各地区電友会だより（福島）

1．10月23日開催の ﹁OB・OG交流会 ︵旧

2．サークル助成金申請時の注意点について

1．各サークルの年間活動計画

会議では︑

祝う会︶﹂ 及び同日開催の ﹁文化講演会﹂ に

報告や周知・確認を行いました︒

ます︒

ついて

加入会員が少なく月例会の参加者が減ってい

各サークルの活動に関しては︑新規

年春から放映のNHK朝ドラ﹁エール﹂ にち

る等の課題が有り︑﹁地区だより50号﹂ ︵令和

1項

なみ﹁古関裕而﹂作曲のカラオケ等で盛り上

元年8月1日発行︶ に各サークルの活動概要

・﹁OB・OG交流会﹂ の余興には︑令和2

げる

を掲載︑﹁地区だより51号﹂ ︵令和2年1月1

◆福島地区電友会

・文化講演会は ﹁信夫山の歴史と文化﹂を演

日発行︶ に各サークルの入会勧奨PR等を掲

◎第2回福島地区役員会開催

ベニュール﹂ において︑令和元年度第2回地

題に講師を選定依頼

9月5日NTT福島支店山下ビル1階﹁ア

区役員会が14名の参加で開催されました︒

載し︑新規会員の増を図る事にしました︒

サークル助成金申請時の注意する点

については︑

2項

2．会員拡大施策の進捗状況について
8月末現在︑新規入会者1名︒︵正会員1名・

会議の内容は︑今年度計画された事業の進

捗状況と今後の進め方についてが主要な議題

準会員無し︶ 入会候補者へサークル活動の紹
介など︑入会勧奨を行う事にしました︒

3．不良設備︑販売情報提供の状況について
8月末現在︑不良設備情報33件︑販売情報
1件︒

4．NTT施策﹁福島ひまわり里親PT﹂ の

取組み状況について
5．NTTグループ東北スポーツ後援会の加
入協力について
6．菊の里チャリティバザーの協力について

◎サークル代表者会議を開催
7月日日NTT花園ビル会議室において︑
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福島地区・吾妻会合同のサークル代表者会議
を︑‖サークル18名が参加し開催されました︒

斉藤会長挨拶

になりましたので︑以下にその内容を紹介し

会議模様

各地区電友会だより（福島）

伽使用目的を熟知した支出を行う
福島カントリーC・C

良巳

優勝

堀内

榔領収書記載事項及び宛先を確認する
蒲倉

ハンデ戟

準優勝

義夫

Wペリア戦

・第219回大会 令和元年9月13日
パーシモンカントリーC

ことにより︑不備事項による指摘を受けな

いよう適正な事務処理をすることを再確認し

優勝 遠藤 経雄

雄次

石田

康生

新新ぺリア戦

準優勝

パーシモンカントリーC

・第220回大会 令和元年10月2日

準優勝 佐々木 充

ました︒

◎サークル活動
伽しのぶゴルフ倶楽部
渡部

会貢献することを目標として活動する﹄とし

ております︒

・例会活動

5月16日6名参加

9月19日7名参加

6月20日7名参加

4月18日総会11名参加

7月25日3名参加

セキュリティの維持やデーター整理︑画像

編集等色々工夫はしておりますが参加人数が

低調で困惑しております︒会員22名以外の

優勝

れ︑各大会とも会員皆さんの実力が発揮され

方々でもPCのことで困り事があれば会長か

サークル活動の各競技大会も天候にも恵ま

楽しく開催されました︒遠藤さんは3勝と幸

事務局

・にじの会勉強会

4月17日4名参加

9月18日4名参加

までご連

の人生術﹂等のハウツーものや﹁心の色こと

ルや中性脂肪を下げる30の法則﹂﹁50歳から

手掛けた主な図書は ﹁自力でコレステロー

7月17日4名参加

の音声化に取り組み︑喜ばれています︒

ボランティア活動は︑視覚障害者の為に本

︵080−1815−6011︶

また

運も得て︑また10月2日開催の優勝者渡部さ

は

︵090−7669−9145︶

んは︑コメントでシニアの元気が大変嬉しい︑

絡ください︑と呼びかけています︒
会

第

2
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割

猷
措

若いメンバーの奮起が欲しい︒との激励があ
り一同爆笑︒︵渡部さんメンバー最年長︶ 次
回からのリベンジを心に秘めて笑顔で帰路に
着いた一同でした︒

ゴルフプレーは元気が1番！と感じさせら
れた1日でした︒

なお︑各大会の結果は次のとおりです︒

Wぺリア戦

・第216回大会 令和元年6月14日
福島カントリーC・C

ばの光﹂﹁ふくしま賛歌﹂﹁みんなの学校﹂﹁白

から学ぶ子の育て方﹂再配分か承認か？世界

㈱悠々クラブ

悠々クラブの活動理念﹃会員相互のITス

を見るための38講︑きみがぼくを見つける︑

準優勝 本田 幸一

キル︑知識を出し合い︑スキルが不足してい

優勝 遠藤 経雄

新新ぺリア戦

世界を変えた偉人たちのウラの顔︑現象学的

・第217回大会 令和元年7月19日

猫魔猪苗代コース

る会員はITスキルを身につけてもらい︑そ

身体論と特別支援教育︑旅するように読んだ

準優勝 末永 秀昭

のスキルを生かし︑自分も楽しみ︑かつ︑社

優勝 遠藤 経雄

・第218回大会 令和元年8月9日
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会

パソコン教室の開催

話番号まで︶

キング ︵散歩や施設見学等︶﹂ のサーポート
上半期月第2・第4水曜日開催︑講師延べ

本等の他︑書籍の音声化と並行して ﹁ウォー

を行っています︒視覚障害者の方々にとって

51名︑受講者延べ49名︑授業内容は受講者の

間の短い ﹁福島市パークゴルフ場﹂をメイン

大会は︑真夏の8月及び酷寒期の1月〜2

日常生活範囲での支障は殆どありませんが︑

ニーズに合わせて実施しております︒1年以

ます︒

プレーを存分に楽しみました︒

準優勝

成績は︑次のとおりです︒

昌義

第1回大会︵4月16日︶

山田

菊田

それぞれ和やかな雰囲気の中で︑思い思いの

今年度の大会は︑4月〜10月まで6回開催︑

開催場所は︑気軽に参加し易いように移動時

月を除き毎月開催することにしました︒なお

初めての場所では介護が欠かせません︒

会場にすることに前年度から変更しました︒

ウオーミンクア

上通い続けている方もおり︑大変喜ばれてい

大学・競馬場の見学等︑参加者の希望を加味
㈱麻雀サークル

これまで︑街中や浄土平の散策︑美術館・
しながら実施してきました︒来年度は自衛隊

令和元年度第2回例会は︑6月8日山下ビ

ル ﹁OBサロン﹂ で参加者8名により実施し

駐屯地︑との声も寄せられています︒﹁ウォー
キング﹂ では︑安全面から参加者が20名であ
ました︒

成績結果は次のとおりとなりました︒

れば︑最低でも23名のサーポーターが必要で

す︒是非︑会員各位のご協力をお願いします︒

準優勝 井上 健一

優勝 斎藤 光夫

第3回例会は︑9月14日前記の場所におい
て参加者8名より実施しました︒
成績結果は次のとおりとなりました︒

優勝 佐藤 公広 準優勝 佐々木 敏三

㈱パークゴルフ倶楽部
会員は現在21名ですが︑これからも︑老若

男女を問わず手軽に
楽しめるスポーツと

して︑更なる活動内

容の充実と︑会員の
拡大に取り組んでま

優勝

第2回大会︵5月16日︶

秀雄
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いります︒

・サークル主催の大

競技開始前の真剣

第5回大会に参加した
会員の皆さん

︵問い合わせ先は前記ITサークル事務局電

本の音声化への取り組みに
使用します

各地区電友会だより（福島）

ボックス

参加者

山口

嵩

秀雄

参加者

15名

がなく︑熱い中悪戦苦闘の連続でした︒

9月4日

参加者 14名

9月は新そばが届き︑新旧そばの食べ比べ

10月9日

ンデ制︶ による競技

を行いましたが︑味の区別は分からずどちら

も美味しく頂きました︒

会を行い︑次の方々
が入賞しました︒

田中利美

優 勝 菅家政利
準優勝
第1位 森口善一

努力賞 北見康夫

声 を 出 し 歌 う こ と は ﹁ボケ防止に効果があ

菊田

今回は歌唱点数︵ハ

7月22日

準優勝 菊田 秀雄

為男

優勝 大久保清三

東城

参加者

準優勝

準優勝

準優勝 三森 陸美

準優勝

スナック

広四

8月19日

枝並

第3回大会︵6月13日︶

優勝
第4回大会︵7月9日︶

優勝 大久保清三

大久保清三

第5回大会︵9月5日︶

優勝

大久保 清 三

第6回大会︵10月3日︶

優勝

4名

8名

ボックス

参加者

る﹂ ことを信じ︑月1度の例会を楽しみに頑

9月9日

ボックス
9名

制ボウリングクラブ

どちらもウマイl

会終了後は懇親会を開催し︑ボウリングやら

をもてる楽しい大会となりました︒また︑大

今まですべてちがう人が優勝し︑誰もが希望

デ戦のため︑今回も初めての優勝者でした︒

誰でも優勝できるように算出した特殊なハン

今年度初大会を8月23日に開催しました︒

新旧そばの食べ比べ

㈱カラオケクラブ

参加者

入質の方々

茄で後の洗いも大事です

活動状況は次のとおりです︒
5月20日
参加者

張っています︒

㈱そばを楽しむ会

活動状況は次のと
おりです︒
5月15日

参加者 14名
6月5日

参加者 16名
7月3日

参加者

参加者 15名

8月7日

講習を兼ねた例会を行いました︒会場は冷房

8月は市の中央公民館において︑そば打ち

14名

スナック

参加の皆さん

6月17日

（歌うことは楽しい∃l）
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各地区電友会だより（福島）

準優勝

鈴木

敏和

昔の思い出話等でさらに盛り上がりました︒

成績は次のとおりです︒

純三

特殊ハンデ戦

・第4回大会 令和元年8月23日

古川

からしまボウル

優勝

準優勝 高橋 幸雄

特殊ハンデ戦

・第5回大会 令和元年10月16日

からしまボウル

優勝 末永 秀昭

庁舎で運用開始した危機管理センターは︑災

しました︒参加者は22名︒平成28年に県庁北

理センターと福島県警の通信指令室等を見学

今年度の秋の行事の一環として︑県危機管

働く警察官は県民が安心して安全に暮らせる

が多発している物騒な昨今︑現場で第一線で

より︑なりすまし詐欺︑殺人︑あおり運転等

が巧妙かつ複雑化してきて︑交通事故はもと

県庁で昼食の後︑内堀県知事にお会い出来︑

よう身体を張って仕事をしていると思うと頭

立ち上げ︑各地の災害状況を大型ビジョン等

記念写真を一緒に撮って頂くサプライズも

害発生時︑消防・警察・自衛隊等の防衛関係

で確認しながら対策を実施する拠点です︒そ

あったりして︑普段なかなか体験出来ない充

が下がる思いでした︒

のため耐震構造︑非常用発電設備︑緊急時

実した内容の施設見学会となりました︒

機関が一堂に会して速やかに災害対策本部を

ネットワーク通信手段の多様化もされていま

す︒説明の方から﹁自助・共助・公助﹂ の話
もあり︑台風により九州や千葉で甚大な被害

が出て︑初動体制の不備を指摘されていた最
中での見学でしたので︑いつ起きるか分から
ない自然災害に対する防災意識を常に持つこ

内堀福島県知事と
参加者

との重要さを再認識しました︒

昼食を挿み午後からは県警本部庁舎に移動
して︑主に通信指令室を廊下から見学しまし

た︒通信指令室は廊下側がガラス張りで室内
の様子が把握できるようになっています︒県
内全ての地域からの110番通報を受けてい

て︑通報が入ると待機者席の赤色灯がつき応
対状況が共有出来るシステムで︑見学中も頻
繁に赤色灯がつくと︑即座に応対し事故か事
件︑迅速に冷静に的確な指令を出していまし

た︒見ていても緊張が走る場面でした︒犯罪
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◆電友吾妻会
◎県庁・県警本部施設見学に参加

第5回大会
参加者

各地区電友会だより（福島）
ある周りの布で始めましたが︑やっぱり花は

の端切れで1個作り︑100個目標︒手元に

なく決まります︒今回はチューリップ︒少し

20年︒毎年今年は何にしようと悩んでも何と

ントは花いっぱいです︒プレゼントを始めて

令和元年の介護施設へのクリスマスプレゼ

価手作りサークル

◎サークル活動

月に1回の楽しいひと時です︒

でもない﹂ のおしゃべりそれも貴重な時間で

ないし治らない習慣︒﹁ああでもない︑こう

でしょうが︑昔から宿題はなかなか手につか

と試行錯誤の毎回︒宿題にしてやればいいの

こうでもない﹂﹁この色はどうして出したの﹂

しかしこれが難しい︒仲間で ﹁ああでもない

めてくれる言葉もありますが雰囲気はほしい︑

戟苦闘です︒絵手紙は ﹁下手でもいい﹂と慰

た心身が癒された︒

の中を川面からの涼しい風に猛暑続きで疲れ

・8月24日遠藤ケ滝780m18名参加︒木立

険のため馬の背付近で縦走を断念︒

赤色が華やぎを増します︒ハンカチの中の赤

・4月26日半田山863m14名参加︒頂上ま

㈱しのぶ里山トレッキング倶楽部

回りに赤い色はあまり見当たらないものです︒

で霧が立ち込めていたが半田沼周辺は桜が満
︒
開
43m18名参加︒五

・5月12目口大山8

る鉢を作ったり︑パッチワークの針刺しも

賑わう︒下山後すい

月晴れの新緑の山開

くたびれます︒またそれが楽しい︒近況を話

とん汁を味わう︒

作っています︒平行しておしゃべりです︒皆

しおいしいレシピも出てきてこれがいい！実

・6月21日烏帽子ケ岳475m目名参加︒登

きで多くの登山客で

はこれが1番の仕事︒できた作品は副産物？

山道が荒れていて迷いながらの登山︒

ても素敵な香りも一緒に届きます︒ほっとす

抱えきれないほど持ってきてくれます︒とっ

ミ三化見山のお庭から毎回季節に応じた花を

小雨決行で登ったが︑山頂付近は暴風雨で危

・7月19日安達太良縦走1728m8名参加︒

が︑悪天候で計画変更︒

2452m8名参加︒西穂独標が目的だった

・6月30日〜7月1日西穂丸山 ︵高山市︶

る贈り物です︒これを措いて表現しょうと悪

ただ今会員8名︒それが毎回欠席者なし！

㈱絵手紙サークル

聞こえない訳でもないのに全力でおしゃべり︒

それだけではなく折り紙で菓子皿にも使え

して︒12月のクリスマスまでに準備しました︒

できた花を花束にしたり︑花かごにつめたり

い部分を切ったりして集めても少なく︑身の

口太山（5月）

秋晴れになり︑頂上を見上げると青空に映え

が頂上までほとんどガスの中︑下山途中から

葉シーズンの休日で多くの登山者で賑わった

・10月6・7日月山1984m目名参加︒紅

め中止︒

・9月22日西吾妻山1964m台風接近のた

参
加
︒

・8月29日中間活動報告会及び暑気払い22名

遠藤ケ滝（8月）
川面からの涼風に癒されます
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る美しい紅葉の大パノラマが展開し最高︒
い旅行となりました︒

︵引き込み線の垂れ下がりなど︶ の情報提供

雨のため4月の実施が延び︑遅れて6月14

総会終了後︑懇親会を開催し︑お風呂に入

に取り組みますので会員の皆様の協力をお願

順に悩まされ︑計画変更を余儀なくされた︒

日に退職者の会︑相馬退職者の会と合同で実

る人︑カラオケする人で盛会のうちに終了し

◎グラウンドゴルフ交流会

登りがあまりに幸いと ﹃高い山は今回でおわ

施しました︒仲町河川敷公園で27名の参加が

ました︒

今年度は早い時期から台風が多発し天候不

りだなあ﹄と弱音を吐くが︑たぶん次回も登

あり︑他会や他地区の仲間との交流︑別会場

ご来賓としてNTT東日本−東北福島支店

いします︒

るはず︒山の魅力と皆で登るのが楽しいんだ

で昼食懇親会も実施して交流を図り有意義な

の ﹁晴風荘﹂ において会員13名の参加で出席

第26回定例総会を令和元年7月3日岩ノ子

◎定例総会開催

◆電電相馬クラブ

1日でした︒

もの︒

活動の詳細は電友会福島支部のホームペー
ジ ﹃しのぶ里山トレッキングの山行紀行﹄ に

その都度写真入りで掲載中です︒

◆電電原町退職者の会
◎定期総会の開催
原町区のホテル ﹁もりのゆ﹂ で︑31名の参加

長様︑及びNTT労組福島県グループ連絡会

率52％で開催いたしました︒

で開催しました︒総会では︑次年度の活動方

会長鈴木秀昭様をお迎えする予定でしたが所

令和元年度定期総会は︑7月3日日時より

針を満場一致で決定頂き︑場所を別室に移し

NTT事業への協力の一環として無人交換

◎無人交換所除草作業
議事は議長に伊藤邦夫さんを選出して︑平

所除草作業を有志で取り組みました︒今回も

用でお迎えすることができませんでした︒

成30年度経過報告︑会計報告︑会計監査報告

磯部︑山上交換所を安全第一で作業を進め予

懇親会を盛大に開催︑会員の交流を深め合い

および令和元年度事業計画 ︵案︶︑予算︵案︶

定どおり完了しました︒

楽しい1日でした︒

が提案され審議の結果︑原案どおり可決承認

7月16〜17日︑1泊2日の日程で ﹁富弘美

◎1泊親睦旅行

術館︑榛名山周辺を巡る伊香保温泉1泊﹂親

◎サークル活動

・パークゴルフ

されました︒

今年度もNTT事業協力として不良設備

睦旅行を30名の参加で実施しました︒夜の懇

親会は歌やゲームなどで交流を深めあい楽し
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①第71回パークゴルフ大会
令和元年10月28日光陽パークゴルフ場で実

施︒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

◆電友あさか会
◎うねめ踊り着付け手伝い
毎年︑郡山市の夏祭り﹁うねめ踊り﹂ が開

催されますが︑NTT ︵グループ企業含め︶
参加にあたり︑電友あさか会の女性会員が例

ようお待ち申し上げます︒

同じく10月に南相馬︑福島︑相馬の交流パー

年着付けに協力しており︑元年も8月2日︑

2日間

郡山3ヶ所︑須賀川2ヶ所
3名で実施︑延べ人員6名でした︒

場所

日時 令和元年6月21日︑6月25日の

・第1回目

しました︒

令和元年のNTT事業協力として2回実施

◎無人交換所除草作業

4名の会員が着付けのお手伝いを行いました︒

クゴルフ大会を相馬で行い︑交流を深めまし

︒
た
②南相馬との交流グランドゴルフ大会
令和元年6月14日南相馬・相馬交流グラン

ドゴルフ大会を南相馬市で開催され︑相馬か
ら3名の参加で交流を深めました︒

交流会参加の会員

可愛い釆女になろうネIl

日時

第1回日と同じ

令和元年10月2日〜3日

・第2回目

場所

◎食用廃油リサイクル活動

若葉薫る裏磐梯日帰りの旅

価旅クラブ

◎サークル活動

今後も継続実施いたします︒

え9月末累計で1563ゼ提供いたしました︒

は北純粋様108ゼ︑退職者の会様5ゼを加

サイクル運動﹂を継続しており︑令和元年度

として︑地球温暖化防止施策の ﹁食用廃油リ

電友あさか会発足30周年記念行事のひとつ

無人交換所
除草模様
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令和元年度電友あさか会旅クラブ総会は︑
6月12日︑29名もの多くの出席を得て裏磐梯・

国民休暇村で開催されました︒

到着後︑恒例となっています玄関前での記
念撮影︒﹁ハイ・チーズ﹂皆さん︑それなりの︑
お歳を召された ﹁好姿﹂ に写りました︒

総会では︑佐藤会長が議長を務め︑平成30

年度活動報告・収支報告・令和元年度活動計

画︵案︶・収支計画︵案︶及び役員改正 ︵案︶
が提出され︑原案どおり承認されました︒

元号も﹁平成﹂ から﹁令和﹂ へと変わった
ことを機に︑新執行体制へと移行し︑益々の
活発な活動を指向することとしました︒

長

計

裕子さん

信子さん

善則さん

三千雄さん

馬場 光政さん

新役員は︑次の方々です︒
会
副 会長

会

事

事務局長

幹

㌧た

好天に恵まれ気分も爽やかな﹁日帰りの旅﹂
となりました︒

㈱県南地区OBゴルフクラブ
令和元年の例会も︑年間7回を計画して会

いと︑おしゃべり・カラオケ三昧・恒例となっ

会長の絶妙なる司会進行により︑わきあい合

総会終了後は待ちに待った懇親会︑馬場新

磨きを掛けています︒ゴルフは生涯プレー出

員元気にフェアプレーをし︑いつもの若さに

為中止しせざるを得ませんでした︒10月は会

スタートしましたが︑9月例会は台風15号の

員元気でゴルフの爽やかさを肌で感じながら

ております仮装パフォーマンス︑ヒョソトコ

来るスポーツと言う事を先輩方を見てつくづ

石川 マサ子さん

あり︑与作あり︑オカメあり・・と打ち解

会計監査

慕磐梯休暇村において

く感じています︒特に女性会員プレイヤーに

は実感させられます︒

勇

準優勝

健

準優勝

武内孝男

吉田喜男

ハンデ戦

準優勝

ペリア

武内孝男

ハンデ戟

各大会の結果は次のとおりです︒

・元年度第2回5月20日

真壁

NPO白河ゴルフクラブ

優勝

・第3回6月17日

折橋

ローレルバレーカントリクラブ

優勝

・第4回7月29日

塩田一

宇津峰ゴルフクラブ

優勝

・第5回10月8日

県南地区OBゴルフクラブの
皆さん

電友あさか会 旅クラブ棒会

けた︑和やかなひと時を過ごすことができま
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鈴木淳一

準優勝

NPO白河ゴルフ倶楽部

優勝

ハンデ戦

㈱囲碁クラブ

令和元年度上期は会員ケガや病気などで︑

優勝 高橋 勝海

㈱麻雀クラブ

準優勝 今泉千鶴子

となり非常に残念な結果となってしまいまし

崩す︑牌を卓から落とす・・・ほんの1年前

と載せる︒載らない︒ゲーム中も頻繁に牌を

外相雅彦

退職者の会の協賛により合同実施

た︒しかし10月には定例会も再開されました

の光景がうそのような手さばきの熟女雀師達︒

13牌の牌を両手で押さえて持ち上げびしっ

場 所 ホテル・バーデン

ので︑下半期はクラブのモットーである勝負

例会はいつも和気あいあいに麻雀牌の感触

定例会は2回 ︵6月〜9月休止︶ のみの活動

13名参加

とマナーには厳しく︑そして﹁和気藷々﹂ の

㈱グラウンドゴルフクラブ

第1回
12名参加

例会の結果は次のとおり︒

5月6日

第2回 5月17日

5月30日
11名参加

6月例会

優勝

性男

6月13日

村松

7月日日

今泉千鶴子

2位

2位

仲島

水野

功

徳重

を楽しみ︑コミュニケーションを図っている︒

第3回
6月4日
13名参加

精神で活動したいと思っております︒

第4回
6月6日

9名参加

第5回

4月

優勝

第1回定例会

5月

準優勝 山田 茂夫

見よ！

於lビレッジ大会

第2回定例会
Aクラス

優勝 庄司 三雄
Bクラス

牌扱いの手さばきを…

7月例会

総会と研修会

定例会参加
囲碁クラブの皆さん

真夏の熱中症を避けて10月以降に実施して
い
る
︒

グラウンドゴルフクラブの
皆さん
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ふるさとクラブ

9月19日

白河地区電友会のサークル紹介

9月例会

：魔

2位 水野 徳重

3、笑顔で結ぶヒマワリ栽培（種を会員に配布）等実施中

優勝 上妻 昌子

！来年届ますよ待っててね！
2、会員のお庭作りの相互扶助活動しています！
只今 お花大好きお応援 鈴木三枝子リーダー
が領に汗し頑張ってます！

2位 佐藤 登喜

現在、白河地区亀友会では、心豊かな老後の仲間づくりの鵬環として、平成30
年より、会員間を、「花でつなぐ絆活動」を実施しています。例えば400ポッ
トの花の苗を会員宅に定期総会では、出席者全員に花の苗を配布しました。只今
会員宅庭のべっぴんさんとなって庭に優雅に咲きはこっています。
1、会員宅の畑を借用し、花の種類を選び、苗床・種まき・育苗し会員宅配送ま
で管理し会員の笑顔を報酬として受け取る、花でつなぐ絆作業中です。

10月例会 10月17日

l．＿＿＿＿＿＿＿＿−＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿l

優勝 横田 正吉

花でつなぐ絆活動のご紹介
i…￣「裔蔦賢帝覇痘硬あ肝千ず方ニヲ百百二で己一万挿脚蓮嘗C守もてる叫…i
】
白河地区電友会の花でつなぐ絆活動に参加しませんかH l

◆白河地区電友会

白河地区電友会

◎花でつなぐ絆活動

事綺局簡誹番巧鵬購一2ト3885

現在︑白河地区電友会では︑心豊かな老後

盤馨る

凰慧ゑ悪

の仲間づくりの一環として︑平成30年より︑

2019年10月10日

○ 白河市の観光名所を案内しているrツーリズムガイド白河」の全員
として、白河小峰城、繭湖公団、白河開跡のガイドを行ています。

会員間を 化でつなぐ粁活動﹂を実施してい
2︑会員のお庭作りの相互扶助活動をして

います︒お花大好き応援の鈴木三枝子リー

ダーが額に汗し頑張ってます！

ひまわりの花言葉

印大輪⁝偽りのない愛︑

にせ金持ち

花の大きさ ︵直径5セン

チから30センチくらいまで︶︑

種の数は200粒から2000粒くらい︒か

なり種の数に開きがあるが︑平均すると︑一

花あたり・・・約500粒︵35グラム︶ 程度︒

◆いわき地区電友会

◎定期総会の開催

7月3日いわき正月荘において会員27名出

席のもと開催されました︒

松沢副会長の開会宣言︑佐藤会長の挨拶が

あり︑ご来賓の常葉いわき支店長︑NTT労

組いわきエリア幹事の後藤博様︑NTT労組
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ます︹一

白河地区電友会会報
「生きる」第9号

例えば400ポットの花の宙を会員宅に︑

全国のNTTおよびNTTグルMプのOB・OGの仲間と強い絆で
むすばれたrつながり」それがわたしたちの白河地区竜友会です。

3︑笑顔で結ぶヒマワリ栽培︵種を会員に配

l

○令和元年度定期総会にて役員改選がありましたl
新役員名の紹介
・顧問に 笹原 キヨ・副会長に北島 和子・事務局次長に釜田 正之各氏
が 選出されました

定期総会では出席者全員に花の苗を配付しま

毒童壷≡董鞍警霊

付︶等を実施︒

1■・

した︒それは︑会員宅の庭でべっぴんさんと

′￣￣

なって優雅に咲いてくれました︒

2ト3885

1︑会員宅の畑を借用し︑花の種類を選び

TEL

苗床・種まき・育苗し︑会員宅配送まで管理

2、Excel・恥rd等各種

みつや建設㈱事務所

榔小輪⁝高貴︑愛慕

PCクラブ
1、会広報誌 生きるの編集発行

白河市九番町39

し会員の笑顔を報酬として受け取る︑といっ

令和元年11月11日（月）‖：30〜

場 所 南湖花文
電話22−0165
全 資 金2，000円（当日徴収致します）
申し込み期限 10月31日まで！！
担当 北島和子 電話番号 090†793卜抑00

3、場 所

㈱一花のひまわりから種

今年届きますよ

◎ 秋のランチ全開催いたしますl！
開催日

た花でつなぐ杵作業をしました︒

電話番号090−4631−7574

は何個くらいとれますか？

関戸忠義

待っててね

担当

商 略 会
○ 主な活動 お茶会・お花・小グループ旅行・ランチ会・演劇観賞等

各地区電友会だより（福島）

退職者の会岡部功様からご祝辞がありました︒
針を確認しました︒

声も多数あり︑関係3者で取り組んでいく方

名が参加︒グラウンドゴルフの大会としては

会開催の準備を進めました︒

議長に若松隆さんを選出し︑活発な議案審議

◎サークル活動

初めての1ヴィレッジの人工芝での大会とな

県内10地区から選手・応援を含め総勢138

の結果︑満場一致で承認されました︒各種会
㈲グラウンドゴルフクラブ

女子の部 優 勝

中村千代子

西尾 秀子

りました︒結果は次のとおり︒

位

第12回総会を5月20日街中食店で17名が参

4

阿部カヨ子

加し開催しました︒

定例会の活動は前年度と同様とし︑特に次

位

案内に一工夫した結
果がでたものと役員

5

総合

3

位

本田 栄子
武男

加藤 勝彦

金成

準優勝

藤原一秀

5

女子の部 優 勝

西尾 秀子

西尾 秀子

大会は当クラブのメンバーが中心となり大

・第8回高退連GG大会︵令和元年6月︶

女子の部 準優勝

・第7回高退連GG大会

女子の部 準優勝

・第27回労金平支店友の会GG大会

中村千代子

位

・第15回県協GG大会

男子の部

女子の部 優 勝

・第26回労金平支店友の会GG大会

昨年度の活動成績は次のとおり︒

③いわき高退連グラウンドゴルフ大会

②いわき労働金庫主催グラウンドゴルフ大会

①NTT退職者の会グラウンドゴルフ県大会

ることを目標に取り組むこととしました︒

の3大大会に積極的に参加し︑高成績を挙げ

化講演会に期待する

の交流会において文

またOB・OG会

ました︒

一同胸をなでおろし

者が昨年度22名から27名と増加したことから

合の出席者が年々減少している中︑総会出席

総会模様

男子の部 準優勝

加藤 勝彦

佐藤 晴夫

4

・クラブ内コンペ結果

秋季コンペ

優勝 金成 武男

忘年コンペ

優勝 岡部 功

準優勝 岡崎ヒサ子

準優勝 小野 保行

位

しっかりねらってね

Jヴィレッジの人工芝での大会
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春季コンペ

優勝 小野 保行

◆会津電友会
◎定期総会開催

準優勝 西尾 秀子

審議に入りました︒

き︑その後︑渡部昭寿議長の進めにより議案

津地区協議会会長鈴木尚栄様よりご祝辞を頂

長皆川大輔棟︑NTT労働組合退職者の会会

賓のNTT東日本東北福島支店会津営業支店

賓館で24名参加を頂き開催されました︒ご来

ハワイ③アロハオエ④ピョンザ・リーフ⑤

です︒①月の夜は②ソング・オブ・オールド

れて勉強中です︒練習した曲は以下のとおり

は ﹁美しきふる里﹂という素敵な曲に魅せら

問等で元気をもらいながら励んでいます︒今

15曲を数えました︒イベント︑老人ホーム慰

ハウクレレ﹂ ﹁花は咲く﹂等︑練習した曲は

ラオニオニ⑧スィートレイモキハナ⑨ホワイ

ブルーハワイ⑥プープー・ヒヌヒヌ①ザ・フ

活動報告及び活動計
画等々︑また︑役員

改選については︑岩

ト・クリスマス⑲きよしこの夜⑪アロハ・ウ

クレレ⑫南国の夜⑬見上げてごらん夜の星⑭

拶
挨
長
議

名桂子監査が退任さ

花は咲く⑮美しきふる里

橋克子会長及び海老

れました︒また︑高

倍賞作氏が新会長となり︑事務局長を兼務す

ることとなりました︒新幹事は兼子修一氏が

選任され︑全ての議案が満場一致で可決承認
され閉会となりました︒総会終了後は︑食事

会を開催し︑会員同士の交流を深めることが
できました︒

◎サークル活動
・さくら会︵フラダンス︶
さくら会 ︵フラダンス︶ は︑発足して18年

になろうとしています︒当時は会員数が20数

名もいてとても賑やかでした︒家庭の事情︑
高齢化等で現在は半分以下になってしまいま
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したが︑やれるだけやろう日と孤軍奮闘中で
す︒勉強会も月2回行い︑﹁月の夜は﹂ ﹁アロ

何曲も覚えました

令和元年度の定期総会が7月5日︑会津迎

総会参加者

