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ごあいさつ

東日本電信電話株式会社
宮城事業部岩手支店長

寿
伸
星

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︑格別のご理解・ご協力を賜り厚く御礼申
し上げます︒
情報通信市場は︑AI︑ビッグデータ︑I OT等の新た
な技術の急速な進展により︑様々なデジタルサービスの
利用が進んでおります︒今後は︑それらのサービスを通じ
て蓄積されたデータの分析・活用により︑人々の生活にお
ける利便性や各産業における生産性の向上等︑幅広い分
野において新たな価値の創造やサービスの提供が期待さ
れています︒
また︑少子高齢化や労働力人口の減少︑自然災害の増
加︑サイバー攻撃等の様々な社会的課題が顕在化する中︑
ICTを活用することにより︑これらの課題を解決しS
DG Sに貢献していくことが求められています︒
このような中︑NTT東日本グループにおいては︑NT

T東日本グループ連結利益水準の維持・拡大を達成する
とともに︑増益基調を維持するための﹁増収転換﹂を目指
し︑事業の持続的な成長・発展へと繋げていくため︑地域

ューション企業〃として地域社会・経済の活性化に貢献

密着の強みを活かした︑〝地域とともに歩むICTソリ

していくことを基本方針に︑﹁変革の三本柱2．0︵①情報
献︑③デジタルトランスフォーメーションの推進︶﹂の完

通信事業のオーガニックな成長︑②地域の活性化への貢
遂に向け取り組んでいるところです︒
また︑NTT東北グループとしても︑﹁変革の三本柱2．
0﹂の実現に向け︑IOTやAI等の技術を活用し︑人口
減少・少子高齢化による人手不足や企業におけるIT人
材不足など︑東北地域が抱える課題の解決に積極的に取
り組んでいるところです︒
特に︑本年の﹁東京2020オリンピック・パラリンピ
ック﹂に向けては︑宮城・福島での開催も予定されている
ことから︑安心・安全な通信サービスの提供により︑NT
Tのブランドカ向上へ貢献できるよう︑NTT東日本グ
ループ一丸となって取り組むこととしております︒

岩手県は︑広大な土地に古くから伝わる文化と豊かな
自然がある素晴らしい土地柄でありますが︑東日本大震
災から8年が経過し復興の取り組みが続く中において
は︑人口減少と少子高齢化の急速な進行など︑岩手県内の

社会︑経済における様々な課題が顕在化しているところ
で
す
︒
今後は︑引き続き復興に取組み︑一日も早い安全の確
保︑暮らしの再建︑なりわいの再生を目指すとともに︑東
日本大震災津波の教訓を未来に向け伝承・発信していく

ことが求められているところです︒
そして昨年は︑国際的なイベントとして︑ラグビーワー

ルドカップが釜石市で開催され︑多くの外国人が訪れ︑地
域振興の高まりが期待されているところです︒
また︑国際リニアコライダー︵ILC︶の国内建設候補
地に北上山地が決定されており︑今後は産業振興・技術革
新︑雇用創出・人材育成︑地域振興などにおいて︑大きな波
及効果が期待されており︑ILCを東北へ誘致すること
は東北全体の発展につながるものと思っておりますの
で︑NTT東北グループとしても︑産学官民で構成された
﹁東北ILC推進協議会﹂と連携を図り︑東北への誘致に

貢献していくことが求められていると認識しておりま

ただきます︒

︒
す
このような中︑私たちは︑NTT東日本岩手グループが
持つ強みを活かし︑地域の通信インフラを守り︑ICTを
地域や企業に広げていくことによって︑岩手の安心安全
な暮らしを守り︑社会や企業の課題解決に貢献していき
たいと考えております︒
具体的には︑農業I OTの取組みとしてぶどう畑にお
いて︑センサーによる温度・湿度等の環境データの活用︑
カメラによる呆粒肥大データの活用などにより︑作業を
効率化しっつ︑品質の安定したぶどうを生産し︑そのノウ
ハウを展開・継承するなど︑様々なI OT活用の実現に向
け取り組んでいるところです︒
これからも︑お客様の声・地域の課題に耳を傾け︑共感
し寄り添い︑愛する東北・愛する岩手を支えていく存在で
ありたいと思っておりますので︑東北電友会の皆様には︑
これまでと変わらぬご理解とご協力を賜りますよう︑よ
ろしくお願い申し上げます︒
結びとなりますが︑東北電友会の益々のご発展︑並びに
会員の皆様のご健康とご活躍を祈念しご挨拶とさせてい

◎支部長メッセージ
岩手支部長

澤田 俊夫
元号が平成から令和に改まり︑時代の変化
に追い付けていない自分を感じております︒

で勝利したとの報道がありました︒囲碁は︑
碁盤が広く形成判断が難しく︑変化も171

桁となりコンピュータの計算能力を超えてい

◆NTTグループ東北だより

﹁ONE TEAM TOHOKU﹂として

◎台風19号への対応

に﹁先を読み想定図を作る﹂ ﹁その想定図を

昨年10月に伊豆半島に上陸した台風19号は

ました︒最近は︑人間の思考プロセスを参考

判断する﹂方法を取り入れた結果︑この手を

特に被害の大きかった宮城︑福島では︑一

をもたらしました︒

東北管内でも福島︑宮城︑岩手に甚大な被害
を採用し︑飛

打つと勝利確率が何％と判断出来る方法︵モ
ンテカルロ・ツリー・サーチ︶

躍的に棋力を向上させ人間を凌ぐ時代になっ

百年前は︑岩手県出身の原敬内閣が発足し

ラジオの実験放送やアメリカでダイヤル式電

提供に影響が及びましたが︑NTTグループ

部の通信ビルの停電や水没により︑サービス

AIが我々の生活習慣︑投薬︑病歴等々か

全体の社員が迅速かつ全力で取り組みました︒

ています︒

平成は︑海部内閣や天安門事件で幕を開け

ら余命を判断するなど︑間もなくあらゆる分

話機が出現した時代でした︒

NTTは民営化後3年経過し︑電話局の名称

令和時代の岩手の自慢は︑若手スポーツ選

結果︑丸森ビル ︵宮城︶ は10月14日に︑水没

イバル会社の出現など競争原理が導入され始

手の大活躍ではないでしょうか︒MLBの大

野に浸透する時代が来るかも知れません︒

めました︒その後︑電話交換機中心のネット

谷翔平や菊池雄星︑大船渡高校の佐々木朗希

も支店・営業所に変更され︑子会社設立やラ

ワークからインターネットサービスを中心と

投手が令和の怪物として活躍が期待されてい
ます︒スキージャンプの小林陵借が日本人で

した情報通信網にとって代わられました︒

令和の時代に入り︑米中貿易摩擦や地球温

初めてワールドチャンピオンになり︑岩手の

東日本大震災からまもなく9年を迎えよう

暖化による異常気象は日常化しっつあり︑少

社会不安を抱かせます︒生命科学や先端医療

としていますが︑電友会岩手支部としても若

若者の未来は明るく輝いて見えます︒

の進歩による長寿命化︑AIやビッグデータ

手の活躍に刺激を受け︑令和の時代に相応し

子高齢化︑過疎化による限界集落など一抹の

活用による社会革新が期待される時代でもあ

い中長期的視野に立った明るい会のあり方を

して行きたいと考えております︒

模索し︑支部会員の親睦と福祉の向上に貢献

ります︒

特にAIの進歩は︑3年前囲碁AIが世界
トップ棋士の韓国イ・セドル九段に4勝1敗

福島小国ビルエリア

法人班︑マス班では︑避難所における ﹁特

理や泥かき作業など力仕事を懸命に行いまし

した浅川ビル ︵福島︶ は発災から4日後の17

設公衆電話の開設﹂ ﹁災害時局公衆F r e e

︒
た

日にサービス回復︑また本宮ビル ︵福島︶ も
W・1Fiの設置﹂他︑被災者向けの通信に関

AM

TOHOKU﹂

のスローガンのもと︑

TE

一時機能を停止しましたが懸命な装置の取替

する相談先として自治体と連携し﹁お困りご

地域のお客様の声に寄り添った活動を行いま

﹁ONE

え作業により設備復旧に至りました︒

と受付窓口﹂を開設するなど︑地域のお客様

し
た
︒

東北グループ一丸となって

現地では︑加入ケーブルの復旧作業やお客

に寄り添った取り組みを積極的に展開しまし

また︑停電により地域住民にガソリンが提

ブ後援会の活動にご理解とご協力を頂き誠に

日頃よりNTTグループ東北スポーツクラ

◎スポーツクラブ後援会からのお礼

供できないガソリンスタンドに移動電源車を

ありがとうございます︒

の広域支援をいただきました︒

LMCを拠点に︑﹁岩手支店﹂が須賀川ビル︑

接続し︑電源を供給する取り組みも行い︑燃

﹁東京・北海道事業部﹂ ﹁秋田支店﹂が郡山
﹁山形支店﹂は福島LMC︑﹁青森支店・秋田

料を必要としていた地域住民の皆様から感謝

また︑今年度の後援会会員募集に際しては

支店﹂ の別姓は苦竹ビルにそれぞれ拠点を設

多くのOB・OGの皆様にご賛同頂き︑過去

最大の会員登録を賜りましたことに厚く御礼

申し上げます︒

東北マークス各クラブ ︵ベースボール・バ

ドミントン︶

の選手・チームスタッフも︑皆

町の復旧支援

援に一同心より感謝しております︒

様方からの物心両面にわたる強く温かいご支

者宅の家財整

分かれて被災

3グループに

加︑現地では︑

勢約50名が参

の2日間で総

月29日と30日

を募集し︑10

ボランティア

として︑災害

かにも︑丸森

故障修理のほ

設備復旧・

される場面もありました︒

︒
た

様宅の故障修理が本格化する中で︑故障修理

丸森ボランティア

置し現地支援を行い︑お客様宅の早期故障修
理にご尽力をいただきました︒

お困りごと（丸森）
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理にご尽力をいただきました︒

お困りごと（丸森）

◎東日本大震災の犠牲者を供養

電電相馬クラブ

鈴木

栄

2011年の震災を受け住宅は全滅・犠牲
者も出て悲惨な状況でした︒

復旧するにも今後の地震と津波を考慮し︑
これまでの場所に住宅を建てる事が出来なく

土地確保からです︒
そこで早い復旧復興を目的に漁業中心の原

お盆の時期に灯篭流しを行っております︒
昨年︵9回日︶ も8月31日︑企業・旅館・

商店・船主・個人からの寄付で費用を賄い︑
20数名のお坊さんが県内・埼玉・東京より集

まって頂き︑お経と千響太鼓・灯篭流しで供
養を行いました︒
今年の10回目を区切りに終了になります︒

皆さんも今年︑先祖代々の供養に来て頂け
ればと思います︒

慰霊灯籠

灯籠流し

釜・松川浦︵相馬市の東部地区︶の被災者で﹁東
部再起の会﹂を発足︒相馬市が行う復興住宅
の実現に協力︑早い実現が出来ました︒

私は東部地区では無いのですが︑小中学校
の同級生の大半が被災を受け犠牲者もいる事
から参加することになりました︒同時に犠牲

4

者供養のため︑﹁東部再起の会﹂を中心にし
て ﹁東日本悌故者慰霊流灯会﹂を組織し毎年

お経と千響太鼓

◎復興地蔵を作る

−感謝の気持ちと共に−
気仙沼クラブ

佐藤

京子

2011年3月日日︑生涯忘れられない出

来事です︒東日本大震災は本当に言葉に言い

表せない大災害でした︒5ケ月間︑息子の所
に身を寄せ︑そして南方の仮設住宅で5年と
5カ月︑それから南三陸町に帰ってきて3年
と6カ月になります︒あの津波で全てを失い
うちのめされました︒でも︑このままではい

けないと言う気持ちにしていただいたのも全

国の皆さんからの心温まる支援のお陰でした︒

失った物以上の人の温かい心遣いに︑私の気
持ちは奮い立ちました︒仮設住宅の高齢者の
皆さんに呼びかけ︑復興地蔵作りを思い立ち
作成し始めました︒お陰様で3千セット超の
お地蔵さんを皆さんにお届け出来ました︒こ

のことで︑私達が生きてゆく事の力と術をい

ただきました︒今︑私達は人として助け合
い︑励まし合って楽しく生きております︒N

TT労組の皆さまからも沢山のご支援をいた
だきました︒この場をお借りして︑はまゆり

会︑南三陸町民を代表して御礼を申し上げま
す︒本当にありがとうございました︒

東北地方本部だより

◎支部長・事務局長会議の開催

湖東松島市海岸防災林再生活動への参加

元年6月15日︑NTT東日本宮城事業部主

催で﹁NTT東日本みやぎの森プロジェクト﹂

として4年前から実施している同市矢本地区︑

浜市地区の植樹後の成長管理 ︵下草刈︶ 活動

へ参加︒奥野本部長始め五ッ橋クラブ ︵5名︶︑

中で︑相互研鐘と親睦を図ってきました︒

現役の皆さんと一緒に雑草と格闘してきまし

した︒生憎の梅雨空となりましたが︑今回も

石巻電友会 ︵6名︶ の会員計目名が参加しま

◎震災復興支援ボランティア活動への参加

催︒本部理事会及び評議員会模様について報

宮城支部13名︵五ッ橋6︑石巻3︑気仙沼4︶︑

援活動に︑奥野本部長︑小野寺前本部長始め

に参加してまいります︒参加の皆様のご協力

て震災復興支援のボランティア活動に積極的

㈲元年5月11日︑気仙沼・大島での復興支

告がありました︒また︑NTTグループ東北

岩手支部︵一関5名︶ の計18名が参加しまし

に感謝申し上げますとともに︑会員の皆様の

元年7月18日︑NTT五橋ビルにおいて開

スポーツクラブ後援会への協力︑ボランティ

た︒本活動は︑NTT ︵持株︶ CSR推進室︑

更なるご参加をお願いします︒

東北の受賞者は次の方々です︒

Rホテル東京﹂ において行われました︒

元年日月20日︑本部主催の表彰式が﹁KK

電友会では引き続き﹁チームNTT﹂とし

ア物品支援状況︑会報85号の発行等について

NTTファシリィティーズエンジニアリング

︒
た

審議︑決定しました︒

活動﹂として毎年実施されているもので︑今

◎第29回電友会ボランティア活動賞受賞

元年9月25日〜26日︑本部主催で東京TK

回も震災の翌年に植樹した苗木の成長管理と

主催の ﹁縁の真珠 海岸林再生プロジェクト

P銀座ビジネスセンターにおいて開催︒東北

して下草刈を行ってきました︒

代表 末永秀昭さん ︵福島支部︶

食用廃油回収プロジェクト
2回目の活動が実施されました︒佐藤副本部

の会等の協力をいただき取り組んできました︒

て電友会はもとより現役社員︑食堂︑退職者

平成21年から﹁地球温暖化防止事業﹂とし

施設事業への支援の功績﹂

﹁地球温暖化防止と知的障害者支援

からも支援をいただいています︒

なお︑これらの活動については電友会本部

族が参加し下草刈︑海岸清掃を行いました︒

ラブ︑いちのせき電友会から目名の会員・家

長始め五ッ橋クラブ︑石巻電友会︑気仙沼ク

㈲また︑10月5日︑同地区において本年度

からは︑小坂美知恵さん ︵地方本部︶︑渡辺
比住子さん ︵山形支

部︶ が参加︒各地方
本部の活動紹介︑﹁ド
コモ・アグリガール﹂

による講演会︑看護

師による健康講座等
多彩なプログラムの
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◎第5回全国女性の会への参加

全国女性の会アグリガールの活動紹介

東北地方本部だより

回収廃油は︑知的障害者施設﹁菊の里﹂ へ
る地道な活動の重要性が高い評価を受けまし

◎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︒

運び同施設事業に役立ててもらっています︒
後藤 キヌ江さん ︵山形支部︶

高齢者叙勲

︒
た

﹁琴を通じた伝統文化継承活動への功績﹂

瑞宝双光章

宮 城 千葉 信雄様

地域に根付いたボランティア活動そのもので

あり環境保護・社会福祉活動として評価され

生田流等曲の正師範として活躍する傍ら︑
永年に亘り寒河江市の小中学校での伝統文化

宮 城 兵庫 正志様

︵叙位・叙勲︶ ︵支部名︶ ︵ご氏名︶

ました︒

久保ミキさん︑新田秀子さん ︵岩手支部︶

瑞宝双光章

◎台風19号で被災された皆様に

︵令和元年7月〜令和元年日月まで︶

継承教育や地域イベントへの出演等ボラン

興に貢献されてきたことが評価されました︒

ティア活動を続け︑地域の教育文化活動の振

﹁長期にわたる視聴覚障害者への
ボランティア活動﹂ の功績
30年もの永きに亘り拡大写本の活動等︑視

聴覚障害者への支援を継続してきました︒

お見舞い申し上げます

いただきました事を感謝申し上げます︒

います︒会員の皆様には︑ご理解とご協力を

はありましたが︑次回を楽しみにしたいと思

りました︒毎年楽しみにしているイベントで

は宮城︑福島︑岩手では中止のやむなきに至

に実施してきた ﹁NTTOB・OG交流会﹂

て取り組みました︒このため︑例年10月23日

NTT東日本では通信設備の復旧に全社挙げ

また︑19号による通信設備の被害も大きく

上げます︒

被災された方々には心からお見舞いを申し

福島の各県に甚大な被害をもたらしました︒

ました︒東北地方では︑とりわけ岩手︑宮城︑

した台風19号は全国各地に大きな爪痕を残し

中でも︑点訳製本した指圧試験用参考書は国

NTT特別顧問の

元年10月12日から13日にかけ東日本を通過

三浦憧様を囲んで

家試験の合格に大いに貢献するなど長期に亘

受賞おめでとうございます 福島支部末永秀昭さん（前列右から2人目）、
山形支部後藤キヌ江さん（前列真ん中）、
岩手支部新田秀子さん（前列左から2人目）

