各地区電友会だより（福島）

福島
◆福島支部
◎第5回女性の会への参加

一′

になりました︒鈴木会長からは ﹁長いシニア

世代の生活を充実させて行く事が電友会の仕
事ではないかと思う︒ジムに行くより︑おしゃ

べりが健康に良い ︵全身運動に匹敵する︶と
の事︒人と人との関わりがとても大事である
と思います﹂とお話しがありました︒2日目

は︑﹁電友会活動を楽しく魅力ある活動にす
のテーマでグループディスカッ

ションが行われました︒女性活動の課題問題

るために﹂

名古屋市で開催され︑電友あさか会の星久美

点の解決策について︑各地方での活動状況を

9月25日〜26日本部主催による女性の会が

子さんが参加︒参加された星さんの報告を掲

を目指して参ります︒

最後に﹁全国女性の会﹂は︑パワフルで行

動力がある方々の集まりだと感心しました︒

◆福島地区電友会

◎第1回役員会兼地域担当幹事会議開催

6月8日福島テルサにおいて︑第1回役員

出し合い意見交換をした︒報告の中には︑食

度の事業等を︑役員及び地域担当幹事が︑具

本会議は︑先の定期総会で承認された今年

会兼地域担当幹事会譲を開催しました︒

事会・バスツアー・ボランティア活動・会報

載します︒

東北代表として出席して参りました︒不安

斉藤政夫会長があいさつに立ち︑地域幹事

体的に展開するための意識合わせの会議とな

ル ︵バースデーコール︶ で︑会員の皆さんと

の皆さんは︑﹁会員と事務局との橋渡しの役

の手配りなど他たくさん出され︑参考にした

のコミュニケーションを図るには良い方法だ

を担っている﹂﹁電友会の活動にとって欠か

もありましたが︑参加をして良い刺激と経験

と思います︒電友あさか会に持ち帰り検討し

せない必要な方々である﹂︑今日の会議で意

ります︒

実施出来ればと思います︒また︑会員の皆さ

識を合わせ︑今年度の事業を進めていきたい

いと思います︒1つは︑北陸電友会の元気コー

んからスキル者を募り﹁資格﹂を生かした勉
強会等︑楽しい行事として実施出来れば素晴
らしいと思いますrJ﹁電友あさか会﹂として

毎年︑市役所の出前講座を利用し﹁女性フォー
ラム﹂を開催しております︒主に健康に関す

る項目を選び︑終了後は会員のみなさんと美
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味しい食事とおしゃべりを楽しんでおります︒▼

これからも︑会員の皆さんに喜んで頂ける会

八ツ井宏景総務担当課長

轡
感、V

むかって一書右側が

重久菓子さん

各地区電友会だより（福島）

との話がありました︒

来賓に︑相談役でもあるNTT福島支店八

ツ井総務担当課長をお迎えし︑挨拶を頂いた

後﹁NTT東日本福島支店の取り組みについ
て﹂と遷し︑講演を頂きました︒

します︒

1 相月23日開催の ﹁文化講演会﹂及び同日

議事終了後︑長年にわたり地域担当幹事と
して協力を頂き︑今回で辞任する4名の方に

第2部として開催の ﹁OB・OG交流会 ︵旧

8月末現在 新規入会者13名︵正会員5名・

2 会員拡大施策の進捗状況について

祝う会︶﹂ について

記念品が贈られました︒

会議終r後別室にて︑今年度のスタートと

なる︑意識合わせの懇親会を行い有意義な一
時を過ごしました︒

準会員8名︶

休憩を挟み議事に入り︑事務局から次の事

項について説明を行い︑意見交換を行い意識

5

NTTグループ東北スポーツ後援会の加

取組み状況について

4 NTT施策﹁福島ひまわり里親PT﹂ の

3件

8月末現在 不良設備情報60件︑販売情報

3 不良設備︑販売情報提供の状況について

1 平成30年度主な事業計画の展開について

Ⅲ新規入会者の拡大施策について
60歳定年後﹁契約社員﹂として継続勤務さ
れる方の︑電友会入会施策について ︵勤務期

間は年会費を﹁無料﹂とする︶

㈲事業計画の実施予定について

㈲役員の役割分担について
2 地域担当幹事の任務等について

伽地域担当幹事の役割について
㈲情報連絡系統及び会員連絡名簿について
3 会員の近況調査について

9月6日︑NTT福島支店山下ビル1階﹁ア

4 福島電友会だより第48号へ8月号︶ の発
行について

題になりましたので︑以下にその内容を紹介

捗状況と今後の進め方について﹂が主要な議

会議の内容は︑今年度計画された事業の﹁進

員会が13名参加し開催されました︒

ベニュール﹂ において︑今年度第2回地区役

5

いて

骨福島ひまわり里親プロジェクト参加につ

7月12日花園ビルで開催▲U

伽サークル代表者会議の開催について

その他

◎第2回福島地区役員会開催

合わせと確認を行いました︒

懇親会場模様

各地区電友会だより（福島）

◎NTT福島グループOB・OG交流会開催

藤馨さんが披露し懐かしい曲に会場から大喝

6
菊の里チャリティバザーの協力について

電友会ロゴマークの変更について

成30年NTT福島グループOB・OG交流会

ラオケタイムに入りましたが︑今回は歳の召

その後︑電友会カラオケクラブの進行でカ

入協力について

7

を︑来賓13名・NTT幹部6名・OB・OG

された方が盛り上がり︑歌の披露が繰り広げ

采を受けました︒

8 東北電友会報第84号︵平成31年1月︶ の

138名・合計157名が参加し開催されま

10月23日ザ・セレクトン福島において︑平

原稿募集について

られました︒

会などの記事について︑平成31年1月発行分

り﹂に重複して掲載してきた︑総会及び役員

拶︑福島地区電友会斉

圭介支店長の主催者挨

NTT福島支店山口

従来︑﹁東北電友会報﹂と﹁福島地区だよ

から﹁福島地区だより﹂ への掲載は行わない

藤政夫会長の発声で乾
杯を行い祝宴に入りま
した︒

余興では︑電友会菅家政利さんの祝吟﹁電
信電話記念日を祝す﹂ に始まり︑退職者の会

鈴木重雄さんの祝舞﹁祝盃﹂︑寺島功さんの
十八番﹁どじょうすくい﹂が披露されました︒

たい︑と大変喜ばれま

葉学圃慰問時に役立て

ところ︑年末予定の青

島支店長にお渡しした

佐藤副会長から山口福

た︒早速︑電友吾妻会

日の浄財が集まりまし

たところ︑30．633

援金の協力をお願いし

電ありの実会﹂ への義

ランティアグループ﹁電

店で継続している︑ボ

また︑NTT福島支

し
た
︒

山口支店長挨拶

斉藤璧さんの踊り

ことに本役員会で決定しました︒

◎サークル代表者会議開催
7月12円︑NTT花園ビル会議室において

福島地区・吾妻会合同のサークル代表者会議
を︑10サークル22名が参加し行いました︒

各サークルの年間活動計画について

会議では︑
1

歌手の故白倉千代子さんが歌った﹁赤い電話・

また︑電電公社時代に船村徹氏が作曲し︑

変更について

赤電話音頭﹂に合せた踊りを︑退職者の会斉

2 サークル助成金の配賦状況及び配賦額の

3 サークル助成金申請時の注意点について

した︒

この活動は︑現役社

員が減少する中OB・

OGのささやかな協力

として︑今後も続けて

カラオケ尾形忠次さん（82歳）

特に︑3項サークル助成金申請時の注意す
る点については︑
†し便桐目的を熟知した支出を行う︒

亘領収吉記載事項及びあて先を確認する︒

ことなどについて︑不備事項による指摘を

行こうと考えており
ます㌧

つつ

受けないよう適正な事務処理をすることを再
確認しました■

鈴木重雄さん「枕盃」

各地区電友会だより（福島）

会の終わりは︑電

友吾妻会伊藤邦子
会長から︑﹁次回も

また皆さん元気で
お会いしましょう﹂

ての知識が豊富で︑よく聞きなれた地名での

講演後の質問も活発に出され︑予定の時間

平成30年は︑戊辰から150年目にあたり

ついては意外と馴染みが薄いことから︑ご先

をオーバーするほど大盛会の講演会となりま

戦い二一本松城の様子︑少年隊の成り立ちな

祖が二本松藩士だったという︑二本松郷土歴

し
た
︒

会津や白河の戦争についてはマスコミなどに

史研究家の菅野征︵スゲノタダシ︶ 氏を講師

◎サークル活動

ど事細かに講演をして頂きました︒

にお迎えし﹁戊辰15

猪苗代ゴルフコース

準優勝 荒木 省一

Wぺリア戦

新新ぺリア戦

ハンデ戦

省一

利部

伏見

ハンデ戦

準優勝

吉弘

丈志

準優勝 伏見 書弘

福島カントリーC

準優勝

三浦

荒木

・第211回大会 平成30年10月17日

優勝

猪苗代ゴルフコース

・第210回大会 平成30年9月14日

優勝

利夫

・第209回大会 平成30年8月10日

優勝 佐々木 充

パーシモンC・C

・第208回大会 平成30年7月13日

優勝 渡部 雄次

・第207回大会 平成30年6月16日

第207回以降の成績は次の通りです︒

出来ました︒

新加入者の皆さんの盛上げもあり楽しく競技

競技出来ず中止しましたが︑その後の大会は

5月予定の第206大会は︑雨と霧により

刷しのぶゴルフ倶楽部

取り上げられていますが︑二本松藩の戦いに

講師の菅野征氏

0年二本松の戦い﹂と
遷し講演を頂きました︒

菅野氏は︑昭和12年
生まれで今年81歳にな

られますが︑大変お元

気で郷土の歴史につい

■漬会場の攫機

との締めで乾杯し︑

盛会のうちに御開
きとなりました︒

◎文化講演会を開催

︒
た

として︑120名出席のもと開催いたしまし

TT福島グループOB・OG交流会の第1部

10月23日ザ・セレクトン福島において︑N

佐藤副会長から浄財を受ける
山口支店長
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各地区電友会だより（福島）

斉藤

政夫

パーシモンC・C

優勝

利部

斬新ぺリア戟

準優勝

㈲ITサークル悠々クラブ

丈志

悠々クラブの活動理念芸貢相互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

テキストディジー打合せ

3名

9月12日

PDFへの文字入力

新規テキスト配本

6名

5名

首︑北京から来た男等︒

もの︑よくわかる障害者福祉︑恋する百人一

8名参加

準優勝

博

9月20日

光夫

8名参加

加藤

ウォーキングアシストへの参加支援︒

㈲麻雀クラブ

・福島支部ホームページの支援
・福島地区だよりの編集支援

・第2回例会 6月9日

斎藤

山下ビルOBサロン

準優勝 八巻 俊一

・第4回年忘れ例会を日月10日開催︒

優勝 太田 岩夫

・第3回例会 9月8日

優勝

山下ビルOBサロン

・PC教室の開催 ︵上期14回延58名受講︶

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︒前期後期合わせ20冊を音声化翻訳︒主な

棚しのぶ囲碁クラブ

毎年恒例となっている︑支部管内囲碁交流

会が6月13日に︑郡山市の逢瀬荘で開催され

ました﹁一今回は︑福島地区と郡山地区からほ

名が参加し熱戦を繰り広げた結果︑クラス別

に次の方々が入質しました︒

ボケ防止に効果があるとか・・

皆さん

貢献することを目標として活動する﹄として
おります︒▼

5月21日

写真への文字入力

4名

・例会活動 ︵前回号以降︶

6月21日

ワード
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7月19日

例会の櫓子

第211回事加の

各地区電友会だより（福島）

大久保清三

第3回大会 ︵6月7日︶

優勝

サークル発足から早や6年日を迎えました︹■

㈲パークゴルフ倶楽部

山田 呂義︵福島地区︶

優勝

Aクラス

優 勝
会員は現在23名ですが︑これからも︑老若

滋見

秋田 紘行 ︵福島地区︶

第4回大会 ︵7月5日︶

吉田 重雄︵郡山地区︶
議により︑真夏の8月

大会は︑総会での決

準優勝

徹

大久保清三

高橋

徹

準優勝

準優勝

高橋

高橋

徹

徹

文雄

秀雄

板垣

広四

菊田

校並

準優勝

準優勝

準優勝

開催場所と定めています︒

定め︑カラオケボックスとスナックを交互に

基本的な活動は︑毎月第3月曜日を例会と

㈲カラオケクラブ

優勝

第6回大会 ︵10月4日︶

優勝

第5回大会 ︵9月6日︶

良栄

男女を問わず手軽に楽しめるスポーツとして

優 勝
伊藤 和子︵郡山地区︶

昌義

加藤

優勝

組んでまいります︒

更なる活動内容の充実と︑会員の拡大に取り

伊藤

準優勝

松浦 宏光 ︵福島地区︶

Bクラス

優 勝
山口

準優勝

及び酷寒期の1月〜2

鴇 ︵福島地区︶

準優勝

2019年も︑ここ逢瀬荘で開催すること

月を除き毎月開催する

・サークル主催の大会

にしましたが︑福島・郡山地区以外の方にも

しみました︒

成績は︑次のとおりです︒

山田

第1回大会 ︵4月10日︶

優勝

第2回大会 ︵5月10日︶

高橋

雰囲気の中で︑思い思いのプレーを存分に楽

4月〜10月まで6回開催︑それぞれ和やかな

2018年の大会は︑

一部変更しました︒

中心に開催することに

い ﹁福島市PG場﹂を

見込める移動時間の短

は︑より多くの参加が

お︑開催会場について

ことにしました︒な

Cクラス

第6回大会に参加した会員の皆さん
さあ、良枝l謁始です

参加して頂くよう︑両地区から声掛けを行う
ことを約束し散会しました︒

熱戦の模様
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各地区電友会だより（福島）

・8月20日

・7月23日

・6月18日

ボックス

スナック

ボックス

スナック

8名参加

8名参加

目名参加

6名参加

9名参加

要領等の準備を進めてきて︑やっと︑第1回

以降︑会員の獲得や規約の制定︑大会の開催

29年度末にボーリングクラブ結成準備大会

㈲ボーリングクラブ

は﹁忘年そば会﹂を計画しています︒

ます︒

す繁栄するサークルになるよう期待しており

会員は現在27名になり︑サークル結成申請を

ねた大会を開催することで承認されました︒

幸雄

幸雄

適当な値段︑送迎してくれること等考えた末

でないゆったりできる温泉地︑おいしい昼食︑

今年度のゆったり温泉旅行は︑あまり遠方

◎秋のゆったり温泉旅行

◆電友吾妻会

東北地方本部に届け出を済ませ︑今後ますま

・9月10日

スナック

た︒今回は︑初めての
大会ということもあり

12人の参加でややさび

高橋

高橋

芳則

（からしまボウル）

しい大会となりました

が︑会場はストライク

のたびに大きな歓声が

あがり︑大いに盛り上
がりました︒

勝

195

375

ゲームの結果は以下のとおりです︒
優

180

準優勝 荒木 省一

根本

副会長

ゲーム後行われた総会では︑次の方々が初

敏和

秀昭
鈴木

末永

代役員に選任されました︒

会長

事務局長

英夫

今回参加のメンバー

の大会を8月31日に開催することが出来まし

・10月15日

刷そばを楽しむ会

前回号以降の例会状況は次のとおりです︒
・6月6日16名参加 ・7月4日13名参加

・8月1日18名参加 ・9月5日19名参加
・10月3日19名参加

羽田

監査 荒木 省一

幹事

り寄せ︑早速旬の味を堪能しました︒今後も

次回は︑日月に例会︑1月には新年会を兼

10月は北海道から新そば﹁キタワセ﹂を取
毎月第1水曜日例会を行いますが︑12月例会
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10月例会参加者
カラオケでこきげん

末永会長の華麗な投球フォーム

各地区電友会だより（福島）
予約を入れたが︑参加者は14名︒非常に残念︒

前年度と同様﹁横向温泉﹂に決めた︒25名で

◎サークル活動

の会はなくならないと思う︒

が出来上がります︒

も上々︑﹁すごいじゃない﹂と言わせるもの

みんな知恵を絞って︑施設訪問のプレゼン

舶手作りサークル

トを何にしようか思案中の今日この頃です︒

㈲絵手紙サークル

がり ︵宝物︶︑加えておしゃべりは楽しいし︑

休日に当たることが多く︑その都度水曜日に

月曜日と年度当初に決めたが︑月曜日は振替

花をもって集まる絵手紙の会は︑毎月第2

お料理の知恵もいっぱい詰まった︑おいしい

しかし︑集まれば何かしらの作品が出来あ

員の減少に歯止めがかかりません︒

誕生して測年余りになるこのサークルも会

宿からは﹁25名で予約を承っておりましたが﹂

と言われたが集まらないので致し方ない︒
この夏は暑かったからとか︑昨年度と同じ

場所だからとか︑︵値段は同じだけど︶ 理由
はいっぱいあるんだろうな〜︒

しかし集まってみれば楽しい︒料理はおい

変更して実施している︒加えて6人のうち1

人でも欠席になるとさびしいこともあり︑来

話も情報が満載で︑なによりも元気になる︒

今年度は牛乳パックで小物入れ︑布で小物

しい︑温泉は熱い︑温い︑選んで長湯︑温い
湯は出られない︒やっと出たら体はポッカポ

月の確認をして柔軟な対応をしている︒従っ

れは非常に誇らしいことと思っています︒

て︑サークルの集まりはいつも全員集合︑こ

入れと知恵の詰まった宝物ができてきました︒

アップ︑チョイス︒簡単で安上がり︒見栄え

最近は100円ショップで材料をピック

出来あがった宝物

カ︒温泉を満喫︒話は弾みやっぱりこれだと
思った︒
まあ待っている人がいる限り細々とでもこ

粂しかった
ゆったり旅行
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間がおり︑季節の花は不自由なく持ってきて

名参加︒滝から流れ落ちる水しぶきは︑連日

︒
た
・8月17日高湯不動滝︵福島市︶ 874m15

種差海岸を巡るトレイルコース‖・3キロを

トレッキングを実施した︒7月1日︑八戸市

・又︑JR大人の休日倶楽部パスを利用した

の登山客で賑わっていた︒

くれてそれだけでもこころが華やぐうれしい

の﹁身体に危険を及ぼす猛暑﹂で疲れ切った

お庭の手入れが行き届き︑ミニ花見山の仲

ことです︒そこにおしゃべりの花も咲き手は

歩く︒12名参加︒

◎1泊親睦旅行について

流を深めあい楽しい1日でした︒

別室に移し︑懇親会を盛大に開催︑会員の交

決定頂き︑新会員の紹介を終えた後︑場所を

総会では︑次年度の活動方針を満場一致で

ホテル﹁もりのゆ﹂で32名参加で開催しました︒

平成30年度定期総会は6月26日︑原町区の

◎定期総会開催

◆電電原町退職者の会

新規会員1名人会有り︒現在会員数33名︒

脚ぶりも健在です︒

恵まれた楽しい山歩きでした︒メンバーの健

天が味方してくれたのかほとんど登山日和に

暑︑台風のオンパレードの中の活動だったが

ぶ大島を眺めた︒30年は春から異常気象︑猛

山頂からは天城連峰や富士山︑相模湾に浮か

参加︒お椀を伏せたようなシルエットの山︑

7月3日静岡県伊東市大室山580m12名

心身を癒してくれた︒
疲れ切った心身を癒してくれた高濡不勧滝

思うように動かないが口だけではと心配だろ
うが動く︒三一日添えた絵手紙はほっとさせる︒

ほっこり楽しく絵手紙の力︒

㈱しのぶ里山トレッキング倶楽部

の山開き登山からスタートした︒9名参

・4月15日ふくしま百名山︑川俣町の ﹁女神

山﹂

加︒爆弾低気圧で天気が心配されたが登山日
和になり下山後はシャモ汁を堪能した︒
・5月16日高柴山 ︵小野町︶ 884m14名参

加︒3万株の山つつじが満開で頂上付近は
・9月28日栗駒山二関︶ 1626m須川高

原温泉で1泊山行︒16名参加︒台風24号が接

真っ赤に染まり素晴らしい景観だった︒
・6月15日東吾妻山 ︵土揚温泉町︶ 1975

前で突然の暴風雨に遭遇し登頂を断念︒途中

近まぢかの嵐の前の静けさか︑燃えるような

・7月6日雄国沼︵北

北方に焼石連峰︑西方に雄大な鳥海山を眺め

mlO名参加︒雲の切れ目に見え隠れする鎌沼︑

塩原柑︶ 1089m15

下山後は源泉かけ流しの乳白色の温泉でほっ

色鮮やかな紅葉の栗駒山が私達を迎え入れ︑

名参加︒雄国沼の湿原

こり︒

一切経山を眺め︑姥ケ原はツマトリソウ︑シャ

は一面ニッコウキス

・10月10日安達太良山︵二本松市︶ 1700

引き込まれるように頂上目指したが︑山頂手

ゲの黄色い絨毯︑アヤ

m五菜松平から紅葉に染まった安達太良山の

クナゲ︑延齢草︑ミネザクラ等花盛りでした︒

メや可愛いピンクの

雄大な絶景を眺めながら登った︒県内外から
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トキ草等が咲いてい

ニッコウキスゲの黄色い絨毯

各地区電友会だより（福島）

7月‖〜12日︑1泊2日の日程で﹁龍泉洞・

北山クルーズ船など三陸の旅﹂︑親睦旅行を
32名が参加をして実施しました︒

船から眺める三陸の岸壁の絶景やNHKの

に取り組みますので会員の皆様の協力をお願

︵引き込み線の垂れ下がりなど︶ の情報提供

今年啓一JNTT事業協力として不良設備

◎サークル活動

名の参加で交流を深めました︒

ドゴルフ大会を南相馬市で開催︑相馬から2

平成30年4月27日南相馬・相馬交流グラン

成29年度経過報告︑会計報告︑会計監査報告

議事は議長に伊藤邦夫さんを選出して︑平

磯部︑山上交換所を安全第一で作業を進め予

所除草作業を有志で取り組みました︒今回も

NTT事業への協力の一環として無人交換

優勝者は蓬田昌幸さんで初優勝でした︒

参加者8名で行われました︒

平成30年9月12日松川浦パークゴルフ場で

②第70回パークゴルフ大会

優勝者は鶴岡幸治さんでした︒

参加者6名で行われました︒

平成30年5月31日松川浦パークゴルフ場で

①第69回パークゴルフ大会

・パークゴルフ

いします︒

人︑カラオケする人で盛会のうちに終了しま

総会終了後︑懇親会を開催しお風呂に入る

しい旅行でした︒また︑夜の懇親会は歌やゲー
した︹▼

朝ドラ﹁あまちゃん﹂の撮影地の見学など楽

ムなどで交流を深めあい楽しい旅行となりま
し
た
︒

◆電電相馬クラブ
◎定例総会開催
第25回定例総会を平成30年7月12日岩ノ子

の ﹁晴風荘﹂ において会員目名の参加で開催
いたしました︒

ご来賓としてNTT東日本−東北福島支店

企画総務部総務担当課長田高将光様︑及びN
TT労組福島県グループ連絡会会長鈴木秀昭

様をお迎え予定でしたが鈴木様は所用でお迎

および平成30年度事業計画 ︵案︶︑予告二案︶

定どおり完了しました﹁

◎無人交換所除草作業

が提案され審議の結果︑原案どおり可決承認

◎南相馬との交流グランドゴルフ大会

えすることができませんでした︒

されました︒

窮70回パークゴルフ大会
参加者の皆さん

総会参加者の
皆さん
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◎ヽTT福島グループ郡山地区OB・OG交

流会開催

催されますが︑NTT

︵グループ企業含め︶

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

明電友あさか会会長の乾杯に続き︑星久美子

連絡会会長から祝辞をいただいた後︑星日出

川郡山市長︑鈴木NTT労組福島県グループ

を大張NTT郡山営業支店長︑来賓挨拶を品

労組退職者の会郡山地区会長が︑主催者挨拶

B・OG交流会は︑開会挨拶を山ノ井NTT

第2部のNTT福島グループ郡山地区O

いていました︒

皆さん身近な内容だけに︑熱心に説明を開

の事例を紹介して頂き理解を深めました︒

・﹁クーリング・オフ﹂ では対象になる商品等

線﹂本当にあったこわい〜トラブルと過し講

ター高橋智恵子氏を講師に﹁消費者相談最前

第1部の文化講演会は︑消費者生活セン

に於いて開催されました︒

相月23日99名が出席し︑郡山ビューホテル

年着付けに協力してお

参加にあたり︑電友あ

なお︑平成30年日月には南相馬︑福島︑相
り8月3日︑4名の会

場﹂で行っています︒気軽に参加されますよ

馬の交流パークゴルフ大会を相馬で行う計画
員が着付けのお手伝い

◎無人交換所除草作業

を行いました︒

しております︒

◆電友あさか会
◎うねめ踊り着付け手伝い

着付けの様子

毎年︑郡山市の夏祭り﹁うねめ踊り﹂が開

平成30年9月18日〜19日の2日間

NTT事業協力として第2回目を実施︒
日時

郡山3ヶ所︑須賀川2ヶ所

さんの進行により祝宴に入りました︒

文化硯演台の模様

さか会の女性会員が例

うねめ踊り

うお待ち申し上げます︒

無人交換所除草作業

場所

3名で実施︑延べ人員6名でした﹁
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始めは︑三春7ラガール愛好会によるフラ

し︑話には事欠かない様子でありました︒
名残は尽きないところではありましたが︑
閉会の言葉を加藤電友あさか会副会長に官三一ロ

ダンスショー︑続いて出席者の十八番カラオ
ケタ石ムに入りました︒

◎サークル活動

いくことを考えています︒

販売は社会福祉法人﹁にんじん舎の会﹂ ︵知

州電友あさか会旅クラブ

費店舗等の協力を得て平成30年9月末累計で

が取得︒会員並びにNTTグループと大口消

れる古の湯﹁岳温泉・光雲閣﹂で開催されま

太良山から湧き出る﹁美人の湯﹂として知ら

を兼ね︑6月6日︑26名の参加のもと︑安達

平成30年度旅クラブ定期総会は︑春季旅行

1341〜提供いたしました︒今後も継続実

し
た
︒

前での記念撮影︒好天に恵まれ︑安達太良山

宿に到着して先ず︑恒例となりました玄関

今年度からNTT施策への協力として﹁ひ

麓を一望しながら︑﹁ニッコリ・ハイ・チーズ﹂

定期総会は例のごとく︑シャン・シャンと

まわり里親プロジェクト﹂に参加することと

夏は猛暑続きで︑思うようにひまわりが育

進行し︑最後に新役員に佐藤善則さん︑石川

皆さんお年相応︑それなりに良く写りました︒

たなかった会員もおりましたが10月20日現在

総会終了となりました︒

が提案され︑大きな拍手を以って承認され︑

マサ子さんを加えた7名による執行体制︵案︶

しし︑来年度も引き続きこの施策に協力して

皆様から集めた種はNTT福島支店にお返

で600gの種が事務局に寄せられました︒

しました︒

◎ひまわり里親プロジェクトへの参加

施いたします︒

︵CO2削減︶ 化し︑収益は﹁にんじん舎﹂

的陣がい者施設︶ がバイオ∵ディーゼル燃料

イクル運動﹂を継続して会月が回収し︑精製

して︑地球温暖化防止施策の﹁食用廃油リサ

電友あさか会発足30同年記念行事の1つと

◎食用廃油リサイクル活動

︒
た

ことを約束し︑盛会のなかお開きとなりまし

していただき︑また次回も元気で皆が集まる

の感謝の念を表したり

会を企画した関係者へ

話も盛り上がり︑この

T社員代表の方々との

旧知の会員相互∴NT

また宴が進むにつれ︑
フラダンスの皆さん

暮ま った600gのひまわりの橿
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マンス︒ひょっとこあり︑七福神あり︑おか

健

心待ちにしている懇親会までの約1時間は
めあり⁝︒会場からは︑仮装者の一挙一動の

ロレルバレーcc

析矯

自由時間とし︑光雲閣自慢の ﹁美人の湯﹂を

動作に︑あのお面は○○さん？いや△△さん

優勝

優勝

愉しむも良し︑野らくぶりの再会におしゃべ

かしら㍗等々の笑いや励ましの声が絶えず︑

大竹

光正

政寵

芳孝

村松

準優勝

青柳

尾又

ダブルペリア戦

準優勝

性男

2位

試合を行い親睦を深めました︒

三坂スミ子

結果は次のとおりです︒
1位

城子

ホールインワン賃

鹿俣

中島

村松

幸治

義幸

功

性男

職者の会グラウンドゴルフ愛好会と交流親善

10月5日︑ホテル・バーデンにおいて︑退

㈲グラウンドゴルフクラブ

遠藤

・第5回 平成30年9月10日

り︑近況報告をし合って愉しむのも良し⁝そ

楽しい1日となりました︒若葉替る︑安達太

脚県南地区OBゴルフクラブ

良山麓を一望しながらの旅でした︒

れぞれの楽しみ方で過ごしました︒

待ちに待った懇親会は︑添田さんの乾杯の
音頭で始まり︑和気あ

30年度の例会は︑天候にも恵まれて順調に

開催をさせて頂いています︒会員も少しずつ

ですが増えてきて益々私達OBの時代が来た

のかと思わせるようです︑皆さん元気でプ

準優勝

卜文字芳男

県★地区OBゴルフクラブの
皆さん

いあいとなごやかな雰
囲気のうちに︑進んで
いきました︒途中︑一

段と会場を盛り上がら

レーを楽しんでいます︒

準優勝

曽我

80歳をこした先輩方のハツラツとしたプ
レーを見て羨ましくなりました︒

各大会の結果は次の通りです︒

守康

ハンデ戦

・第1回 平成30年4月16日

渡辺

束郁郡山cc

優勝

正

ハンデ戦

・第2回 平成30年5月21日

渡辺

ローレルバレーcc

優勝

ハンデ戦

・第3回 平成30年6月18日
アローレイクcc

準優勝

藤井

京子

優勝

ハンデ戦

・第4回 平成30年7月23日

白河ゴルフ倶楽部
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恒例の仮装パフォーマンス
ハイり†チリl

せたのは︑恒例となり 鳩

ました仮装・パフォー

恒例の宿の玄関前で

各地区電友会だより（福島）
㈱囲碁クラブ

ました︒

日を新設して会員の棋力向上を図ることとし

までの大会形式だけの定例会を改めて︑研修

に活動することを確認しました︒また昨年度

月1回を原則として﹁和気裔々﹂をモットー

平成30年度総会︵4月23日︶ で定期月例は

みんな笑顔で！

文一

三雄

準優勝

準優勝

吉田

高山

重夫

博

・第1回定期大会 4月

庄司

Aクラス

優勝

松木

pUクラス

優勝

・第2回定期大会 7月

高山

Aクラス

優勝

校本

Bクラス

優勝

博

文一

茂夫

・第3回定期大会 9月

山田

Aクラス

優勝
Bクラス

優勝 吉田 重夫

準優勝

準優勝

準優勝

功

家久来幸次

仲島

家久来幸次

準優勝 上奏 昌子

6月3日に行われた福島支部親善囲碁交流

重夫

準優勝

伊藤

和子

会には郡山から9名が参加し︑Cクラスで次

吉田

の方が入質しました︒

優勝

■伽麻雀クラブ

例会は3名の女性︵傘寿・喜寿・数年後に

古希とは思えない若々しい方々︶ と麻雀が半

世紀以上のキャリアを持つ猛者でスタート︒

雀士それぞれが和気あいあいに麻雀牌の感

触を楽しみながら︒声高らかにリーチをかけ

あうなど仲間とのコミュニケーションが図れ

た1日だった︒

結果は前回︑前々回と熟女雀士が連続制覇

例会だった︒

と﹁好奇心﹂が若さを保つ秘訣と知らされた

して欲しいとの要望があった︒この﹁挑戦心﹂

例会終了後︑3名の女性から毎月1回開催

見よ！この美顔。
麻雀は楽しい一。

さあ、きょうもホールインワンめざして！
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横田

徳重

2位

村松

性男

正吉

・10月6日白河市と大田

原市の友情企画

﹁与一逸品物語﹂ に参

加し︑与一の里で見つけ

た逸品︑マンホールの蓋

・南峰会﹁秋のランチ会﹂

ことのない ﹁狛犬﹂に出

遺産ツアーに参加︑見た

・10月16日秋の白河文化

・ふるさとクラブ﹁白河桜祭り﹂ に自ら作成

会い迫力に感動しまし

◎福島ひまわり里親プロジェクト

した甲田を着用した参加︒

・機関紙﹁生きる﹂の定期発行

今年度の主な活動は次のとおりです︒

度の活動の承認を頂きました︒

逝去された会員へ黙とうをささげた後︑前年

の会白河地区会長代理高橋惇様をお招きし︑

2位

したが今回は猛者が雪辱を果たした︒

徳重

31名の会員が参加し開催されました︒前年度

水野

・第3回例会 7月21日 ︵9名参加︶

優勝

水野

・第4回例会 9月20日 ︵8名参加︶

優勝

◆白河地区電友会
◎定期総会開催

︒
た
㈲南峰会

10月3日恒例秋のランチ会を︑26名が参加

秋のランチ会参加者の
皆さん

5月28日ブラッスリーラ・セゾンにおいて

総会出席の皆さん

NTT福島支店八ツ井総務担当課長︑退職者

春には︑OB・OGの家庭にお届けする予

定です︒

◎サークル活動
亜ふるさとクラブ
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し白河市の奥座敷﹁花文﹂にて開催しました︒
のいわき支店バリュークリエート岩崎課長︑

月14日︑街中食店で24名が参加し開催しまし

NTT労組退職者の会いわき地区会長の岡部

練習成果を発揮すべく︑特に次の3大地区大

NTTグループ連絡会の今野修一事務局長︑

た喜びと︑昔話に花が咲き︑しばし至福の時

功棟よりご祝辞がありました︒議長に金成武

会に積極的に参加し︑好成績を挙げることを

定例会の活動は前年度と同様とし︑日頃の

間を楽しみました︒

男さんを選出し︑活発な議案審議の結果︑満

目標に取り組むこととしました︒

︒
た

終わりに︑25日開催予定のNTTOB・O

場一致で承認されました︒特に昨年度の﹁い

会員からも好評を得︑今年度も継続要望が多

G交流会での再会を約束し散会となりました︒

毎月1回例会を開催し︑パソコンスキルの

数あったことから役員一同気合いを込めて実

わき地区OB・OG交流会﹂ の文化講演会は

向上のための勉強会︑機関紙﹁生きる﹂・総

施することとしました︒

◎サークル活動
・グラウンドゴルフクラブ
第日回グラウンドゴルフサークル総会を5

定期総会模様

会資料の作成などを行っています︒

◆いわき電友会
◎平成卸年度定期線会

始めに松沢副会長

7月4日いわき正月荘において会員22名出

席のもと開催されましたゥ

の開会宣言︑佐藤会長の挨拶があり︑ご来賓

・第24回労金GG大会

女子の部

・第14回県協GG大会 優勝 中村千代子

優勝 岡崎サダ子

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

好成績を日糠に
取り組んでいます

㈲パソコンクラブ

美味しい会席料理を頂きながらみんなに会え

機関紙「生きる」
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・第7回高退連大会

秀子

サークル内コンペ結果

西尾

・秋季コンペ

優勝
・忘年コンペ

優勝 藤原一秀
岡部

博子

功

小野

保行

入賞 阿部カヨ子

2位

加藤

小野

協議会鈴木尚栄会長が︑開会のことば並びに

勝彦

保行

2位 金成 武男

2位

2位

・GG結成10同年記念コンペ

優勝

小池

・春季コンペ

優勝

岡崎ヒサ子

平成30年7月3日

懐かしい講話をされ︑続いて主催者を代表し

武男

実施月日

会津迎賓館

金成

・年間最多ホールインワン賞
1位
加藤

◎NTT福島グループOB・OG交流会開催
平成30年10月23日︑会津若松ワシントンホ

テルに於いて︑NTTとOB2団体共催によ

実施場所

て︑NTT東日本−東北福島支店会津エリア

勝彦

2位

◆会津電友会

り50名出席のもと開催されました︒

参加者人数 18名

支店皆川大輔支店長より︑OBに対する日頃

はじめに︑NTT労組退職者の会会津地区

会長より︑日頃の御礼と忌博のない意見交

の感謝と︑NTTの最新動向等のご挨拶があ

◎総会開催

換をしたいと挨拶があり︑その後︑議事審議

りました︒

分会会津若松部会の羽染

啓様から祝辞をい

次に来賓を代表して︑NTT労組福島県域

の結果︑全て承認されました︒

閉会のことばを若林広子幹事が述べ︑昼食
会に入り︑お互い交流を深めました︒

ただきました︒

続いて退職者の会幹事小林正英さんの発声

で乾杯し︑祝宴に入りました︒

各テーブルでは︑現職・OBそれぞれ和や

かな雰囲気の中︑飲物と美味しい料理を囲み

旧交を温めることが出来ました︒

舞台では︑鈴木キイ子さん︑高橋美栄子さ

んが︑歌謡曲︑日本舞踊と拍手大喝乗でした︒

あっという間の2時間が経ち︑閉会のこと

ばを︑岩橋会津電友会会長が述べ︑万歳三唱

してお開きとなりました︒
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