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ごあいさつ

東日本電信電話株式会社取締役宮城事業部長
宮城事業部宮城支店長
東北復興推進室長

宏
正
澤
滝

（NTT東日本一東北 代表取締役社長）

新年おめでとうございます︒

東北電友会の皆様には︑日頃よりNTT東日本グ
ループの事業に対し︑格別のご支援・ご協力を賜り︑
厚く御礼申し上げます︒

昨年は新型コロナウィルスに全世界が翻弄された
1年でした︒日本においては4月の緊急事態宣言発
令後︑対象地域が全都道府県に拡大︑東北においては
県境を越える移動自粛要請等が発表され日本経済は
宿泊業や飲食業等が大きな影響を受けました︒
そのような中︑私たちは指定公共機関としての〝つ
なぐ使命″を果たすべく新型コロナ対策を実施しな
がら︑地域に寄り添った活動を行ってきました︒
コロナ禍では新しい日常︑すなわち﹁ニューノーマ
ル﹂に向けた﹁事業運営スタイルの革新﹂が必要です︒
これまでは﹁出勤してオフィスで働き︑車で移動し︑
対面／訪問でお客さまに接する﹂という働き方が中
心でした︒しかしこれからは︑﹁テレワークで在宅で
働き︑通信でやりとりし︑非対面／リモートでお客さ

方でした︒ところがニューノーマルに対応すること

で変化が現れました︒例えば︑移動距離や時間のロス
は﹁インサイドセールス﹂で解消されます︒労働人口
減少は﹁無派遣工事﹂や﹁スマートメンテナンス﹂で解

消されます︒腕の良さ︑技術力︑営業力があれば︑首都
圏以上の仕事や成果が期待できる機会の到来です︒
更に3密回避の観点からも︑今後首都圏等からの産
業の移転先／事業の創生地として期待されます︒

コロナを経験し︑﹁デジタル﹂︑﹁リモート﹂︑﹁オンラ

イン﹂は︑あらゆる産業で無くてほならないものにな

りました︒私たちは︑地域のパートナーを﹁つなぎ﹂︑
共に︑地域社会の課題を解消し︑未来社会の創造に貢
献するため全社員一丸となって取り組んで参ります
ので︑今後のNTT東日本グループの取り組みに多

くのご支援・ご協力を賜りますよう︑よろしくお願い
申し上げます︒

また︑皆様から物心両面でご支援いただいている

﹁東北マークス﹂ですが︑昨年は新型コロナウィルス
の影響もあり予定されていた大会が軒並み中止とな

これからは﹁非対面活動﹂が中心になるため︑お客さ
まとの対面機会はこれまで以上に大切にする必要が
あります︒非対面活動を増やすことで移動時間が削
減されます︒それによりこれまで以上にお客さまへ

い申し上げます︒

来シーズンも引き続きのご支援を賜りますようお願

ントンクラブは︑バドミントンJ

まに接する﹂という働き方が中心となります︒

接する機会︑すなわち﹁お客様対応の量﹂を増やすこと
が出来ます︒更に考える時間を創出することも出来

りました︒このような中︑ベースボールクラブは︑都
市対抗宮城県予選において企業チーム相手に善戦し
ましたが︑東北大会出場はなりませんでした︒バドミ

るため﹁お客さま対応の質﹂の向上も期待できます︒

最後になりますが︑東北電友会の益々のご発展︑東
北電友会の皆様のご健康・ご多幸を祈念し︑ご挨拶と

させていただきます︒

ップに出場し︑初代王者の栄冠を手にいたしました︒

SPORTSカ

これまで東北は︑首都圏に比べて︑様々なデメリッ
トを抱えていました︒﹁土地が広いため︑移動距離が
長く︑公共交通網が脆弱﹂﹁人員減耗や少子高齢化が
深刻﹂いわゆる儲からない東北エリアが定番の考え

ごあいさつ

東日本電信電話株式会社
宮城事業部山形支店長

輔
俊
会
渡

NTT東日本グループとしても︑お客様及び社内

のテレワークや遠隔授業をはじめとするリモート・

東北電友会の皆様におかれましては︑日頃より弊

社の事業に対し︑格別のご支援・ご協力を賜り︑厚く

非接触のコミュニケーションを推進しております︒

また︑業務を人の手を介さずにデジタル化すること

御礼申し上げます︒

昨年7月1日付で山形支店長に着任いたしまし

んでおります︒社会が大きな困難に直面している今

により︑感染防止と仕事の効率化を図るDX︵デジ

私は︑山形県鶴岡市の生まれで︑初期配属は宮城

だからこそ︑地域に密着したICT企業として︑お

た︑渡会︵わたらい︶俊輔と申します︒よろしくお願

県︑前々任地は青森県と人生の半分以上を東北地方

客様の課題解決︑ひいてはニューノーマルの実現に

タルトランスフォーメーション︶の推進にも取り組

で過ごしてまいりました︒そして今回︑また︑東北地

向けて︑地域社会に貢献してまいりたいと考えてい

い致します︒

方︑それも生まれ故郷である山形に戻って︑東北の

ます︒

せていただきます︒

のご健勝とご発展を祈念いたしまして︑ご挨拶とさ

最後になりますが︑東北電友会会員の皆様の益々

皆さんと一緒に仕事ができることについて︑幸せを

噛みしめると共に︑この機会に東北への恩返しがで
きればと思っております︒

世の中は︑新型コロナウイルスの影響で︑生活様

式が一変し︑また︑経済も非常に大きな影響を受け
ています︒そして︑日本は元より︑世界でも︑新規の

感染者数は増減を繰り返し︑いまだ収束に向けての
道のりは見えません︒

一方で︑ウイルス感染防止の観点から︑職場に通
勤せずに︑自宅にいながらオンラインで仕事をする

テレワークや︑旅行先で観光を楽しみながら︑仕事
をするワーケーションという新しい働き方のスタ

イルが注目を浴びています︒大都市から地方へのシ
フトが進むといわれており︑自然︑住環境︑食べ物や

観光資源に恵まれた東北地方にとっては︑大きなビ
ジネスチャンスと考えられます︒

年2回の会報発行で今回44年！88号となりました。

88（八八）というおめでたい数字の号に因み大勢の会員から

ご投稿いただきや元気発信。の特集を組みました。お忙しい中

ご投稿くださった皆様に心から御礼申し上げます。皆様の
益々のご健勝をお祈りいたします。

愈最裔

趣味や特技︑健康法や昔の思い出等︑

思いは様々です︒素晴らしいことは︑

投稿された皆様が確実に前向きと

いうことです︒まさに元気発信！コ

大澤 孝夫︵78歳︶

五ッ橋クラブ

楽しみましょう︒

時代ですが肩の力を抜いて人生を

ナ禍の昨今︑気を遣うことの多い

貯めない︒これが1番？？︒コロ

ロナなんかに負けていられません︒

佑︵77歳︶

五ッ橋クラブ

岩渕

﹁自己流の健康法？？？﹂
私は大きな病気も怪我もなく︑
継続して薬を飲むことも無く保険

ません︒ストレッチ・筋トレ・体

質・滅AGE等︶・酒は殆ど飲み

スの良い食事︵ミネラル・蛋白

水︶・空気 ︵空気清浄器︶・バラン

いることは水︵アルカリイオン

とがありません︒健康上注意して

ました︒毎年開催しているNTT

によりやむなく中止に追い込まれ

みにしておりましたが︑コロナ禍

OB囲碁クラブとの交流戦を楽し

じて各県OB囲碁クラブや他企業

て6年が過ぎ︑今年度も囲碁を通

五橋囲碁クラブの幹事を担当し

﹁囲碁クラブのこと﹂

幹鍛え等︑軽く汗をかく程度の運

OB北4県︵宮城・岩手・青森・

会社から保険金を一度も貰ったこ

動︒人に迷惑をかけずストレスを

ルが好きになりました︒毎回︑朝

さい︒よろしくお願い致します︒

是非ホームページを覗いてみて下

ています︒

の目覚めと共にNHK朝ドラの

秋田︶ 親善囲碁大会は28年間︑南

3県︵宮城・福島・山形︶ は︑23

﹁エール﹂を見てからです︒偉大
動︒ヒット曲は︑栄冠は君に輝く

年間休むことなく続けておりまし
五ッ橋クラブ

他数知れず︑私達東北人の誇りで

笹原

うに﹂

声に魅了され心にしみました︒い

俳優も出演︑伸びとハリのある歌

くてはと考え︑NHKの写真教室

毎日が日曜日となって何かしな

弘︵92歳︶

元年の今頃は ﹁ワンチーム﹂ ラ

つか︑東京帝国劇場でミュージカ

に通い始めてから20年︒現在もカ

にはミュージカル

グビーW杯での日本チームの活躍

ルを見ることを楽しみに日々元気

メラを背に撮影会に参加し約

す︒﹁エール﹂

に盛り上がっていましたね︒コロ

に過ごしていきます︒最後に皆様

500個所を歩きました︒特に毎

﹁趣味で健康長寿！﹂

ナ禍の今︑懐かしく思うのは私だ

にエールを送ります︒

年2月に計画された富士山への撮

スポーツ観戦が好きな私にとっ

令和2年3月︑サラリーマン生

﹁事務所立ち上げ﹂

加藤 浩一︵60歳︶

め全てにイベントが自粛となるこ

感染拡大の影響により︑自粛生活

ては生の応援ができないストレス

五ッ楕クラブ

けではないはず︒スポーツをはじ

﹁早くスポーツ観戦が出来ますよ

小山内奈那子︵67歳︶

な作曲家古関裕而さんの物語に感

守︵67歳︶

五ッ橋クラブ

たが残念ながら途切れることにな
りました︒今年こそは︑コロナ禍
も収まり平常に戻り多くの方と囲

碁が打てて︑楽しく過ごせれば良

太田

五ッ橋クラブ

いなあと願っております︒

﹁小さな楽しみ﹂

で外出もままならず︒そんな中の

を如何に解消するかが︑目下の悩

影会は9年継続し2泊3日毎日秀

小さな楽しみが︑4歳の孫との仙

みですが︑退職後始めた趣味を楽

となど考えてもみませんでした︒

台近郊の公園巡りと︑五ツ橋クラ

しみながら平穏な日常がくること

昨年からの新型コロナウイルス

ブサークル ﹁山の会﹂ の月1回の

活にピリオドを打ちました︒

趣味？の健康ヲタクを生かせる

を願っている今日この頃です︒

の磐梯山に初めて登り︑久しぶ

ものとして複数の資格を取り︑昨

山登りです︒8月には日本百名山

りに登山の達成感と頂上からの

個別相談も受付しておりますので

健康セミナーも定期的に開催し

康予防管理﹂を立ち上げました︒

健康法をテーマとした ﹁KYK健

年10月から病院と薬に依存しない
五ッ橋クラブ

小山田いよ子︵66歳︶

最近は︑民謡の他にミュージカ

﹁歌が好き﹂

360度大パノラマに心を癒され
てきました︒

1年でも永く山登りができるよ

う︑そして孫と駆けっこで負けな
いよう普段から歩くことを心掛け

4

うに部屋の中に漂いました︒ただ

花はひと晩です︒夕方から咲き始

難うございます︒

昨年からコロナ禍が深刻化する

め精一杯美しく咲く姿は惨く愛お

クマスク日です︒

中︑行かない︑やらない︑会わな

しくさえ思います︒月が似合う神

麗富士山をカメラに収めたのは最

最近は撮影の回数は減ったが月

い等が望ましいとされ︑各種イベ

高でした︒

2回のNHK教室での研修︑毎月

東北トップの感染者数⁝どうか穏

この頃︑仙台も増加の傾向にあり

回され感染者が後を絶たない今日

毎日新型コロナウィルスに振り

事が思い切りできる世の中に早く

は無く︑やりたい事︑経験したい

い事がそう簡単に手放せるもので

て行きたいとは思いますが︑楽し

あったと思えるように日々過ごし

﹁近況報告﹂

千葉 恵逸︵67歳︶

五ッ橋クラブ

たいと思います︒

秘的な花︒これからも大切に育て

五ッ楕クラブ

佐藤 孫次︵80歳︶

やかな日が早く来て欲しいと願う

戻って欲しい︒この辺が本音でし

コロナ禍がきっかけで良い事も

ばかりです︒現在私は家内と2人

ょうか︒

﹁ボランティアを続ける﹂

暮らし方をうまく変えて︑後に

ントがかなり制約されています︒

第2火曜日の電友会の写真サーク

ル等趣味の写真撮影は健康長寿の
源です︒高齢となり撮影会の回数

は減ってきましたが健康で歩ける
うちは継続します︒

五ッ橋クラブ

佐藤シゲ子︵79歳︶

大変です︒もう加年以上清掃して
五ッ橋クラブ

で道路清掃することが日課です︒
昨年はコロナに翻弄され外出も

いますが町内の皆さんが清掃する

秋は落葉で道路がいっぱいになり

ままならず︑不要不急は駄目と食

ことはございません︒それでも︑

﹁コロナから半年を振り返って﹂

料品の買い出しだけの生活です︒

末永 恵子︵67歳︶

社・T社監査役を退任し︑今は午

私たちはボランティアと思ってで

約30年前1つの花に出会いまし

前中はこれまで週末だけだった朝

軽い運動を兼ねて毎日家屋の清掃︑

た︒月下美人という植物です︒孔

のウォーキングや貸農園︵120

昨年6月に10年間勤めた通建会

雀サボテンの1種で花は直径15cm

正︶ での畑仕事に精を出し︑午後

﹁月下美人﹂

五ツ橋クラブのITサークルに所

の真っ白な大輪です︒最初葉が2

は録りためたFM放送や購入して

きる限り続けたいと思っています︒

属していますが昨年3月以来活動

枚位でしたが︑年々木立が大きく

まだ聴いていないCD等のクラシ

猫庭の手入れで過ごしています︒

は自粛︒9月に入ってサークル諸

なり葉が増えて1度に川数個花が

ック音楽を聴く毎日です︒

ンが通じウェブ会議に参加︒久し
振りに先輩方の元気な御尊顔を仰

五ッ橋クラブ

咲いた時は本当に見事でした︒勿

兄の御指導と御尽力のお陰でライ

会報88号の発行に至るまで40数

論香りが強く香水を振りまいたよ

﹁コロナ禍の終息を願って﹂

渋谷 悦男︵70歳︶

ぐことができました︒ワクチンの

年にわたり様々な情報の発信︑有

昨年3月以降自粛していた山登
1日も早い開発を願いつつ︑マス

りも︑6月から月2〜3回ペース

で再開し︑8月初めには山形勤務

時代の山仲間と神室山 ︵山形県︶
の山頂避難小屋に平日1泊で登っ

雄︵78歳︶

五ッ橋クラブ

福原

﹁大切なのは健康寿命の維持﹂

五ッ橋クラブ

定年退職後に始めたのが毎日に

以内に︑車の自動運転 ︵5Gネッ

持を︒②運転免許証は有効な3年

し︑可能になった時のため健康維

の国々を自由旅行出来る日を想像

旅行も︑はるか遠い昔の様で世界

真を見て思い出す︒3年前の英国

程記します︒①旅行願望は時々写

現状出来ない事も合わせ︑3項目

はオーストラリアの砂漠に着陸さ

結集の成果と驚嘆する︒カプセル

高度な技術とプロジェクトの英知

し︑岩石を探取して戻ってくる︒

キロ彼方の ﹁リユウグウ﹂迄飛行

2014年に打上げられ︑約3億

やぶさ2﹂が地球に帰還すること︒

は︑12月6日に小惑星探査機﹁は

宇宙に興味があった︒目下の関心

子どもの頃から星や人工衛星等

温すると発酵して︑真っ白なにん

の作り方は︑10日程度炊飯器で保

からその名らしい︒②黒にんにく

にくの芽にあらず︒昧がにている

①にんにくの芽は︑本当のにん

にんにくの雑学などをひとつ⁝

はりにんにくですね︒ここで少々

の58歳です︒健康といったら︑や

す︒青森の米・にんにく農家育ち

はじめまして︑二ツ森と申しま

ニッ森勇幸︵58歳︶

生活リズムをつけようと近くの公

の実現により︑自動

にくが﹁にんにくエキス﹂が濃縮

﹁にんにく⁝﹂

園でのラジオ体操でした︒今年4
トワーク等︶

せ︑探査機本体は新たな惑星探査

された︑黒にんにくに大変身︒以

﹁﹃はやぶさ2﹄帰還﹂

年目ですが40代から80代の幅広い

運転によるドライブ旅行を行ない

をめざして更に飛行を続けるとい

上何かのご参考まで︒

てきました︒

世代の方々とも親しくなり健康管

たい︒③﹁男の料理教室﹂を年度

う︒﹁はやぶさ2﹂ との通信は長

コロナ禍の中での生活ですが︑

理にも大変役立っています︒高校

内再開し︑料理・会食・懇談が出

野県臼田観測所の直径64mのパラ

﹁私の健康法と絵画﹂

秋夫︵66歳︶

から始めた油絵は今も描き続けて

来るようにしたい︒最後に︑安全・

ボラアンテナが担っている︒無線

五ッ橋クラブ

います︒今はコロナ禍ですが周り

安心と健康第一に留意し︑﹁健康

林

の方に支えられて︑2年9月に17

五橋ビルの受付警備業務に従事し

の職場はTW所属で21年間NTT

私は1999年に退職し︑第2

吉野 勝美︵77歳︶

五ッ橋クラブ

エンジニアとしてはこの巨大なア

ンテナを是非見たいと思っている︒

因みに私の墓標には ﹁宇宙﹂と記
している︒

轟
l
宣
一

﹁私の近況﹂

寿命﹂ の維持をと思っています︒

た︒地域社会に貢献できるように

試行錯誤を重ねて創作活動を続け
ていきたいと考えています︒

／∵

ていました︒その折には電友会︑
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回目の個展を開くことができまし

3年前に行った英国大英博物館

月は白菜︑玉葱︑大根の種蒔きで

を収穫︑スイカは8月に︒8︑9

菜の種蒔きを行います︒5月は苺

4月はナスや胡瓜︑スイカ等夏野

旬植付けのジャガイモを手始めに

自給自足が出来ています︒3月下

ークゴルフ場まで送り迎えをお願

許返納した為︑会員の皆さんにパ

きます︒後期高齢者なので運転免

た︒週3回はパークゴルフ場に行

ルフ愛好会の初代会長を務めまし

好きです︒大崎クラブのパークゴ

けました︒私はパークゴルフが大

役員・SG会ゴルフ・オレンジ歴

訪会・退職者の会の手配りをする
他︑グランドゴルフ︑詩吟︑電友
会報の手配りを追加しました︒息
切れしないよう頑張ります︒

﹁初めて見たキノコ﹂

もりです︒

様には大変お世話になりました︒

す︒合間の雑草取りは大変ですが

いしてご迷惑をかけています︒妻

いきいきネット︑OBサロンの皆

昨年3月満期退職︒自宅で外出自

コロナ禍に依り行動が制限される

は老人ホーム7年︑私は今91歳︑

粛の生活ですが従前からの町内会

少年野球に携わって23年︑9月

中︑野菜作りは土に親しむ心地よ

パークゴルフをやって長生きする

仙南OB会

に練習へ行く途中山沿いの斜面に

さが多大で運動にもなります︒健

＼加川 新助︵68歳︶

1本だけ白い物が見え︑近づいた

︒
ぞ

た︒17年目を迎えてもまだ完成の

皆さんに会える楽しみも出来まし

ましたが元同僚の花野呆クラブの

毎日です︒4年前︑夫に先立たれ

被写体に夢中でシャッターを切る

負︶ で今日もカメラ片手に花達を

た土地を改良した生涯の楽園︵自

イングリッシュガーデン﹂︒畑だっ

背景に田んぼに囲まれた﹁憧れの

母屋から裏へ50歩程︑船形山を

イしてます﹂

﹁ガーデニングとフォトでエンジョ

今野千賀子︵76歳︶

大崎クラブ

康野菜作りをお勧めします︒

でスッポンタケ属のキ

を撮り︑ネットで調べたら﹁キヌ

ガサタケ﹂

大崎クラブ

地相 恭介︵91歳︶

宮城県統計協会会長より表彰を受

また大崎市統計調査員を12年務め

ながら大崎クラブ地区役員をし︑

退職後は我が家の庭づくりをし

﹁元気で長生き﹂

ら﹁きのこ？﹂ の様でした︒写真
仙南OB会

八木橋行男︵71歳︶

ノコの希少種であるとわかりまし
の女王ともよばれ︑食用にもなる

た︒純白のレースをまといキノコ

健康維持を考えて仙台に週4日

ので準絶滅危倶種等に指定されて

﹁私の健康法﹂
通勤しておりますが︑古希を過ぎ

初めて稀少なキノコを近くで見ら

いるところもあります︒生まれて

ました︒退職後は︑ボケ防止と体

れたことに感動︑今年は︑いいこ

てそろそろ体力の限界を感じてき
力向上を目指し︑夏はグラウンド

とがあることに期待します︒

我家では︑野菜は殆ど購入せず

﹁楽しい野菜作り﹂

大友 養市︵73歳︶

仙南OB会

ゴルフ︑冬は若き時代に夢中にな
ったスキーで余暇を過ごしたいと

思い︑元年に2回スキーに行きま
した︒しかし体力の無さを痛感し
思うように滑る事が出来ず本当に
ショックでした︒今年はスキーウ

ェアーも新調し改めてチャレンジ

しながら体力向上に努めていくつ

健康には野菜作りがおすすめです

ない庭ですが自分の健康法として
100才時代︑お客様から元気を

城に入ったのかとビックリ？人生
気仙沼クラブ

熊谷 省二︵76歳︶

の同一ページで目にしたのです︒

山形霞城クラブ囲碁愛好会の大会

で︑準優勝・優勝したとの記事で

した︒お2人は︑西も束もわから

へ︑そして平成13年12月︑37年勤

へ︑平成10年6月NTT仙台支店

局︑57年7月気仙沼局から営業職

和東分局︑48年10月宮城県小牛田

機械職を皮切りに︑鳩ヶ谷局︑浦

昭和38年4月埼玉県川口報話局

飲み交わしているとの由︑私も誘

は今でも12月に当時の仲間と酒を

る現況を語り合いました︒山形で

を詫び︑お互いに元気にやってい

わず電話をして︑日頃のご無沙汰

た方々です︒懐かしさのあまり思

酒などの遊びまでご指導いただい

ない私に︑仕事は勿論︑野球・麻雀・

めたNTTを退職︒オッ家内の扶

いをいただき︑今すぐにでも行き

﹁リストラの︑その先は⁝﹂

養となり主夫業に転職︒私のサラ

たい！と思いました︒以来︑各地

年寄りの役目を目指し奮闘中です︒

サンデー毎日の状態になってか

リーマン人生は︑最高の仲間に恵

区だより欄は︑目を凝らして視て

﹁我が人生の岐路﹂

信夫 文雄︵81歳︶

小牛田クラブ

ら7年目の70歳の目前から80歳目

まれ感謝・感謝︒

います︒懐かしい人の名前や思い

出に出会えることを楽しみにしな

がら︒会報88号記念号が楽しみで

入院生活でした︒入院先はいずれ

主夫

前の10年間はまさに人生の岐路と

転職先は

〝リストラの

暮れでした︒最初の痛は平成21年
日月で中咽頭癌で75日間の入院治

も県立がんセンターでしたが退院

︒
す

﹁住みなれた地域にデビュー﹂

後も各経過観察が5年間も続きま

見習い〟

も言える2つの癌との戦いの明け

源︑健康の源︑情熱の源となるお

からも元気をもらい︑私も活力の

頂くと共に我が家の長老96才の父

継続していきます︒

大崎クラブ

療︒2つ目は平成25年7月の横行

25年前私も﹁8﹂ にあやかり平
成8年48歳で退職︒ラーメン店を

した︒20年来お世話になっている

話中継所城西分室に採用になり︑

鈴木 源一︵72歳︶

開業︒現在に至っております︒生

ホームドクターの適切な指示と各

約3年間山形で過ごしました︒当

少なかった私ですが退職後︑家庭

栗原クラブ

産人口の仲間入りをしながら元気

担当医との連携によりスムーズな

時の先輩である︑鬼澤範和さん・

バレーボール愛好会 ︵ビニールボ

結腸癌で検査入院も含め37日間の

に過ごしております︒開業当初赤

治療の上に無事生還できたことに

伊藤智幸さんの名前を会報第86号

私は昭和38年4月︑山形統制電

﹁最近感動したこと﹂

後藤 政行︵76歳︶

ちゃんだったお客様が子供と一緒

大変感謝している81才です︒

裕︵72歳︶

単身生活が長く地域との交流が

﹁趣味を生かした私の健康法﹂

佐藤

栗原クラブ

に来られた時など店はもう老舗の

く・楽しく・元気よく身体を動か

2時間程度練習しています︒明る

状況ではありません︒入社した頃

た︒当時は︑中々お稽古ができる

か︑歌や踊りが大好きな子供でし

小さな田舎町の劇場で育ったせい

し︑筋力推持？に努めています︒

いとこが三味線の名取りになった

当面楽しめそうです︒

皆シニア世代︑試合で勝つことよ

のを機に芸事の基礎を習いに通い

ール︶ に誘われ︑週2回午後から

り健康の話題が多く︑特に ﹁新型

溜基憲■部

福島地区電友会

菅家 紀男︵78歳︶

社の同僚から誘われ民謡も︒40才

太鼓伴奏者として︑郡山市を中心

平成20年頃から郡山の民謡会の

﹁民謡太鼓で頑張っています﹂

ます！﹂

を迎えて念願の踊りを始めました︒

に二本松市等で ﹁いきいきデーサ

始めました︒勿論無料︒また︑会

めの話題になると食事と運動そし

退職後は野菜作りを夢見て東松

加えてカラオケも︒今は︑趣味を

ービス︑老人ホーム︑介護施設﹂

﹁お久しぶりです︒チョット愚痴り

て体調管理や︑3蜜の話で盛り上
島市へ移住︒1年目︑畑とちょっ

生かしてボランティア活動の毎日

等で年40回程の慰問のボランティ

に感染しないた

がります︒健康が1番！と感じる

とした農機具︑物置小屋を準備︒

です︒声がかかれば ﹁はい︑ほい﹂

コロナウィルス﹂

この頃です！

2年目は収穫︵微々︶ をしました

石巻電友会

伊藤ふみの︵81歳︶

私は︑1939年生まれの81才︒

﹁趣味は骨董収集﹂

柴田

哲︵72歳︶

福島地区電友会

コロナに負けず頑張ります︒

味が元気﹂と大きな喜びを感じ︑

と感謝されたりします︒私も︑﹁趣

私の手を握られて﹁また来てナイ﹂

子よくて元気も出るナイ﹂ とか︑

の拍手を頂戴し ﹁太鼓が有ると調

ランティアが終わりますと︑沢山

活動を休止しています︒いつもボ

3密防止で残念乍ら昨年3月から

ア活動をしていますが︑コロナの

で農作業を頑張っています︒小生

行困難となりそれ以来︑妻が1人

と喜んで出向いています︒

石巻電友会

ていけず︑ショックを受けていた

若生 利治︵90歳︶

はリハビリを兼ね写真サークルに

健康寿命を保ちながら︑どうに

ところ︑写真仲間に励まされ︑今

参加︒しかし仲間の動きについ

か90才の大台を超える事ができま

は元気になりました︒ただ︑﹁夢﹂

記憶を辿る日記を記して頭の健康⁝
を取り戻す努力を重ねたものです︒︼
体力が衰えてきた昨今は︑40坪程

の家庭菜園を相手に︑作付け計画

で頭を使い︑鍬をふるって筋力維
持につとめています︒この調子だ
と︑たまさか出かける温泉巡りも

﹁私の趣味﹂

なった時期は︑2旦別の食事など⁝ は 実 現 不 可 能 の よ う で す

した︒70代の頃︑物忘れがひどく

﹁元気です﹂

が3年目︑持病の腰痛が悪化し歩

平成27年石巻グランドホテルにて
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浮世絵︑ソノシート︑菓子の木型︑

カップ︑オールドノリタケ︑絵画︑

切手や古銭︑切符︑皿︑茶碗︑氷

っかけで始めました︒現在は日本

話をしていてワクワクしたのがき

で古い皿や壷を集める人に出会い

骨董品収集は30歳頃に折衝業務

在は箱物以外に木工ろくろでパス

等の情報交換をしております︒現

杢目の生かし方や完成時の見栄え

広葉樹種︵楢︑栗︑栃︑栓等︶ の

でも親交を深めており︑設計時の

知り合った異業種の方々とは現在

頂くようになりました︒講習会で

を製作できるまでになり︑注文も

大変だ！

いれば出来るかな〜しかしそりゃ

何事ももう少し続けたい︒続けて

続けているからだと自分を褒める︒

過ぎると忘れてまた昇る︒きっと

ど︒どっちもそりゃ大変︑1か月

山や目山︵富士山の見える山︶ な

役員を微力ながら務めております︒

きたい︒現在は電電相馬クラブの

ろがある﹂﹁会う人がいる﹂ で生

竹田八重子︵88歳︶

電友あさか会

着物の紐等を集めて︑妻には﹁家
タ皿︑サラダボール等を製作し︑

りました︒﹁女性専用フィットネ

ましたがコロナ禍にて生活が変わ

米寿迄はと目標を持ち生きてき

﹁私の近況﹂

の中はガラクタだらけで︑やめな

草野 拓也︵78歳︶

電電相馬クラブ

仕上げに拭き漆を施し地区の文化
祭に出品しております︒

さい﹂と言われますが︑ウランガ
ラスはブラックライトを当てると

緒麗な縁を発色し︑見ていると心

の合う仲間ができた﹂﹁すべてに無

い︑何故って﹁時々うまくいく﹂﹁気

ークゴルフを始めた︒それが面白

にそれを感じるが︑思い立ってパ

私︑間もなく齢80年︒心身とも

社化︑福島では仕事一筋？一関は

津若松は観光地めぐり︑原町は会

夢中︑盛岡は山菜取り︒仙台︑会

った︒磐城富岡ではボーリングに

出し︑仙台統話中は仕事が楽しか

新入社員で野球や組合活動を思い

た皆様のお陰です︒平話中時代は

になりお付き合いをしていただい

いられるのは︑入社時からお世話

私︑元気です︒ここまで元気で

費やして下さいました︒人生の後

山の仲間が終活の手伝いに2日間

駆使しラインを楽しんでおります︒

事をリタイアし︑現在はスマホを

た︒精一杯働いたので48歳にて仕

の墓地まで新幹線で日帰りしまし

しんでます︒夫の33回忌では小諸

を歩いて花を愛でながら散策を楽

ない内に87歳にて卒業︒今は里山

﹁山登り﹂ は︑周りに迷惑をかけ

はクラブから休会とされました︒

スクラブ﹂ の運動は︑翌成代の人

理がない ︵体力︑財力︑時間︶﹂から︒

夏油温泉︑郡山は尾蘭へハイキン

片付けは大変です︒コロナ禍等に

﹁皆様のお陰です﹂

見回せば若者はいないが︑お手本

グ︑再び福島は組織の変化と退職︒

負けないで最後まで自分の足で動

が落ち着くのでやめられません︒

休日を利用し日曜大工で小間物

になるような年齢を重ねた方はお

その後︑ドコモエンジニアリング

けるよう﹁心﹂ して日々感謝して

偽物を掴まされる失敗もあるので

を作っていましたが︑退職5年前

いでで︑それが上手い︒励みにな

にお世話になりました︒これから

生きたいと思います︒

吾妻電表会

に本格的に手道具と電動工具等の

る︒里山サークルにも入り︑よち

は ﹁やることがある﹂ ﹁行くとこ

ています︒よって︑これからも続
けることになるでしょう︒

実︵67歳︶

福島地区電友会

大戸
﹁杢に魅せられて﹂

﹁大変？でも楽しい﹂

伊藤 邦子︵79歳︶

取扱いを受講・習得し︑現在では

よち？よれよれで山に登る︒栗駒

美術館で本物を見て︑目を肥やし

テーブル︑キャビネット等の大物
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でしたが︑楽しかったものでした︒

けや釣り上げるのを見ているだけ

沼・海に釣りに行きました︒餌づ

子供の頃お爺さんに連れられて

余年の間には空襲・地震・災害・

と旅行・文学講座・宙ガール ︵星

としました︒今は公社以来の﹁友﹂

からの早番が出勤したときはホッ

21時に夜勤の人が帰ったあと︑不
眠不休にて頑張り翌朝︑7時30分

時も忘れられません︒私は宿直で

熱海温泉﹁磐梯ホテル﹂ の火事の

内初の冷房装置導入でした︒磐梯

自動改式﹂ です︒職場には郡山市

うございました︒

います︒平成20年度﹁電友会ボラ

り文化祭等に出展し高評を受けて

﹁ペン習字﹂同好会も30年続いてお

設・小学校等に招曙されています︒

電友あさか会

72才で逝ってしまったが子供心に
も随分長生きしたと尊敬しました︒

コロナ禍と色々ありましたが︑平

﹁お爺さんの加護﹂

宮城 哲彦︵88歳︶

私が還暦︵老人の入り口！︶・70才

和が1番と念じており︑身体現状

白河地区電友会

鈴木三枝子︵77歳︶

可愛い︒小さい頃から花が大好

庭の秋桜が風に揺れる︒とても

﹁お花と私﹂

ンティア活動賞﹂をいただき有難

︵まだ々！︶・80才︵追い越した！︶

維持に心掛けております︒

き︒れんげやクローバーの花で髪

の会︶ 等に勤しんでおります︒80

これもお爺さんからの加護・激励
と思います︒最近は︑ゴミ出しに

飾りを作り︑アカマンマの花で赤

飯を作ってままごとをして遊んだ

会津電友会

く家に住みたいと夢みた我家の庭

になったら庭いっぱいにお花が咲

窄症を患い歩行困難となり︑脊椎

平成29年8月退職の際︑脊椎管狭

皆さん︑お変わりありませんか︒

兼子 修一︵68歳︶

には四季折々沢山の花が咲き道ゆ

管狭窄症とヘルニアの手術を行い

﹁退職して3年﹂

く人とも知り合って︑あげたり︑

ました︒手術後2年が過ぎた元年

ことも懐かしい思い出です︒大人

東京の ﹁苦海社﹂ ︵大正10年創業︶

いただいたりしています︒花の絆

9月︑生活上の制約がなくなった

幸︵88歳︶

の本部役員を務め︑80過ぎから支

活動でも︑皆さんにお花を届ける

ことから︑10月にシルバー人材セ

伊東

電友あさか会

10mも歩くと度々左右に振れたり
することがあり︑これが老化の始

まりかと複雑な心境にて日々を平

部役員として年に4〜5回は中央

と最高の笑顔で喜んでくれてお花

ンターに加入︒母校の喜多方市立

穏・自然体で送りたいと思います︒

の展覧会に出品し︑今年10月には

を給麓に咲かせて下さっています︒

第一中学校で用務員の仕事に就き

﹁米寿の手習い﹂

銀座﹁鳩居堂﹂ の展覧会に出品す

心から感謝しております︒

量長久保澄子︵88歳︶

﹁平穏無事祈願﹂

少年時代から習った書道を続け

昭和26年電気通信省入局︒昭和

る為制作中です︒また︑講師とし

電友あさか全

61年NTTを退職︒35年勤めた中

て成人講座・新年書初会・介護施

ました︒大先輩の斎藤勇さんの

での思い出は昭和37年の ﹁郡山局
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度々の勧めもあり︑地域の一員と

して何かお手伝いができればと思
い︑12月に民生委員児童委員とな

りました︒用務員の仕事は︑毎朝

いわき電友会

加藤 勝彦︵74歳︶

1人でトボトボ歩いて行く子︒い

ろいろです︒3年前退職と同時に

参加した小学校見守り活動の朝の

ひとコマです︒退職後自分の生活

つです︒

花巻電友会

した︒通学路の交差点で朝は7時

神山 佑治︵76歳︶

NTTドコモを最後に退職し︑

から8時頃まで︒生徒たちが安心

オリンピックとアメリカ大統領

にリズムを持ちたいと思い始めま

く元気をもらっています︒どちら

先輩の勧めにより地域のグラウン

安全で登校できるよう︑そtて自

選がある年にしか誕生日が来ない

﹁夢中になれるものの継続﹂

も今年の秋で2年目を迎え︑とて
ド・ゴルフクラブに入会︒週2回

分自身の健康のためにと続けてい

生徒との挨拶のやりとりが清々し

も健康で充実した日々を過ごして

の定例会で仲間とプレーに励んで

私に︑2年2月︑19回目の誕生日

﹁
近
況
﹂

います︒

ます︒

健︵85歳︶

いわき電友会

佐藤

揚感と引き換えに︑100円を会

が訪れ︑嬉しい事に私を知る多く

肺癌に見舞われましたが︑現在は

くそ笑みました︒退職後は腰痛と

どの誕生日も満更悪くないなとほ

話やメールをいただき︑4年に1

の皆様から喜寿と併せて祝いの電

てくれます︒指標となる目標に向
かって技能を磨きクラブコンペや

市・県の各種大会に参加︑仲間と
﹁1日1万歩が私の健康法﹂

近藤 茂雄︵73歳︶

に納めるのですが︑皆喜んで納め
盛岡電友会

おります︒ホールインワン時の高

﹁私の目標﹂

の交流を深めております︒

17年前にNTT東日本を辞めて

130坪の畑で顔を増々黒くしな

私はゴルフスイングを日課のよ

うにして八十路も峠まで来ました︒

⁝令和3年3月末までの有期雇用︵73

がら趣味と実益を兼ね野菜作りを

電友会役員や地域活動︑そして

庭の片隅に作ったネットとプラス

三成︶で第2の職場で働いています︒

チックボール使って暇さえあれば

レッシャーは︑働いていることを

刺激やたまにある仕事上の軽いプ

職場で若い社員から受ける新しい

適度な運動になっています︒更に

思います︒1日約1万歩の歩行は

楽しんでおります︒

畿季支部

正︵67歳︶

盛岡電友会

佐藤

﹁私の朝の一コマ﹂

市川 牧子︵71歳︶

花巻電友会

一川勤めが健康寿命を延ばしていると

振ってきました︒目標は5番アイ
アンで150ヤードを曲げずに飛

ばすことだったのですが峠にきた
ことを機に︑曲がらない球を打つ

ことは諦めて︑曲がらない腰を作
ることにしようと目標をかえまし

退職後︑腰痛改善や介護の気分

﹁マスターズ水泳大会参加﹂
け止めています︒新型コロナの関

転換に水泳を始めた︒空成で初め

実感していく上で必要なものと受
す！﹂元気な声︑少し沈んだ声︒

係で経験した在宅勤務もそのひと

﹁おはよう﹂ ﹁おはようございま

ですが︑ラジオ体操の延長のよう

友達と仲良く話しながら歩く子︑

た︒やる事はあまり変わらないの

なつもりでやっております︒
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形・背泳ぎに参加︒最下位だった

てマスターズ水泳大会の25M自由

各自練習を重ねております︒

為と思い︑いつまでも行けるよう

おりません︒ボランティアは己の

た︒今後は︑会員の生き甲斐作り

合いながら活動することにしまし

にし︑事業運営等もお互い協力し

と健康増進を第1に活動を推し進

でした︒現在会員は5名で新舞踊︑

京玉すだれの認定証を頂いた時期

先輩3名は新舞踊の名取︑私は南

の交流の場が持てず不安を覚えて

各種行事は中止となり︑会員相互

が経過しました︒新型コロナ禍で

退職して3年︑会長として半年

宮古地区電友会

三浦 キヨ︵79歳︶

﹁80歳︒ヤレヤレ！﹂

もうすぐ八十路︒5年程前に﹁後

期高齢者になる﹂という原稿を書

いていた︒月日は早い！電友会事

務局を15年勤めました︒元年は東

北地方本部長表彰を頂き感謝して

年︒思い出も多い︒藤井七段の活

なく8歳で覚えた将棋︒歴史は60

パテパテと云えばパチンコでは

ブでりんご狩りや産直巡りに出か

お手伝い︑また町内会の老人クラ

赤字続きの映画生協で上映活動の

ぎ︑やっと解放されました︒今は

おります︒事務局も斎藤氏へ引継

躍で将棋界は元気でも将棋ができ

けて楽しんでいます︒ヤレヤレの

下さいませ︒スクリーンを失くし

80才です︒皆さん映画鑑賞をして

対戦ができる︒コロナ禍で回数も

たくない

何故なら勝つまで﹁待った﹂が続く︒
愛車の番号は ﹁88﹂︑私の誕生日︒

大震災で行方不明︑台風10号では
水没︒災害も疫病も無縁でありた

い︒二拍手︑神に祈るのみ︒

塾徽敏感儀簡

飛車王掛

40年余り長唄三味線を習ってまい
りましたが︑10年ほど前からは文

私は ﹁杵家釜石﹂ の会員として

﹁伝統芸能長唄三味線﹂

平野 裕子︵80歳︶

釜石地区電友会

多い︒そして私は常に連戦連勝だ︒

かし今はスマホ︒ソフトでAIと

る環境は少なく相手がいない︒し

﹁人生88︵パチパテ︶け﹂

斎藤 浩三︵68歳︶

宮古地区電友会

代〜90代や車いすの方が参加して

ギター︑尺八︑南京玉すだれを公

います︒高齢化等による会員数の

稔︵68歳︶

演し今年で13年目を迎えます︒年

減少もあり︑今年度から電友会と

鎌田

北上電友会

めて行きたいと考えています︒

年はクイックターンをマスターし

50M・100M種目に参加したい︒⁝

何歳になっても挑戦できるのが水−
泳の良いところ︒私も以前より肩⁝

や背中の筋肉が大きくなった︒80

歳まで大会に出たいと思い︑食事−

川辺 邦子︵76歳︶

北上電友会

にも気を付け日々すごしている︒

﹁
若
草
会
﹂
平成20年6月より介護施設のボ

ランティア慰問をしようと若草会

間7︑8回延べ97回になりますが

NTT労組退職者の会の連携を密

を結成︒最初は4名で始めました︒

コロナ禍のため100回に到って

﹁近況報告﹂

いる姿を見て勇気づけられた︒今

がとても充実していた︒また︑80

ボランティア慰問「若草会」のメンバー
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科省の方針による ﹁中学生の伝統

聞達との定例昼食会も殆ど自粛︒

た
い
︒

掛け︑100歳時代の仲間になり

に襲われ︑網で囲いを高くしたの

三浦 弘明︵67歳︶

遠野地区電友会

姉と楽しみながらの家庭菜園は鹿
おおふなと電友会

に︑今度は下から網を食いちぎり

蒔き作業から辞める事にして︑今

佐々木 享︵64歳︶

退職後︑健康のためウォーキン

は自宅巣ごもり生活です︒懐かし

ヘルニアで入院手術となり右足に

びり過ごす予定が1年目に椎間板

退職後は野菜作りと登山でのん

﹁近況報告﹂

芸能学習﹂ で︑市内中学校から当

会に長唄三味線の指導依頼がくる
ようになり︑師匠以下会員が赴い

員が模範演奏を披露しますし︑他
グをしていたが︑地域の方からグ

い写真を眺め︑早くコロナの完全

食事に来る小動物にがっかり︒秋

の演奏行事のためにも自分の稽古
ラウンドゴルフに誘われ︑市GG

終息で皆さんにお会いし︑お礼が

﹁私の余暇﹂

が大切ですので︑八十路の老体に
協会に入会し︑3年半が過ぎた︒

て指導しております︒その際︑会

鞭打って励んでおります︒

言いたいです︒

ぐれ優勝﹂し︑今では我が家の居

れでしたが︑大きな石3個はお隣

ームセンターへの入荷は2か月遅

スを建てることに︒コロナ禍でホ

年は草地を開墾し︑ビニールハウ

後遺症が残り︑登山はあきらめて

禰︵77歳︶

間に14個のトロフィー・盾が鎮座

及川

毎日土いじりの生活です︒令和2

﹁私の健康法﹂

しています︒練習は月曜を除くほ
おおふなと電友会

始めて3ケ月目の定例大会で ﹁ま

釜石地区電友会

菊地 繁子︵83歳︶

ぼ毎日︑先輩の方々と和気あいあ
いと楽しくボールを打っています︒

昨年から協会事務局長となり︑会

﹁趣味と私﹂
長い人生︑いろいろやりました

東日本大震災の後︑新型コロナ

さんのバックホーで撤去し無事完

員の拡大やルールやマナーの徹底

ウィルスと気持ちを暗く沈ませ︑

成︒夕方︑草刈りで汗をかき︑風

が4年前からつるし飾りの美しさ

行動が制限される日常生活の毎日

呂に入って枝豆 ︵秘伝︶ でビール

に取り組んでいます︒

外に出られない事を良い口実に今

である︒震災後目標を立ててボケ

にひかれて手芸教室に入りました︒
は毎日作品作りに夢中になり︑時

を飲むのが至福の時です︒
歩︑気仙の霊峰五葉山登山︑グラ

趣味︵詩吟︑将棋︶と野外運動︵散

と体力の衰えを鈍化させるため︑
おおふなと電友会

寺澤いく子︵77歳︶

遠野地区電友会

多田 昭子︵77歳︶

会報88号の節目に︑偶然にも喜

﹁日々感謝﹂

には手を休め気分転換にテレビ体
操をして大いに楽しんでいます︒
またコロナでは沢山の手作りのマ

特に散歩に浪板海岸まで往復2時

ウンドゴルフ︑ゴルフ︶ に活路を︒

お久しぶりです︒元気ですか︒

間位かけ︑歩きに1時間20分とス

﹁1日も早いコロナの終息を！﹂

昨年3月よりコロナ感染拡大のた

トレッチ︒海に向かって大きな声

スクを作り︑みんなに使って頂き
今はただ︑1日も早いコロナの収

め︑週2回遠出のウォークも趣味

で詩吟を唸って︑笑いの生活を心

喜んでもらえて嬉しかったです︒
束を願うばかりです︒

の会も︑そして同期に退職した仲
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今日あるのも在職時の努力の賜物

た︒会社の変革もありましたが︑

と多くの仲間に支えられて来まし

返れば古き良き時代であり︑会社

いを頂き感謝しております︒振り

寿を迎え︑NTTより思わぬお祝

せっせと︑手洗い・人込みでのマ

平等に国民が税金で支払うのか︒

イートとも無縁︒これらの費用は

を観察する︒G0−0トラベル・

り︑右往左往する各国のリーダー

類全体に死に至る感染症がはびこ

せる今を大事にしたいと思った︒

を追いかけながら︑家族皆で過ご

宙ステーションの ﹁希望の光跡﹂

後藤 光男︵68歳︶

水沢地区電電友の会

スク・手指の消毒︒これが我が家
の日常だ︒

と思っております︒また︑長きに

渡り︑NTTと仲間の杵が現在も

﹁
断
捨
離
﹂

いちのせき電友会

吉田 喜春︵76歳︶

当市一関には︑かの有名なジャ

ズ喫茶﹁ベーシー﹂があります︒

客の9割は他県からでベーシー詣

薪割りにと忙しく汗を流しており

コロナ自粛期間は︑丸太運びに

復活させ︑50〜60年代のジャズを

職後はLPレコードを聴く趣味を

若かりし頃は入り浸りでした︒退

という言葉があるほどです︒私も

ます︒また適当な材木も手に入り

毎日2時間位︑レコードにして両

﹁彫刻刀で暇つぶし﹂

後期を迎え︑余生を自作と身近の

雨降りなどは家で彫刻刀を手に木

面2枚ほど聴きながらレコードの

続いている事を誇りに感じます︒
整理に苦心し︑1日1日を噛みし

を削って︑暇を潰しています︒先

整理をします︒アーティストをA

水沢地区電電友の会

日﹁鶴瓶の家族に乾杯﹂ で見た︑

BC︑録音年月順として現在作業

水沢地区電電友の会

鎌田 津悟︵72歳︶

外ナンバーの車を見ると気になる︒

否が応でも緊張の毎日である︒県

ロが︑国内最後まで続いた岩手︒

開けない︒私は肩が痛くなり整骨

ークで在宅という︒解雇？聞くに

ない︒息子は昨年3月からテレワ

ら感染者ゼロの岩手には絶対帰れ

きますが︑この件に関して望みな

感染症は人格を変えてしまう︒ま

院へ通い始めた︒息子が解雇にな

型コロナウィルス禍で帰れなくな

元年の12月︑都会に住む息子か

千葉恵保子︵73歳︶

井波彫刻の雲棚を真似てみました︒

中です︒世の中断拾離ばやりと聞

めるように過ごしております︒

ら﹁今年は皆で年越ししよう﹂と

どうでしょう︒

﹁母の想い﹂

言われ︑2つ返事でOKしたが新
﹁コロナウィルスに思う﹂

さか大震災と世界的な感染症まで

っていなかったとわかり︑安堵し

退職後19年︒天災︑病気等色々

しです︒

経験するとは⁝︒野菜作りを趣味

たとたん肩の痛みが消えた︒息子

ありましたが元気に過ごしていま

った︒赤信号の出ている都市部か

としていたが借地の畑も返却し︑

はまだまだ岩手には帰されそうも

す︒主人のリタイア後は2人で近

新型コロナウィルスの感染者ゼ

灯油節約のために﹁薪ストーブ用

ないが︑家族皆で見上げた国際宇

﹁健康と平凡が一番﹂

菊地真知子︵68歳︶

いちのせき電友会

燃料︵薪︶﹂作りに励んでいる︒人
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弘前地区電友会

設しています︒総勢550名の方

のために﹁寿大学・大学院﹂を開

青森市では︑高齢者の生涯学習

ことなく︑へぼ碁を週3回打って

段︶ は︑30数年まったく上達する

らしさを味わっている︒囲碁 ︵3

蘭展の開催に力を注ぎ︑蘭のすぼ

奪われ︑青森県蘭友会理事として

きな﹁カトレア﹂ の可憐さに心を

いる︒趣味は洋蘭づくり︒1番好

し︑忙しく充実した日々を送って

がら社会貢献活動に積極的に参加

退職して24年︑趣味を楽しみな

禍における避難所開設訓練が実施

なりましたが︑弘前市ではコロナ

動でも市町村の防災訓練が中止と

本新記録を出しました︒防災士活

ンマー投げと85歳以上リレーで日

競技大会も再開され︑高校女子ハ

れ︑私が競技役員をしている陸上

でした︒9月頃から徐々に再開さ

りやイベント等が中止となり残念

したかったのですがコロナ禍で祭

昨年は6回目の年男︒良い年に

んで来ました︒ところが昨年3月

内山 ′清栄︵72歳︶

々が学習しています︒私は平成26

いる︒ゴルフは︑フォームが余り

され参加しました︒テレビ局等の

場から海外迄旅行が趣味のひとつ

青森地区電友会

年4月に寿大学に入学し︑平成31

にも変則だと言われるが︑自己流

インタビューを受け︑ニュース放

から4月︑腰椎を痛めて入院︒5

年2月に卒業︒同年4月に寿大学

を貫き通している︒NTTIOB

映や新聞に掲載されました︒知人

となりました︒今回のコロナ禍迄

堀川 賢一︵79歳︶

院に進み︑このほど卒業単位を取

青森県ゴルフクラブで会長を長く

や友人にテレビ観たよと言われ少

月末にやっとゴルフが出来ました︒

得しました︒大学院1年生の時は

続け年1回の北3県持ち回り大会

し嬉しくなりました︒これからも

はクルーズも楽しみのひとつに︒

していました ︵笑︶︒もし昨年の

学級長を務め︑併せて合同連絡協

で親睦を深めている︒社会貢献活

ボランティア活動を頑張って行き

心身を整え︑﹁貯筋﹂ し︑楽しく

乗船だったらと思うとゾツとしま

議会 ︵学級長会議︶ の会長も務め

動は久須志神社総代を長年続け︑

たいと思います︒

余談ですが例のダイヤモンドプリ

す︒安心してクルーズが楽しめる

ました︒素晴らしい人たちとの新

碁はボケ防止︑ゴルフで健康維持

﹁近況報告﹂

看護職を55歳で辞めて専業主婦

たな出会いに恵まれ楽しい思い出

？洋蘭は心の栄養になると勝手に

﹁退職後の日常生活﹂

になり令和3年末で20年になりま

が沢山できた6年間でした︒学習

思い込んでいる︒

元気に旅も再開しています︒

す︒子供達が社会人になってから

を通じて青森市民憲章にある ﹁楽

ンセスに2019年の3月に乗船

は︑旅が楽しみでした︒スキーと

しく学び生き甲斐を感じる街にし

に︑何の縛りもなく皆様にお会い
できる日が早く訪れますよう願っ
ております︒

青森地区電友会

三上 静子︵74歳︶
﹁楽しく元気に！﹂

﹁寿大学・大学院の思い出﹂

館山 生木︵72歳︶

遠征︑ゴルフと遠征︑山と秘湯や

ましょう﹂を実践できたと思いま

ノ 青森地区竜友会

温泉の旅︑都会を楽しむ旅︑級友

す︒これからも⁝︒

日迄健康第1で過ごします︒最後

達との旅︑海外の旅等を折々楽し
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晴耕雨卓︑花見と花火が私のラ
ます︒吹矢は誰でも︑どこでも︑

ので自宅で妻と2人で楽しんでい

員集まっての練習は中断している

キリします︒コロナ禍の現在は全

力と集中力も高めるので心がスッ

康に大変良いのです︒また︑精神

に吹く︑この時の腹式呼吸法が健

迎と大忙しです︒コロナ禍の中︑

踊⁝︒おまけに孫の習い事への送

付けやビーズ織り教室に新日本舞

過ごしております︒他にも着物着

フでサークル仲間と楽しい日々を

ッチワーク布紗やグラウンドゴル

退職後は電友会に入会︒趣味のパ

NTTでは楽しく働かせて頂き

数年山形ギター連盟に所属し︑春

し上達は望めない﹂それ以来︑50

練習しないと好きな曲は弾けない

いのが一番楽でのんびり出来るが

きを受けた︒先生日く﹁練習しな

生と東京の兼古隆雄先生の手ほど

ーの偉大な先駆者︑故武田四郎先

を聴いてからでした︒山形のギタ

のは︑﹁禁じられた遊び﹂ の名曲

弘前地区電友会

イフワーク︒晴れた日は畑で汗を

いつでも手軽に楽しめます︒筒・

検温とマスク着用で趣味等を楽し

小山内州平︵68歳︶

かき︑雨の日は卓球で体力向上︒
矢・的があればすぐに始められる

﹁目下の目標﹂

春は桜︑夏は花火で心の洗濯です︒

はスプリング︑夏はサマーコンサ

ート︑秋はメインの定期演奏会︵令

むのも気配りがあり大変︒健康第

一に普通に暮らせるのが何よりで

和2年の第62回はコロナで中止︶

吹矢を皆さんも始めませんか！

すね︒常任幹事として微力ながら

冬は各教室の生徒を中心にした発

ています︒

活動に参加しております︒これか

私がギターを正式に習い始めた

﹁ギターに魅せられて﹂

山口 仁陸︵75歳︶

霞城クラブ

表会等でギターとの繋がりを続け

趣味のパッチワークです

らも宜しくお願い致します︒

大曲全国花火競技会では10号玉の
ド〜ンという響き︑大会提供花火

の華やかさに毎年感動︒ゆっくり

と車中泊の後ひなびた温泉でゆっ
たり︒第100回記念大会迄連続

鑑賞が目標︒第94回がコロナのた
め1年延期に︑私の寿命も1年伸

びた？アマビエ様に疫病退散祈願︒

警郡7㌢︵箪
﹁楽しさ﹃いっぱい﹄﹂

ギターとの繋がりは50数年来です

新しい形で花見︑花火大会ができ
ますように︒

八戸地区電表会

葛西 征三︵76歳︶

﹁元気の源﹃吹矢﹄と共に﹂
私は週1回公民館で ﹁吹矢﹂を

指導しています︒筒に矢を入れて
大きく息を吸い︑的に向けて一気

吹矢はこの3つあればすぐに始められますヨ

霞城クラブ

東海林栄子︵74歳︶

霞城クラブ

画委員にも従事している︒地域で

人権相談・人権教室︑男女共同参

短い︒現在は人権擁護委員として

謝する日々を送っています︒

の手造り弁当に癒されたお陰と感

のはここで働く仲間の支えと︑妻

は町内会長を仰せつかり︑微力な
がらも住民や関係者と交流を重ね

空き地でボール遊びをしたり︑近

遊び道具も少なく︑神社の境内や

資格を取得︒老人施設等でボラン

ずの自分を反省し介護ヘルパーの

と言われたことがあり︑世間知ら

レジか清掃員の仕事しかないよ﹂

この世は諸行無常という︒

真に時の立つのは早い︒

れていきたい︒

ている︒尚一層絵画制作に力を入

動や各美術展・絵画教室等を続け

した︒それから20年味噌つくりを

われて味噌作り講習会に参加しま

進めている︒また県美術連盟の活

くの山や川に行って︑木に登りカ

ティア活動をしました︒その後︑

人生もまた然りである︒

退職後﹁40過ぎたらスーパーの

﹁あの頃︑そして今﹂

浅海 憲夫︵76歳︶

﹁ふる里の山が﹃山形県の百名山﹄
に！﹂

ラスの巣をのぞいたり︑川ではカ

全身に痛みが出る関節リウマチを

続けています︒私のこだわりは︑

轡村山ク
ブ
水ラ
田ミ
ツ子︵69歳︶

ジカ︑ナマズなどを捕まえたり︑

発症し手術︒治療を続けながら︑

味噌を密封容器に入れ︑最後に雑

子供の頃は︑遊園地もなければ

朝から夕方薄暗くなるまで遊んで

現在は︑山形市の観光ボランティ

退職したばかりの頃︑友人に誘

﹁私の味噌作り﹂

いた︒親も﹁勉強しろ﹂などと怒

菌繁殖を防ぐため︑ねりがらしを

小皿にいれておくこと︒ひと晩水

に漬けた豆の皮を1粒1粒むくこ

夫婦での親の介護が終わった後︑

年以上置くと熟成した美味しい味

を借りて自分で作ることです︒1

と︒秘伝豆を使っていますが︑畑
シルバー人材センターの勧めで︑果

噌が出来上がります︒

かかし会で里山歩きに参加して

﹁女子会できました﹂

設楽 和子︵78歳︶

上山電友会

樹管理講習会を受講し﹁果樹農家

﹁果樹農家サポーター﹂

佐藤 康夫︵72歳︶

村山クラブ

アガイドと重要文化財の旧県庁文
にも魅せられて面打ちに挑戦中で

ることもなかった︒そんな子供の

の ﹁城山﹂が﹁山形百名山﹂ に指

す︒押し絵の作品作り等も近くに

翔館でガイドをしています︒能面

定されびっくりした︒山形県内に

住む孫育てをしながら楽しんでま

ころよく遊びに行っていた長谷堂

は有名な山が沢山あるが︑西暦
1600年石田三成 ︵西軍︶ 側の

︒
す

サポーター﹂ の仕事を始めて6年

直江兼続と徳川家康︵東軍︶ 側の
最上義光が激戦を繰り広げ︑10倍
霞城クラブ

ランボやリンゴの管理作業です︒
盆過ぎからはフルーツセンター共

の出荷に向けた一連作業が12月ま

選場で︑果樹農家が収穫した果実
退職後の﹁日本縦貫スケッチの旅﹂

で続くのです︒6年も継続できた

設楽 雅信︵70歳︶

になります︒5月から7月はサク

﹁徒然に想う﹂

以上の上杉軍の侵攻に持ち堪えた
ことから︑歴史的な山として選ば
れたようだ︒
十十㌧十八

は無惨にも夢破れ去った︒青春は
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かかし会の女子が何かできること

うで心細くなりました︒そんな時

きを断念し︑引きこもりになりそ

さを感じます︒足腰の衰えで山歩

いたのは昨日のように思え懐かし

勢遊びができること︒︵サークル

と︒︵仲の良い友達を持つ︶ ③多

つ︶②2人〜3人遊びができるこ

︵1人で夢中になれる趣味等を持

うに︶ ①1人遊びができること︒

と ︵車のハンドルに遊びがあるよ

のです︒

も早くコロナの収束を祈りたいも

は

﹁閉じ寵り﹂が大敵です︒1日

源﹂ともなっています︒年寄りに

して少しだけ自慢の米沢藩古式砲

はパークゴルフ︑写真︑卓球︑そ

の喜びを頂いております︒

心身のパワーと新たな知識︑沢山

様との交流によりこれまでにない

出した自分は︑多くの異業種の皆

﹁マタちゃ

山口 修二︵73歳︶

電友会長井

謳歌しております︒

ん﹂と呼ばれ︑空成第2の青春を

間からニックネームで

の火縄銃射撃演武です︒多くの仲

術保存会︵稲富流︶ の一員として

趣味

があればと︑有志で話し合い発足

前田 哲夫︵90歳︶

酒田電友会

や種々の集いに参加する︶
が必要だとつくづく思いました︒

いだ仲間との交流は楽しく︑今も

は少なくなったが︑伝統を引き継

向に上達しない︒当時のメンバー

平成4年︑今年で28年になるが一

グラウンドゴルフを始めたのは

﹁私の健康法﹂

したのが女子会です︒ところが︑

ず今は少しずつでも動ければと︑
大阪に住む孫達にも会えない中で

新型コロナ禍の中で︑1人遊び

風呂入りとランチ会等︑密になら

旅のプラン作りに熱中している私

コロナ禍で活動も思うようになら

ないようにして近況を語り合って

で
す
︒

酒田電友会

ある講習会で ﹁人生健康を保つ

五十嵐喜久男︵88歳︶

週1で遊んでおります︒最上川に

の散歩コースで︑天気と相談しな

には教養と教育が大事﹂という話

﹁待っている人のために⁝﹂

がら健康維持のため歩いています︒

を聞いた︒年老いて知識を得るた

かかる出羽大橋と両羽橋の間が私

この頃ですが︑私の楽しみはグラ

また︑ボケ防止を兼ねて ﹁数独﹂

めでなく﹁今日用がある﹂ ﹁今日

88歳﹁コロナ禍﹂ で自粛々々の

ウンドゴルフです︒毎週木曜日は

とも仲良くしております︒

﹁私の健康法﹂

います︒今後は出席できるOB会

員まで拡大できればと思っており
ます︒

電友会さくらんぼ

阿部 考記︵76歳︶

﹁私達の生活が一変し﹂

OBの仲間達と︑月・水・金曜日

行く所がある﹂ということだそう

経験したことのない新型コロナ

は地域の同好者との練習日です︒

からする仕事ではありません︒が︑

い中の仕事です︒とても年老いて

は真夏の暑い中︑雪囲いは冬の寒

主に刈り込みと雪囲いです︒刈込

人材センターに登録をしました︒

禍で私達の生活が一変しましたが

電友会おいたま

鹿俣 祥一︵76歳︶

です︒私は定年後即長井シルバー
ではありませんが奥深く︑たまに

妾からはプロゴルファーみたいと

が町の精神科医の小原先生が講演

ホールインワンなどすれば拍手を

退職してNTTの世界から飛び

﹁第二の青春﹂

日々の生活の中では気付かされる

で話された︑生きていく上で大事

貰い︑時には笑われ︑会話も弾み

笑われております︒大した運動量

な事は何か︑を思い出したことで

多くの友達もでき︑私の ﹁元気の

事が多々ありました︒それは︑我

す︒人生には遊びが大切というこ
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愚痴はいえません︒発注者が季節

ジ
で
︒

こて文化撃かまくら会﹂ ﹁朝友会﹂

一緒に﹁文化撃﹂ の演奏を担当し

んで頂いて居ります︒私は仲間と

も披露﹂等施設の皆さまに大変喜

作業でした︒特集号の原稿は20

活躍に感服しながらの楽しい編集

難うございました︒多方面でのご

﹁元気発信−﹂ご投稿の皆様︑有

幣集等編纂蜜昌泰から

ています︒昨年は新型コロナウイ

0字以内でお願いしておりました

等有志が集まり﹁南京玉簾﹂ ﹁歌﹂

ルスで1回も活動出来ませんでし

が︑いただいた原稿は200字以

をみて注文しそれを待っているか

元年日月30日まで︑民生児童委

た︒老人ホーム等が多く自粛の年

内に文章をまとめた方や思いが溢

年民生委員として大館市社会福祉

方など様々でした︒ページ数が決

﹁長年の付き合いが出来ず残念 ﹂

喬︵78歳︶

員を12年間行って来ました︒受持

で残念でした︒今年は施設よりの

れて200字では収まらなかった

﹁女性はもとより︑男性陣の踊り
秋田県北地区電友会

ちは約150軒でした︒元年12月

声が掛るのが楽しみです︒

小林

4日︑大館市社旗福祉大会で ﹁永

らです︒老体にムチ打って︑忙し
く動き回ることが健康の秘訣と自

分に言い聞かせています︒

髄嗣ラブ仁︵68聾

まっておりますので︑一部の方々

﹁秋田港有効利活用協会﹂ が発

協会専務理事に﹂

ナウイルス感染﹄ 騒ぎで訪問も出

〜﹂と思っていた矢先﹃新型コロ

お友達として ﹁お話が出来るなぁ

礼申し上げます︒

ご投稿くださった皆様︑心から御

の掲載と致しました︒お忙しい中

ページからの ﹁随想コーナー﹂ へ

紙が数枚になった方については73

方からのご投稿でしたが︑原稿用

したことご了承願います︒88名の

については添削させていただきま

協議会会長賞﹂を頂きました︒長

足し︑常任理事︵ボランティア︶ に

来ず︑非常に残念で仕方ありませ

年お付き合いした方々と今後は︑

抜擢されました︒3度の飯より﹁釣

ん︒今年こそ︑コロナが収まり再

﹁釣りが高じて秋田港有効利活用

り﹂が大好きな私に3年前に﹁釣

会出来る事を夢見るこの頃です︒

程施設慰問を行っています︒﹁よ

私と仲間達で年に多い時は30回

﹁﹃悔しい﹄一年間でした﹂

細川 幸賓︵77歳︶

秋田県南地区電友会

り東北﹂佐々木会長より熱い誘い

を受け活動していましたが︑難題

も多かったです︒念願叶い︑秋田
港北防波堤が昨年の8月から有料
釣り場として開放されています︒

東北電友会会員の皆様︑是非1度
は来てみてください！クロダィ︑

スズキ︑ヒラメ等々沢山の魚種が
釣れますよ︒詳しくはホームペー

右端が私、唄っているのが妻です。
今年は施設慰問の声が掛かるのが楽しみです。

車重−
会社福

NTT東日本−東北

NTT宮城事業部様︑賛助会社様からも
〝元気発信″のご投稿をいただきました︒

NTT都市開発︵株︶東北支店

に︑養護老人ホーム等の社会福祉

施設・保育園や大学等の教育施設・

マンション等の集合住宅・スー

の商業施設を多数建設しています︒

パーマーケットやオフィスビル等

今年は東北支店が開設されて3

これからも社会基盤や生活基盤を

﹁東北の街づくりに責献﹂
年を迎えます︒東北の街づくりに

支える総合建設業として社会に貢

人︑商品︑仕事︑社会貢献等の内容は︑改めて

して︑新しい時代を見据えて進んでいく姿

貢献することを目標に︑第1弾プ

今のNTT様や責助会社様の仕事内容︑そ
を知ることができるのではないでしょうか︒

︒
す

献できる企業を目指してまいりま

る環境を提供できるようNTT各

は︑次世代の新しい働き方ができ

開発に取組んでいます︒新ビルで

ロジェクトとして旧中電ビルの再

NTTコミュニケーションズ︵株︶

東北支店

爾儲脛障照巨
社と連携し検討中です︒既存ビル

勤務を行うなどということは初め

の接触を避け︑週に2回程度在宅

ウィルス感染防止のため社員同士

が中心となっています︒コロナ

宅で働き︑非対面で社員に接する﹂

接する﹂という働き方から︑﹁自

てオフィスで働き︑対面で社員に

方が様変わりしました︒﹁出勤し

コロナ禍の影響でNTTの働き

新型コロナウィルス対策のための

働ける環境を整備していたため︑

配備し︑いつでもどこでも自由に

キュリティを備えたノートPCを

を統一するとともに︑高度なセ

様々なコミュニケーションツール

れまで用途に応じて使っていた

環境やツールの見直しを行い︑そ

は︑2018年度から社内のIT

NTTコミュニケーションズで

当社は1956年に設立され︑

ます︒

環境の提供に向けて取り組んでい

コロナに負けない快適なオフィス

加等々のご要望を受けております︒

として事務所内装変更・会議室追

ありません︒今後とも︑皆様に貢

を支えているといっても過言では

います︒男女の平均寿命84・2歳

種保険商品の提供にあると思って

の ﹁あんしん太助﹂をはじめ︑各

険の ﹁でんちゃん﹂︑自動車保険

安定に寄与する観点から︑損害保

弊社の自慢は︑諸先輩方の安心・

のテナント様からは︑コロナ対策

てのことです︒このような働き方

全社的なテレワークの導入も円滑

電電公社・NTTの通信施設や局

献できる商品のご案内に努めてい

﹁自由に働ける環境整備﹂

になるとは⁝︒社員同士も対面で

に実現できました︒現在も社員の

舎・住宅等を建設してまいりまし

きます︒どうぞよろしくお願いい

﹁コロナ禍の影響﹂

相手を感じながら会話ができるよ

約70％がテレワークで日々業務に

た︒また ﹁街をつくる 人をつな

技術をいかす﹂をキーワード

﹁社会生活基盤を支える﹂

ぐ

たします︒

において︑皆様方の元気が我が国

世界一の長寿国となっている日本

︵WHO世界保険機関統計より︶︑

﹁弊社の自慢﹂

う︑コロナ禍が早急に終息し︑世

取り組んでいます！

共立建設︵株︶東北支店

の中が平穏になることを願ってい
ます︒
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平素より弊社事業に対し格別の

きる体制作りを行っております︒

染者が出た場合でも業務を継続で

接触を極力避けるなど︑万が一感

様﹂ ﹁地域﹂ ﹁家族﹂から顔が見え

ご支援とご協力をいただき誠にあ

また︑当社は空調設備の改修提案

﹁
祝
8
8
号
﹂

る企業を目指して︑長町地区の清

りがとうございます︒また︑電友

等でご協力させていただいており

しょうか？今︑事業以外に﹁お客

掃活動︵月1回︶︑献血活動︵年

会会報88号発行に敬意を表すると

ま
す
︒

︵株︶第一ヒユーテック

2回︶ 等︑社会活動を少しずつふ

ともに︑お祝い申し上げます︒

宗北支店

弊社は一昨年︑創立70周年を
やし︑地域と共に歩む企業を目指

﹁創立70周年の決意﹂
迎えました︒﹁良い建物を︑早く︑

弊社においては︑今般の新型コ
ロナウィルスの流行により︑お客

様に対し﹁コロナ禍での新しい働

日比谷総合設備︵株︶東北支店

していきます︒

大和電設工業︵株︶

安く︑安全に﹂をモットーに︑誠

実・迅速・正確な仕事でお客さま
の信頼に応え︑優れた技術で人と

対策に配慮した3密防止のオフィ

働き方の推進﹂として感染防止

変わりです︒テレワークは勤務者

防止対策で︑勤務形態が大きく様

昨年からのコロナウイルス感染

﹁我社の現況について﹂

ス空間構築等を提案させて頂いて

の約4割が実施しており︑事務所

き方︑ニューノーマルに対応した

す︒当社は昭和24年の起業以来︑

おります︒新型コロナ︑インフル

は閑散としています︒事務室に飛

環境に優しい社会の創造に貢献す

ルスの影響により︑一部事業に変

東日本大震災ほか多くの困難に直

エンザと流行時期ですので︑どう

沫感染予防のため︑机にはアクリ

﹁会報88号に寄せて﹂

更が生じていますが︑事業を停滞

面してまいりましたが︑いつの時

ぞお体に気を付けて下さい︒

る企業を目指し続けてまいりまし

させることなく社会に与える影響

代においてもNTT様はじめ電友

あけましておめでとうございま

に責任を持ち組織活動を推進して

会の皆様からのあたたかい励まし

た︒2020年は新型コロナウイ

おります︒今後もより一層のご支

とご指導のお蔭で︑令和元年に創

減するため︑会議はIP adによ

ています︒東京へ行くリスクを低

ルボードを設置︒感染防止に努め

援・ご協力を賜りますようお願い

業70年を迎えることができました︒

日本メックス︵株︶東北支店

申し上げます︒

るZOOM会議に切り替え︑東

京に行く機会が激減です︒個人的

﹁建物のスーパードクターとして﹂

私たちは建物の ﹁スーパードク

にも︑週末は家でじっとしており︑

改めて感謝を申し上げます︒

ター﹂としてビルオーナー様の資

家飲みの回数が増えてしまいまし

昨年はコロナ禍や豪雨災害など
心配事が絶えない1年でしたが︑

産価値を高め︑建物の長寿命化を

︵株︶ミライト東北支店

会員の皆様にとって今年が良き1

使命として持続可能な社会の発展

﹁顔の見えるミライトを目指し﹂

年になりますことと︑電友会の

﹁コロナ禍の早期収束を願う﹂

︵株︶NTTネクシア東北支店

︒
た

オリンピックが1年延期となり

に貢献します︒コロナ禍の中︑当

他︑作業拠点を分け︑社員同士の

て︑事務所を物理的に間仕切した

社の飛沫感染防止対策の一例とし

益々のご繁栄を祈念しております︒

テルウェル東日本︵株︶
東北支店

ミライ

マスコットキャラクター

トワ〟は更に有名になると思われ
ますが〃ミライト〟という会社を

知っている人はどれだけいるので
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不安な渦中で︑会員の皆さまにお

上げるとともに︑日頃より不便︑

ている皆さまに敬意と感謝を申し

祉やライフライン業界に従事され

響や拡大が懸念される中︑健康福

年の第30回の記念すべき大会に向

大により中止となりましたが︑今

去年は新型コロナウイルス感染拡

もに大会を盛り上げてきました︒

杜の都を駆け抜けるランナーとと

賛は第16回大会から行っており︑

台国際ハーフマラソン大会への協

動に取り組んでいます︒中でも仙

をキャッチフレーズに地域貢献活

当社は﹁地域と共に歩むTTK﹂

アルな広告︑イベントで培ったノ

ワールドの実現に向け︑従来のリ

ション ︵DX︶ の推進︑スマート

指すデジタルトランスフォーメー

シーとして︑NTTグループが目

Tグループのハウスエージェン

コロナ禍が続く中︑当社はNT

拡大に取り組んで参ります︒

T様と一体となり電気通信事業の

もこれらの認定に恥じぬようNT

を新たに受けたところです︒今年

新型コロナウィルスはあらゆる場

申し上げます︒世界中を席巻した

かたならぬご厚情を賜り厚く御礼

日頃から電友会の皆様にはひと

東北の経済活動を少しでも元気に

の幅広いネットワークをお借りし

東北6県を駆け巡り︑会員の皆様

た︒コロナに負けず︑総勢31名︑

新型コロナウイルス第2波の影

かれましても心よりお見舞い申し

け︑引き続き地域社会のスポーツ

ウハウと︑新たなデジタル分野で

面で我々の生活に影響をもたらし

﹁活力ある日本をめざす﹂
ドコモ東北グループでは︑〃安

a

r−COmf

O

r−abl

e

心と幸せに満ちた︑活力ある ﹁S
m

東北﹂ の創造〃を事業運営方針に
新年おめでとうございます︒昨

﹁お客様のマーケティングに東献﹂

NTT・TCリース︵株︶

げます︒

日々が戻りますようお祈り申し上

況が1日も早く解消され︑平穏な

と不便の多い今日ですが︑この状

ち向かうこととしています︒何か

会﹂考え新しい価値観をもって立

﹁この時代を生きるために﹂

日本カーソリューションズ︵株︶
仙台支店

力を合わせてがんばっペ！

願いします！皆さん︑これからも

す！引き続きご支援の程宜しくお

すべく微力ながら頑張っていきま

上げます︒一日も早い収束とご自

振興に貢献して参ります︒それで

の知見を最大限活用して︑より

ています︒私どもはこの時代を﹁当

に最先端のICT技術を安心して

年は︑コロナ禍の中︑サーマルカ

﹁会報88号に寄せて﹂

そして心地よく導入し︑地方創

メラやテレワークの推進など新し

掲げ︑パートナーの皆さまととも

生・社会のスマート化に貢献しま

い働き方を模索する1年でした︒

︵株︶NTTアド東北支店

愛を心よりお祈り申し上げます︒

は︑第30回大会で︒元気に︑笑顔

迅速かつ大胆なチャレンジのもと

たり前の事を再認識し︑働き方ひ

︵株︶NTTドコモ東北支社
︵株︶ドコモCS東北

・
ー
で

お客さまのマーケティングに貢献

いては生き方を内省する絶好の機

︵株︶協和エクシオ東北支店

していきたいと考えています︒

す︒そして︑自らが成長し地域と

東北支店

我々NTT・TCリース ︵株︶

またNTT様のご指導の下︑安全
で参りました︒一方︑国交省東北

は2020年7月からNTTファ

ともに持続的成長を実現すること

地方整備局様から工事成績優良会

イナンス ︵株︶ からリース事業を

﹁新たな船出﹂

社としての認定を︑宮城県から﹁女

切り出し︑新たに船出いたしまし

品質の向上や受注拡大に取り組ん

性のチカラを活かす企業﹂ の認定

で︑活力ある日本をめざします︒

︵株︶TTK

﹁地域と共に﹂

することができず︑寂しい思いをしておりま

し︑賑やかになるのですが︑コロナ禍で帰省

クには山形県外に住む子ども達の家族が帰省

は ﹁LINE﹂ です︒毎年ゴールデンウィー

つのアプリを使えるようになりました︒1つ

だったのですが︑コロナ禍のお陰︵？︶ で︑2

見栄でスマホに変えたが故の当然の成り行き

8年前に必要に迫られた訳でもなく︑単なる

うな人は意外と多いのではないでしょうか︒

ルと天気予報等の情報検索程度だった私のよ

スマホを持っていても︑使い方が電話︑メー

わっています︒このような2例はスマホを使

す︒また何となくトレンディーな気分も味

でき︑感染防止には大変有効だと感じていま

読み取り機にスマホをかざすだけで支払いが

を始めてみました︒使ってみると店舗にある

から︑非接触で決済可能なおサイフケータイ′

不安よりも︑感染リスク低減が大事との思い

恐れがある高齢者の私としては︑不正使用の

する注目度が高まり︑感染すると重症化する

止策の1つとして︑キャッシュレス決済に対

でした︒しかし︑新型コロナウイルス感染防

シュレス決済化に踏み切ることができません

情報流出による不正使用が不安で︑キャッ

ント還一石至得られる優遇措置もありましたが︑

キヤ∵シニレス決済を利用することで︑ポイ

払皇㍗王佐でした︒消費税が10％になった際

クし︑︑／︑⁚で∵iドを使っていたものの︑現金

レンジしてみてはどうでしょうか︒

で経験したことがないこと等に積極的にチャ

り豊かなものにする良い機会と捉え︑これま

分の生活に新たな楽しみや潤いを加えて︑よ

もコロナ禍を過度に悲観するだけでなく︑自

業改革に取り組んでいるとのことです︒私達

ジタルトランスフォーメーション︶

な価値を見出す良い機会と捉え︑DX ︵ディ

鈴木

これからもLINEを使いこなし︑特に子ど

墓参りをオンラインでやってもらいました︒

その見通しがたたず︑しばらくは新型コロナ

ができることを願っていますが︑現段階では

通の生活﹂︑そして電友会として﹁普通の活動﹂

等での事

した︒そのような時に︑子ども達から動画に

いこなしている人にとっては当たり前なので

◎支部長メッセージ

よるオンライン飲み会の提案があり︑それが

しょうが︑間もなく後期高齢者となる私に

山形支部長

LINEを始めるきっかけとなりました︒そ

とってはかなりの進歩だと思っています︒

哲

の後︑子ども達との情報交換はLINE主体

も︑孫達との絆を深めていければと思ってい

ウイルスと付き合わざるを得ない状況です︒

新型コロナウイルス感染が早く終息し︑﹁普

ます︒もう1つは ﹁おサイフケータイ﹂ です︒

そのような中︑多くの企業がコロナ禍を新た

で︑オンライン帰省も続けており︑お盆には

これまで買物等での支払いは︑高額の場合は
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そのような現状にある中で︑私の住んでい

難しい状況にあるようです︒

すが︑原発事故の収束が見通せない中では︑

等︑震災からの復興に向けて取り組んでいま

市では︑若い人の帰還や移住者の受け入れ

に校名を変更しています︒

校は商業と工業の2校が統合し産業技術高校

春から小学校が4校から1校に統合︑県立高

⊥■仙叫 ■田
◎福島県南相馬市小高区の〝今〃

電電原町退職者の会 半谷 敬一

東日本大震災及び東京電力第1原子力発電

所の爆発事故により︑全会員の避難時には全
国の仲間からご支援と励ましを頂き有難うご

老人会の会長やパークゴルフの会長をやりな

る大井行政区では6割の方が戻ってきており

今は︑震災からの復興は進んでいますが原

がら地域の皆さんと楽しく余生を送っていま

ざいました︒

発事故の収束が進んでいない事から数人が未
だに避難生活を続けているものの︑大半が地

ただ︑今はコロナウイルス感染の不安を感
じながら対策をとって実施しています︒早く

︒
す

の解除と同時に地元に戻り家の改修工事や周

収束することを願っています︒

元に戻り生活をしています︒私も︑避難指示

辺の整備を図り︑以前の生活に戻っています︒

私の住んでいる小高区では津波での自宅の
流失や原発事故の影響から︑4割程度の方し

か戻っていません︒年齢も高齢者が多く︑若
い人の戻りが少ない状況です︒そのためこの
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◎支部長・事務局長会議
2年7月20日を予定していましたが︑コロ

ナ感染予防のため書面会議としました︒

本部理事会及び評議員会模様 ︵書面会議︶
について報告がありました︒なお︑この中で

本部会長が鈴木正誠さんに代わり高部豊彦さ
んが選任されました︒この他︑電友会ボラン
ティア活動功労賞への推薦︑会報88号の発行︑

NTTグループ東北スポーツ後援会への協力
等について審議されました︒

◎電友会ボランティア活動賞の受賞

・須釜 玉喜さん ︵福島支部︶

期日 平成25年日月20日︵水︶

﹁高齢化社会に於ける健康長寿活動に寄与
した功績﹂

人福祉法施行50周年記念

公財遠景票クラブ連墓・棉偽市議鹿市老人クラブ應倉金

弟29回福島県高齢者福祉大会
議

感蓼欝泄

NTT退職後︑棚倉町行政区長︑老人クラ

電友会役員等出席のもと東京で開催されてい

組み成果を上げる等︑地域の高齢者社会福祉

ポーツ﹁クロリティ﹂

ブ連合会長等を歴任する傍ら︑高齢者向けス

ましたが︑今回は取り止めとなり受賞者への

活動に尽力され︑福島県知事から ﹁高齢者福

例年は︑本部主催の表彰式がNTT幹部︑

直送若しくは支部長・地区会長からの伝達と

祉向上に貢献した功労賞﹂を授与されました︒

の普及・促進にも取り

させていただきました︒東北の受賞者は次の

こうした永年の活動が評価されました︒

NTT退職後︑山田町織笠地区の ﹁コミュ

﹁震災被災者への支援活動と社会貢献の功

・八木 善政さん ︵岩手支部︶

﹂
績

ニティ推進協議会﹂会長として地域の活性化

電友会ボランティア活動賞受賞
八木善政さん（岩手支部）

八木さんの被災者支援活動
演芸会の模様

−
−
−
−

通りです︒

①第30回電友会ボランティア活動賞
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電友会ボランティア活動賞受賞
須釜玉喜さん（福島支部）

H25．11．20第29回福島県高齢者福祉大会会場にて

東北地方本部だより

に取り組んできました︒東日本大震災時は避

た研修会・分別指導等︑きめ細かな活動に取

ビスの向上が功労賞となりました︒

め︑更には新規会員増にも繋がる等︑会員サー

た活動が会員相互のコミュニケーションを高

ので地域の班長が会員宅に配ります︒こうし

務局長宅のビニールハウスで種から育てたも

で花を育てる活動を展開しています︒苗は事

平成30年から会員へ花の苗を届け︑みんな

﹁花を届けて庭先に笑顔が咲きました﹂

︵福島支部︶

・花の杵︵代表 鈴木 三枝子さん︶

②第6回電友会ボランティア活動功労賞

り組んできたことが高く評価されました︒

（前列右から2人目）

難所運営組織の代表となり支援物資の円滑な

供給等に尽力され︑避難所閉鎖後も各種行事

を企画・実行し被災者への支援活動を継続し
てきたことが高い評価を受けました︒

・土屋 幸子さん ︵山形支部︶

年もの永きに亘りボランティア活動に取り組
んでいます︒地域の児童とともに一人暮らし

の高齢者への訪問活動や地域の ﹁資源再利用

促進協議会﹂ での行政・住民・業者と連携し

電友会ボランティア活動功労賞受賞 花の絆
（代表：鈴木三枝子さん／福島支部）
ひまわりの種採取の模様

﹁地域福祉活動とごみ減量・資源再利用促
進活動の功績﹂

電友会ボランティア活動賞受賞

地域のために役立ちたいとの気持ちから28

土屋幸子さん（山形支部）整列写真

・米田 武志さん ︵青森支部︶

﹁まだまだ若者には負けられない﹂

1997．1．25第10回NIT全国アイスホッケー大会

○震災復興支援ボランティア活動

○全国女性の会 ︵本部主催︶

恒例の次の行事は中止なりました︒

の実績と心意気が功労賞となりました︒

まだ若者には負けられない！﹂︒永年の活動

運営に貢献してきました︒その原点は ﹁まだ

培った幅広い人脈を活かし︑電友会の円滑な

ムの中核としても活躍︒アイスホッケーで

職後も電友会八戸地区会長を務める傍らチー

ケーチーム ﹁NTTコロリンズ﹂ に入会︒退

八戸転勤とともに︑NTT八戸アイスホッ

電友会ボランティア活動功労賞受賞 米田武志さん（青森支部）

於苫小牧白鳥アリーナにて（右側が米田選手）
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・気仙沼・大島での復興支援︵持株主催︶
・束松島市海岸防災林再生活動

︵宮城事業部主催︶

震災復興支援ボランティア活動については
今年度は中止となりましたが︑次年度以降再

開されましたら﹁チームNTT﹂とし積極的

に参加していきたいと思います︒その節は︑

皆様のご協力をお願いします︒

◎高齢者叙勲のご紹介
謹んでお祝い申し上げますと共に︑益々の
ご健康とご活躍をお祈り申し上げます︒

宮 城 菅野 善昭様

︵叙位・叙勲︶ ︵支部名︶ ︵ご氏名︶
瑞宝双光章
︵令和2年7月〜令和2年日月まで︶

◎物故会員の叙位・叙勲
次の方々は︑生前のご功績により︑それぞ

れのご逝去の日をもって叙位・叙勲の栄誉に
浴されました︒

宮 城 斎藤 芳夫様

︵叙位・叙勲︶ ︵支部名︶ ︵ご氏名︶
従六位

博様

岩

鈴木

瑞宝単光章

岩 手 大松澤 憲治様

手

瑞宝単光章

︵令和2年6月〜令和2年日月まで︶
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