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叩一口︻﹁一山一叶へ

㊨福島支部
◎槍会開催
5月23日土湯温泉町向瀧旅館に於いて︑令

和を迎えての福島支部総会を東北地方本部佐

藤組副本部長︑退職者の会福島県協議会伏見
書弘事務局長を来賓に迎え開催いたしました︒

星日出明副支部長の開会の言葉に続き︑斉

業報告・収支決算報告︑村田会計監査から監

査報告が行われいずれも承認されました︒

続いて︑令和元年度事業計画 ︵案︶・収支

予算︵案︶ が提案されました︒

事業計画では︑昨今の諸事情から従来から

全会員に配布していた﹁会員名簿﹂は︑今年

度作成分から﹁地区3役分として5部﹂程度

との提案がされましたが︑事業計画︵案︶

の配布にしたい︒

続いて山口嵩相談役・来賓の方々からそれ

及び収支予算︵案︶とも提案通り承認されま

か後程お聞きしたい︑との話がありました︒

ぞれ挨拶を頂いた後︑いわき地区加藤勝彦事

新任

山田 斉︵所属福島地区事務局長︶

・事務局長

とおり承認されました︒

について提案され次の

最後に︑役員の改選

ります︒︶

会員への配布はなくな

発行予定の会員名簿の

した︒︵従って︑今年度

議事では︑高橋事務局長から平成30年庶事

務局長を議長に推薦し議事に入りました︒

佐藤糾副本部長挨拶
縛会会議模様

新任挨拶の山田斉事務局長

講演会模様

藤政夫支部長が挨拶を行い

山口圭介支店長挨拶

・電友会活動ではNTTグループからの支援
によるところが大であるため︑NTTの諸活

動への協力を引き続きお願いしたい︒
・また︑平成30年度は全国的に会農が減少す
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る中︑福島支部管内では唯一白河地区が増と
なっている︒何か特別な施策を行っているの

斉藤政夫支部長挨拶

各地区電友会だより（福島）

続きました︒

宴も盛り上がりカラオケも飛び出し楽しい新

年会となりました︒会員の皆さん︑今年も元

退任 高橋 敬一
総会終了後︑支部の顧問でもあるNTT東

気で活気あふれる電友会にして行きましょう︒

㊨福島地区電友舎

1︑平成30年度事業計画の実施状況につい

4︑平成31年度ボランティア活動賞の推薦

3︑平成31年度役員改選 ︵案︶ について

2︑平成31年度事業計画︵案︶ について

て

会議の内容は次のとおりです︒

名参加により開催しました︒

NTT花園ビル2階会議室において︑役員15

平成31年度最後となる役員会を︑3月26日

◎第4回役員会を開催しました

日本福島支店山口圭介支店長から︑NTT東

日本の動向﹁地域と共に歩む福島支店﹂と題
し講演を頂きました︒

1月24日恒例の福島地区新年会を︑ザ・セ

◎平成31年福島地区新年会開催

加を得︑挨拶を頂き︑総会で議長を務めた︑

レクトンホテル福島恵比寿において︑NTT

来賓挨拶NTT田高総務担当課長

会議の模様

懇親会では︑NTT田高総務担当課長の参

いわき地区加藤事務局長が乾杯の音頭をとり

東日本福島支店田高総務担当課長︑NTT労

組退職者の会福島地区協議会簾田会長︑電友

酒宴に入りました︒

宴が進むにつれカラオケも飛び出し︑年1

吾妻会伊藤会長︑高橋秀樹福島県議会議貞ら

斉藤政夫会長挨拶︑来賓の挨拶のあと菅家

謬園闇掛率攣讐ア随感アア

暫くぶりに合う旧知の方との談笑が進む中

配布し︑それぞれを飲み比べて頂きました︒

りました︒今年も清酒を抽選で各テーブルに

男を代表して小林耕喜さんの乾杯で祝宴に入

政利さんの ﹁新年祝の詩﹂に続き︑今年の年

︒
た

を来賓に迎え︑64名の参加を得て開催しまし

度の総会でしか合えない旧知の方々の談笑が

懇親会参加者
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について

の話がありました︒

続いて︑当日参加し

ん・阿部忠さん・松浦

宏光さん︑長い間あり

がとうございました︒

おわりに︑この1年

で新たに入会された方

の紹介があり︑総会は

無事に終了しました︒

新役員の挨拶模様

5︑平成31年度各種会議の日程について

た米寿・喜寿を迎えた
会員8名の方に会長か

ら︑記念品の贈呈が行
われました︒

次いで︑議長に丹野
博薫さんを選出し議事
に入りました︒

30年度事業報告・決

算報告及び会計監査
結果の承認︑さらに31

年度事業計画︵案︶ 及
び予算︵案︶ の提案に
ついても︑それぞれ承認を頂きました︒また
役員改選も行われました︒

議事が全て終了し議長解任後︑今回で退任
された役員4名の方々に︑会長から御礼の品

が渡されました︒横山紘さん・小笠原生雄さ

◎平成31年観桜会開催

事務局長により始まりました︒

会の司会進行は︑今総会で新任された山田

4名・会員74名が参加しました︒

定期総会の後︑恒例の観桜会が開催され来賓

4月19日ホテルエクセル恵比寿において︑

退任する役員の方々

■・▼
11■
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6︑平成31年度福島地区総会及び観桜会に
ついて

◎平成31年度定期総会開催
4月19日ホテルエクセル恵比寿において︑

平成の年号で最後となる定期総会が開催され
会員71名が参加しました︒

末永副会長が司会進行を行い︑初めにここ
1年間で逝去された会員目名に対し全員で黙
とうを行った後︑斉藤会長が挨拶に立ち︑平
成30年度計画した事業はほぼ順調に行えたこ

と︑31年度計画について審議いただきたいと
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斉藤会長挨拶

議長 丹野博薫さん
喜寿の皆さん

役員会の模様

各地区電友会だより（福島）

来賓の方々の挨拶の後︑喜寿者を代表して

オケは順番待ちの状況でした︒また︑斎藤馨

山田斉事務局長の司会により︑末永秀昭副会

明などもあり1か月早めの開催となりました︒

斉藤政夫会長・山口

さんの仮装による創作ダンスも飛び出し大い

楽しい時間のたつの

嵩相談役のあいさつ

大塚さんの音頭により乾杯を行い花宴に入り

今回も恒例の︑県産銘酒を抽選により各
は早いものです︑佐々

長の開会のことば︑

テーブルに1本ずつ配られました︒花宴も進む

幹事を退任する岸波

のあと︑今期で地域

締めの中締めが行われ︑

喬さんに斉藤会長か

木新事務局次長の3本

また︑元気に秋のOB・

ら記念品が贈呈され

懇親を深め盛会のう

理と県産銘酒を頂き

より始まり︑中華料

三さんによる乾杯に

宴は新役員の古川純

親会を行いました︒

を珍満賓館に移し懇

会議終了後︑場所

し
た
︒

わせることが出来ま

の再確認と意識を合

ら説明し︑事業計画

どについて事務局か

・役員幹事の役割な

画の具体的な進め方

議事では︑事業計

ました︒

OG交流会でお逢いす
ることを約束し︑盛会のうちに終宴となりま
し
た
︒

◎令和元年度第1回役員会兼地域担当幹事会

議開催
5月14日福島テルサにおいて︑29名の参加

により会議を開催しました︒この会議は︑今

年1年の事業計画を推進するため︑役員・幹
事の意識合わせの会議として例年6月開催し

ていましたが︑今年は先の総会で承認された

地域幹事による﹁会費徴収﹂ の︑具体的な説

ー▼一・．−一一

斉藤会長挨拶

退任の岸波さん（向かって右側）

古川さんによる乾杯

斎藤馨さんの仮装

−

に盛り上がりました︒

佐々木さんの中締め

ました︒

大場さんによる乾杯

につれ︑進行係をカラオケクラブが務め︑カラ

「花宴」開催模様
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ちにお開きとなりました︒

◎サークル活動状況

なお︑各大会の結果は次の通りです︒

堀内

平成30年日月16日

ハンデ戦

・第212回大会
パーシモンC・C

準優勝

ハンデ戦

令和元年5月17日

良巳

準優勝 太田 岩夫

斬新ぺリア戦

平成31年4月24日

準優勝 末永 秀昭

Wぺリア戦

平成31年3月27日

優勝 鈴木 義典
・第213回大会
パーシモンC・C

優勝 三浦 利夫
・第214回大会
パーシモンC・C

優勝 佐々木 充
・第215回大会

福島民報ゴルフC

優勝 阿部 義則

㈲悠々クラブ

準優勝 阿部 孝一

悠々クラブの活動理念﹃会員相互ITスキ

ルの知識を出し合い︑スキルが不足している

会員はITスキルを身につけ︑生かし︑社会

5名

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

10月18日

HP・動画・テキストディジー

11月21日

テキストディジー・HP・デスクトップの

PC教室開催模様

しのぶゴルフ倶楽部
昨年11月16日︑会場パーシモンC・Cにて

第212回大会を開催し競技会終了後︑総会

を行ない活動報告・年間皆勤賞等表彰を行い
斎藤孝雄会長が退任される事を受け︑新会長
に太田岩夫さんを選任し︑懇親を深めながら
閉会しました︒

新年度の大会開催は︑会場パーシモンC・

16

Cにて第213回を新太田会長の始球式でス
タートしました︒

第214回大会参加者

各地区電友会だより（福島）

タスクバーの整理
12月20日

データーの移転
1月17日

4名

5名

4名

5名

テキストディジー
2月21日

新規テキスト配本
3月22日

インターネットニアキストディジー

・その他勉強会を2回開催

・福島支部への支援

3名

ホームページへのタイリーなメンテナンス

の実施︒
・PC教室の開催 下半期12回延べ49名

ワード︑エクセル︑画像編集︑プリンター

の初期設定︑メール等
・ボランティア活動

視覚障害支援組織﹁にじの会﹂ に対する支
援活動︒

ディジー図書作成のための高性能スキャ
ナーを活用しテキストデータ化及びディジー

化︒今回手掛けたものは︑世界を見るための
38護∵世界を変えた偉人たちのウラの顔等面

白い図書に取り組みました︒

なお︑過年度作成した図書はサピエ図書館

︵音声図書の国会図書館︶ において例えばよ

学など約40冊1100回以上利用されていま

うくわかる障害者福祉・はじめてあう日本文

加で開催しました︒

山下ビルOBサロンに於いて︑会員8名の参

Sの変更を会員以外の方々へもサポートいた

ウズ7の保証期限が切れること︑OSからO

また︑来るべく2020年1月のウインド

今年度の活動につい

計報告が行われた後︑

年度の活動報告・会

八巻事務局長から前

井上会長挨拶後︑

したいと思いますので︑ご相談お待ちしてお

ては例年通り︑3か

︒
す

ります︒

準優勝

愛澤

果は次のとおりでした︒

優勝 大塚 正膿

㈱パークゴルフ倶楽部

・サークル交流会

準優勝 竹田 正志

4年日を迎えた三地区︵相馬・南相馬・福

準優勝 菱沼 透

引き続き同所に於いて観桜大会を行い︑結

ことになりました︒

ました︒また︑役員については全員留任する

及び予算︵案︶ についてもそれぞれ承認され

行い承認され︑次に今年度の事業計画︵案︶

平成30年度の活動報告及び収支決算報告を

催しました︒

31年度の定期総会を会員11名の参加により開

4月24日NTTOBサロンに於いて︑平成

㈲囲碁クラブ

優勝 斉藤 光夫

総会後の対局での入賞者は次の方々でした︒

月に1回例会を行うことで承認されました︒

健一

雅弘

㈱麻雀クラブ

井上

・11月川日 平成30年度第4回例会

優勝

・4月13日 平成31年度定期総会を︑NTT

縛会・井上会長挨拶
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開催しました︒交流会には昨年と同様に会員

PG場から松川浦PG場に変えて日月6日に

島︶ の会員交流会︑今回はコースを相馬光陽

気の中で︑思い思いの

それぞれ和やかな雰囲

しました︒大会では︑

ました︒成績は︑次の

プレーを存分に楽しみ

38名が集合︑和やかな雰囲気の中で開催しま
した︒競技終了後は︑参加者全員で弁当をほ
とおりです︒
・H30年度︵11月〜︶

昌義

準優勝

菊田

秀雄

準優勝 武藤 克江

準優勝 水口 厚三

第7回大会︵12月7日︶

優勝 板垣 文雄

第8回大会︵3月26日︶

優勝 板垣 文雄
・H31年度

山田

第1回大会 ︵4月16日︶

優勝

・平成31年度定期総会
4月11日︑福島市民会館を会場にして会員

12名が出席して総会を開催しました︒

総会ではH30年度の事業報告や会計決算報

告に引続き︑H31年度の活動計画︵案︶等に

ついて活発な意見交換
が行われた後︑満場一
致で可決承認されまし

が行われ︑現役員が全

た︒その後︑役員改選

総会模様

員︑留任となりました︒

総会終了後には︑恒

例となった大久保アドバイザーによる﹁エチ

ケット・マナー・ルール﹂ の勉強会を開催︑

改めてルール等の大切さを全員で確認しあい
ました︒

・l月21日

・12月17日

・11月19日

スナック

カラオケボックス

スナック

カラオケボックス

7名参加

9名参加

8名参加

㈲カラオケクラブ

・2月18日

カラオケボックス

6名参加

・3月18日

スナック 定期総会 13名参加

原則月1回第3月曜日午後4時

12名参加

・4月15日

今年度も︑

から︑奇数月は﹁ボックス﹂︑偶数月は﹁スナック﹂

定期総会参加の皆さん

おばりながら交流を深めあいました︒

・サークル主催の競技大会
競技大会は︑真夏の8月︑及び酷寒期の1
月〜2月を除き︑相馬光陽PG場と福島市P

G場を交互に使用する方式により︑毎月開催
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交流会に参加した皆さん

H31年度第1回大会に参加した会員の皆さん

各地区電友会だより（福島）

で例会を開催することにしました︒

らに深めることが出来ました︒

了後には懇親会を開催し会員同士の交流をさ

・2月7日

・1月9日 新年会

・12月5日 忘年会

・11月7日

24名参加

24名参加

13名参加

18名参加

21名参加

第 3 回 大 会 ︵からしまボウル福島︶

3月l日

優勝 皆川美和子

第2回大会︵からしまボウル福島︶

準優勝 根本 芳則

準優勝 鈴木 敏和

・3月7日

優勝 末永

秀昭

・4月15日 定期総会 15名参加

総会は︑伏見宅道場にて行い︑今回は師匠
と弟子の小野さんが打ったそばを︑参加者そ

第49回定期総会が4月9日︑福島グリーン

パレスで32名の参加を頂き︑開催されました︒

ご来賓のNTT東日本福島支店企画総務担当

課長田高光将様︑福島地区斉藤政夫会長︑高

橋秀樹県議会議貞よりご挨拶を頂戴しました︒

斉藤会長からは︑NTTOBの4人に1人

が女性のため︑昨年電友会のロゴマークも従

来の﹁OB﹂から﹁OB・OG﹂と変更になっ

た話や︑全国的に会員数が減少していること

などの説明を頂きました︒

総会の議案審議は活動報告︑活動計画等に

又︑祝古希の方4名︑祝米寿の方2名をご

れぞれが切り・ゆで上げたものを食べること

◎定期総会開催

ついて満場一致で可決承認され閉会しました︒

㊨電友吾嚢会

華麗なフォーム
第3回大会優勝の末永さん

12月10日

のそばを楽しむ会

同じく末永さん

にし︑ゆであがったそばを肴に酒宴に移り︑
そば談議に花が咲きました︒

㈱ボウリングクラブ

ある楽しい大会になりました︒また︑大会終

実施したことから︑誰でも優勝する可能性が

大会は前回までの成績を元にハンディ戦で

グクラブです︒

平成30年8月に29名で立ち上げたボウリン

そば切り挑戦の伊藤さん
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で会場が爆笑したり︑ご来賓の方々にもカラ

踊でうっとり︑歌謡曲に合わせた楽しい踊り

披露させて頂きました︒懇親会では︑日本舞

を約束して散会しました︒

お土産をいただき︑又来年も元気に会うこと

かざる︑言わざる︶ の可愛らしい飾りものの

ちしました︒﹁喜んでくれるかな﹂

か︑入れるかあなた次第︒あめを入れてお持

今年度は牛乳パックで小物入れ︑何が入る

みました︒

時間の過ぎるのを忘れるくらい若返って楽し

オケに参加して頂く等︑デュエットしたりで

プで材料をチョイス︒簡単で安上がり見栄え

年はまず最初はエコたわし︑100円ショッ

たちの宝物を持って帰るのがコンセプト︒今

半年かけてプレゼント作りはともかく自分

◎サークル活動

ントとして贈り始めて20年︒毎年何が喜ばれ

︒
る

したみんなでワイワイ楽しく知恵を絞る︒絞

利だねよくできたね﹂と言われるものを目指

がります︒みんな知恵を絞って﹁宝だね︑便

も上々 ﹁使えるね﹂と言わせるものが出来上

◎おひな祭り
桃の花が咲くには少しばかり早い︑3月3
日︑恒例のおひな祭りをしました︒

今年は︑改元が予定されているため︑平成
最後のおひな祭りで吾妻会としては27回冒と
なります︒よくぞここまで続けてきたものと

自画自賛し︑過ぎし日の事など思い出しまし

た︒あの頃はまだ若く︑会員も多かったので

すが︑今は殆どの人が孫や曾孫を持つお婆
ちゃんになりました︒それでも女に生まれ年

間変わることなく飾られる﹁お内裏様﹂も﹁タ

囲手作りサークル

今年は福島の作曲家﹁古関裕而﹂ のドラマ

るかみんなで試行錯誤し︑ガーゼハンカチ︑

㈱絵手紙サークル

手作り真っ最中

に1度のおひな祭りは嬉しい集いです︒27年

ペストリー﹂も﹁つるしびな﹂も喜んで並べ

化が決まっていますので︑彼のデビュー曲﹁船

台拭きなど使えるものを会員皆目標に頑張っ

手作り作品を介護施設にクリスマスプレゼ

頭可愛や﹂ の踊りで幕を明け﹁麦畑﹂ の踊り

て作りました︒当初の目的は変わりありませ

られました︒

や役員たちの仮装踊りで大いに盛り上がりま

んがものが豊富な今︑プレゼントとして何が

喜ばれるか知恵のだしどころです︒

し
た
︒

会員の岸波さん手作りの三猿︵見ざる︑聞
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おひな祭りに
参加された皆さん
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発足して12年冒︒ただ今会員8名︒最近に

㈱しのぶ里山トレッキング倶楽部
活動状況は次の通りです︒

雪を抱いた吾妻連峰が美しかった︒

・4月12日第12回総会を山下ビルOBサロン

ならない︒﹁下手でもいい自分だけの絵手紙﹂

もんだ﹂真似をする︒しかし︑隣のようには

なか難しい︒隣を盗み見て ﹁なるほどうまい

がうれしい︒多いのは草花︒かわいいがなか

とが多いが和やかな雰囲気になる︒季節の花

・3月29日花見山経由十万劫山429m16名

・2月15日信夫山 275m

・1月18日高松山 195m

・11月2日霊山

17名参加

・12月26日活動状況報告及び忘年会15名参加

・12月14日虎捕山 705m

14名参加

13名参加

20名参加

なって仲間が増え頼もしい限り︒花を措くこ

ができる︒二言加えてほっこりを加える︒集

参加︒福島の誇る花の名称花見山は︑彼岸桜︑

で開催︑20名参加︒新年度の活動計画等が承

まってやっているから一味違うものが出来上

東海桜︑ヒユーガミズキ︑サンシユユ等が満

◎NTT福島グループOB︒OG交流会開催

825m

がる︒ぼたん︑ふじ︑桜は青空と︑さわやか

開の美しい景観で迎えてくれた︒4度目の

相馬・南相馬合同OB・OG交流会を原町

平成30年10月25日

48名

思い出話に花を咲かせました︒

さんの乾杯の音頭で祝宴に入り和やかに昔の

祝賀会は実行委員会の南相馬代表岡本清義

長石井宏昌様の挨拶がありました︒

拶︑NTT東日本−東北福島支店企画総務部

司会で︑実行委員会代表の半谷敬一さんの挨

OB・OG交流会実行委員会鈴木茂さんの

流会を開催しました︒

TT東日本福島支店との共催でOB・OG交

今年も電友会︑NTT労組退職者の会︑N

参加者

実施場所 南相馬市﹁森の湯﹂

実施日

の担当で開催しました︒

⑳電電相馬クラブ

陰で計画通り達成出来ました︒

運にも天候に恵まれ︑会員の皆様の協力のお

認された︒異常気象の多い1年でしたが︑幸

な風の中で感じる︒そして感じて書く︒そん

十万劫山では︑芽吹いた樹々の合間から︑春

十万劫登山

な事は無理かな？でもできます︒もう一つの

楽しみおしゃべりと︑温かいお茶で︒

例会の模様
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◎文化講演会開催︵南相馬二相馬合同︶
OB・OG交流会の前に同会場で南相馬担

平成30年10月25日

当で実施しました︒
実施日

⑳電友あさか会
◎第36回定期総会開催
4月19日51名が出席し︑ホテルプリシード

48名

絡会事務局次長・山ノ

長︶・鈴木NTT労働組合福島県グループ達

郡山にて︑竹谷郡山営業支店長代理 ︵松下課

参加者

相馬地方広域消防・

井退職者の会会長・品

実施場所 南相馬市﹁森の湯﹂
講師
南相馬消防署長様

川郡山市長を来賓にお
招きし︑ご挨拶を賜り

﹁東日本大震災に学ぶこと﹂

演題

◎無人交換所除草作業
所の除草作業を有志で取り組みました︒平成

局長が行い︑物故者5

司会進行は渡辺事務

ました︒

30年9月に第2回目の磯部︑山上交換所を安

名に黙祷を捧げた後︑星会長より米寿5名・

NTT事業への協力の一環として無人交換

全第一で作業を進め予定どおり完了しました︒

喜寿6名の長寿者を紹介し︑記念品を贈呈し

呈しました︒議事については︑議長に田中馨

◎サークル活動
平成30年11月6日﹁松川浦パークゴルフ場﹂

さんを選出し︑平成30年度一般経過報告・収

ました︒続いて新会員3名の紹介と徽章を贈

において相馬︵7名︶︑南相馬︵22名︶︑福島︵9

支決算報告をした後︑平成31年度事業計画・

︒パークゴルフ同好会

名︶ で第16回相馬︑南相馬︑福島OB親睦パー

収支予算について報告・審議し︑共に原案通

鹿瀬新一さん諸氏がそれぞれ就任しました︒

石川マサ子さん︑﹁会計監査﹂上妻昌子さん︑

役員改正については﹁幹事﹂安粛清則さん︑

り可決承認されました︒

クゴルフ交流大会を行いました︒

優勝は男子の部半谷敬一さん︑女子の部半
谷美津子さんのご夫婦でした︒
大会終了後は成績発表があり昼食をとりな

がら大いに親睦を深めました︒

なか︑近況や現役の頃の話題・カラオケタイ

ムで笑顔・談笑の盛会のうちにお開きとなり
ました︒

◎錦秋の越後の旅

の駅で昼食を済ませた後︑最初の目的地﹁北

ました︒バスは磐越道を西に走らせて途中道

しい天気に恵まれ朝9時に郡山駅前を出発し

気予報がよい方にはずれて︑秋晴れの素晴ら

60代〜80代と幅広い年齢層でした︒当日は天

でした︒参加者は男性5名女性12名︑計17名︑

旅行は﹁弥彦神社参拝ともみじ谷紅葉まつり﹂

電友あさか会旅クラブ平成30年度秋の1泊

懇親会の模様

方文化博物館﹂を見学しました︒江戸時代か
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懇親会に入り司会は常任幹事の山家普さん︑

乾杯は星会長のご発声にて和やかな雰囲気の

総会の模様

各地区電友会だより（福島）

いね﹂ の会話があちらこちらから聞こえてい

自慢の菊を見て回り﹁絡麓だね﹂﹁素晴らし

催中でしたので出展された方々の丹精込めた

・第9回定例会

優勝 伊東

Bクラス

優勝 山田

準優勝 庄司 三雄

ら続いた越後の豪農の館で素晴らしい庭園や

ました︒そして2日目のメインのもみじ谷︒

Aクラス

茂夫

広いお屋敷︑美術品等を日で楽しみました︒

みんなで30分程かけてゆっくり散策しました︒

優勝 山田

準優勝 吉田 重雄

紅葉がまさに見頃で感動の連続でした︒その

Bクラス

和子

その後宝山酒造を見

後寺泊で昼食をとり新鮮な海産物を買い求め

優勝 伊東

2月

酒を試飲して岩室温
泉の旅館に到着しま

した︒宴会では先輩︑

後輩の懐かしい話に
花が咲き︑その後カ

準優勝 上奏 昌子
研修会

準優勝 熊田 政雄

研修会

準優勝 高山 博

Aクラス

茂夫

散となりました︒

優勝 庄司 三雄

準優勝 宮原 節子

◎サークル活動

Bクラス

力向上に努めました︒
・第6回定例会 10月
Aクラス

優勝 高橋 勝海
Bクラス

優勝 吉田 重夫
・第7回定例会 日月
・第8回定例会 12月
Aクラス

準優勝 家久来幸次

修日では上級者による親切な指導で会員の棋

そして﹁和気諸々﹂をモットーに活臥し︑研

施しました︒今期も勝負とマナーには厳しく

定例会は6回︵大会4回・研修会2回︶実

用囲碁クラブ

和子

l月

バスのトランクを隙間なく埋め︑満足して帰

・第10回定例会

学し︑数種類の日本

路につきました︒そして次回もまた元気で旅

3月

ハローウィン

・第日回定例会

特別豪華なコスチュームで

行に参加できるようにお互いの健康を願い解

ラオケそして恒例の仮装踊り︒

の時期と重なった為今回は特別豪華なコス
チュームで大変盛り上がりお開きとなりまし

た︒2日日は弥彦神社に参拝し︑菊祭りが開

参加された皆さん
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優勝

今泉

千鶴子

準優勝

㈲県南地区OBゴルフクラブ

仲島

功

30年度の例会は︑年間7回を計画し予定通

レディス賞 藤井京子

︒パソコンクラブ

◎サークル活動

役立つ会報を発刊していきたいと思います︒

第8号を発行しました︒次回以降も皆さんに

平成元号で最後となる︑地区会報﹁生きる﹂

・30年度第6回 10月15日

ハンデ戦

準優勝 水野 栄次

白河高原カントリークラブ

優勝 帆刈久雄

博

幽済漉敵組椚

りの開催を実施する事が出来ました︒又31年
・第7回 11月12日 納会

龍崎

度4月例会は総会を兼ねて良いメンバーと天

準優勝

央吹ゴルフ倶楽部 ダブルコンペ
節男

候に恵まれて今年度のスタートをし︑また総

星

優勝

ハンデ戦

蒜等…壷…

催しました︒初めて電話サービスを開始した

落語﹁電話の向こうはどんな顔﹂ の演題で開

むいわき支店の山敵家小粒さんをお迎えし︑

第1部の文化講演会は講師に噺の会じゅげ

催されました︒

に於いて︑70数名の出席を得て2部構成で開

10月23日いわき市ワシントンホテル椿山荘

◎OB︒OG交流会開催

㊨いわき電友会

n8q

1890年から今日までの電話の歩みを︑ユ

機関紙「生きる」第8号

闘 給水三色f

軌針目川痛氾 白河位鞄窪兎友企 み長野泣虫
閻刊ほ−

会では年間を通したベストスコアープレー

・31年度第1回 4月15日

白河国際カントリークラブ

ヤーを桜満開の中表彰し祝福しました︒

年間ベストスコア賞と各大会の結果です︒

準優勝 渡辺 守康

優勝 佐藤 善則

優秀賞 塩田一

⑳白河地区電衣食
◎OB︒OGと花がつなぐ絆活動
昨年9月27日︑400ポットに種をまいた

花苗パンジーなどを︑3月末日に会員宅に届

けたところ大変好評でした︒園芸指導者鈴木
三枝子さんと作業を

サポートされた︑多
くの会員と共に喜び

を分かち合いました︒

又令和元年総会でも

会員の皆さんに提供
しようと︑熱意を込

めて準備中です︒
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花の放り

脚を愚兄で盛

十十I
◆

塾 及川洋▲f

何戸皇包

います．

平成30年度ベストスコア賞

最優秀賞 渡辺守康

31年度第1回例会
参加の皆さん

花苗と指導者の鈴木三枝子さん

各地区電友会だより（福島）
習性で︑受話機を置い

自動電話であるにも関わらず︑磁石式電話の

ーモラスな語り口で利用者側の戸惑いの例︑
部会長からご祝辞をいただきました︒その後

あり︑その後に来賓の後藤NTT労組いわき

いわき営業支店長から︑NTTの現状説明が

是非来年も楽しい講演を期待している︑と

き話もはずみ楽しいひとときを過ごしました︒

風呂浴びた後︑おいしいお酒と料理をいただ

元気を確認し︑一

た会員のお互いの

のですが︑参加し

人数が少なかった

いつもより参加

ました︒

屋に於いて開催し．i∃

と︑熟塩温泉山形

日︑8名参加のも

平成31年3月29

◎新春の集い開催

⑳会津電友会

いう声に励まされながら終えた1日でした︒

︒
た

行い祝宴に入り︑会員相互の親睦を深めまし

クル事務局長の︑金成武男さん音頭で乾杯を

NTT労組退職者の会グラウンドゴルフサー
第1部落語

た状態でダイヤルし︑
繋がらないと憤慨して
いる場面などを演出し︑

大爆笑の連続でした︒
職場を離れて20〜30

年と経過している参加
者は︑改めて自分たちが担ってきた仕事を思
い起こすひと時でもありました︒

第2部OB・OG交流会は︑いわき電友会

の若松慶子さんが司会を担当︒主催者の常葉

第2部交流会

楽しいひとときを過ごしました
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