島︑相馬の交流

仲間との再会の為の秘策を練っています︒

査報告︑令和2年度事業計画︵案︶ 及び予算
︵案︶ について議案書を郵送し︑提案しました︒

パークゴルフ大会を相馬で行う計画をしてお

施です︒今年春には騒ぎが収まる事を願い︑

なお︑承認・否については︑ハガキで行い

PCクラブでは︑研修会活動についての方

㈱PCクラブ
ため︑中止としました︒残念です︒

りましたが︑新型コロナウイルス感染防止の

結果は原案どおり承認されました︒

NTT事業協力として不良設備︵引き込み

法等検討中ですが︑令和3年新年会報の発行

に向け会員の新生活様式の変化について︑地

㈱南相馬との交流グランドゴルフ大会
令和2年10月20日南相馬・相馬交流グラン

道な取材に心がけ︑新年会報の作成をしてい

線の垂れ下がりなど︶ の情報提供に取り組ん

ドゴルフ大会が南相馬市で開催され︑相馬か

でおりますので会員の皆様のご協力をお願い
します︒

ます︒

は︑心豊かな老後の

白河地区電友会で

㈲花の絆

らも参加し︑交流・親睦を深めました︒

◆白河地区電友会

◎無人交換所除草作業
NTT事業への協力の一環として無人交換
所除草作業を有志で取り組みました︒今回も

磯部︑山上交換所を安全第一で作業を進め予

して︑平成30年より︑

仲間づくりの一環と

◎サークル活動

定どおり完了しました︒

◎サークル活動

会員間を ﹁花でつな

ぐ絆活動﹂を実施し

㈲ふるさとクラブ

ふるさとクラブでは︑白河市の観光名所を

ています︒例えば会

㈲パークゴルフ

案内している ﹁ツーリズムガイド白河﹂ の会

58

・第72回パークゴルフ大会

令和2年9月2日光陽パークゴルフ場で実

佐久間京子さんの畑での模様

各地区電友会だより（福島）
度は会員の輪を広げるため︑水やり等日常管

し︑ひまわりは種を回収しております︒本年

貞全員に花の寄せ植えやひまわりの種を提供

◎サークル活動

OG交流会を開催できる年としたいものです︒

せん︒来年度こそはコロナを終焉させ︑OB・

2年連続で中止になったことは残念でなりま

優勝 加藤 勝彦

結果は次のとおり

準優勝 金成武 男

回の定例会を昨年7月まで自粛しておりまし

新型コロナウイルス感染症の影響で︑月2

でており︑レベルの高さを示しております︒

ました︒例年本大会では男女ともに入賞者が

尾秀子さんが女性の部で準優勝の栄冠に輝き

ンペを開催することができました︒感染症を

心配する会員が多数おり︑例年の半数程度の
参加者になってしまったものの︑久々のコン

いわき秋季コンペ

ペだったこともあり︑熱戦を繰り広げること

ができました︒

◆会津電友会

◎役員会開催

「年金友の会」大会

が︑8月から活動を開始し︑9月末に秋季コ

会に当サークルから代表者4名が参加し︑西

9月18日平市民運動場で開催されたGG大

・年金友の会平地区大会に参戦

理の分散方法について検討し︑またコロナウ
・グラウンドゴルフサークル

員を含めた3者最大級の記念すべき集いが︑

よる影響で中止となってしまいました︒当会

続き︑今年度も新型コロナウイルス感染症に

元年の台風19号の甚大な被害による中止に

◎OB・OG交流会の中止

◆いわき電友会

イルス退散にむけた活動をしています︒

笹原キヨさんがお部屋で育てた花
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各地区電友会だより（福島）

書面会議による定期総会が会員全員の賛成
で議決したことを確認し︑最初の役員会を2
年7月31日に開催しました︒今後の活動計画

で毎年秋に予定していた芋煮会は︑コロナ感
染防止で中止としました︒また︑23年間︑長

期にわたり会計をしていただいた石田桂子さ
んが今回退任されました︒コロナ禍で何もで
きませんが︑この役員会で会食しながら労を

ねぎらい記念品を贈呈しました︒今後は︑幹

事としてご指導いただきます︒なお︑新事務
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局長及び会計を兼務されるのは︑兼子修一さ

23年間ありがとうございました。

んになりましたので宜しくお願い致します︒

退任された石田桂子さんを囲んで。

