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ごあいさつ

兼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

浩
村
中

（NTT東日本一東北 代表取締役社長）

新年あけましておめでとうございます︒謹んで新
春のお慶びを申し上げますっ

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︑

また︑昨年は大阪府北部地震︑北海道胆振東部地
震︑各地で相次いだ台風被害など︑災害が非常に多

い年でした︒NTT東北グループにおいては︑技術

大震災の経験をこれからもしっかりと継承し︑災害

者や移動電源車等の資材を被災地に派遣するなど︑
グループを挙げて様々な支援を行いました︒東日本

情報通信は︑AI・ビッグデータ・IOTなどの新

時にも強いネットワークを構築するなど︑いつで

厚く御礼申し上げます︒

技術を活用し︑生活の利便性向上や地方創生︑各産

本年も︑﹁地域とともに歩むICTソリューショ

も︑どこでも︑だれとでもつながる安心と信頼を提

減少や少子高齢化による人手不足︑企業におけるI

ン企業﹂として︑全社員一丸となって取り組んで参

業における効率性向上等へ貢献することを期待さ

T人材の不足など︑東北地域が抱える課題の解決に

りますので︑今後のNTT東日本グループの取り組

供しっづけてまいります︒

貢献するべく︑﹁東北はICTを欲しがっている

みに︑多くのご支援・ご協力を賜りますよう︑よろし

れています︒NTT東北グループにおいても︑人口

〜 お客さまの更なるご要望を聞きだそう！〃 〜﹂

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

をスローガンに︑I OT等の技術を活用した取り組
みを行ってまいりましたっ

られたデータをもとに︑同様の課題を抱える酒造会

実証実験を開始いたしました︒環境構築や実験で得

化および品質向上︑技術伝承の簡易化を目的とした

等のIOT機器を導入することにより︑製造の効率

県の酒造会社と協力し︑日本酒製造工程にセンサー

ます︒来シーズンも両チームとも皆様に良いご報告

力を存分に発揮し︑現在戦っているところでござい

／lリーグに初チャレンジです︒1年間励んできた

くれました︒バドミントンチームは昨年昇格したS

破し2回戦で敗れはしたものの好ゲームを見せて

連続クラブ野球選手権大会本戦に出場︑1回戦を突

﹁東北マークス﹂ですが︑ベースボールクラブは2年

社はもとより︑他業種への応用・展開等についても

ができますよう頑張ってまいりますので引き続き

一例として︑昨年10月には︑機器メーカーおよび宮城

検討を進めてまいりたいと考えております︒

のご支援を賜りますようお願い申し上げます︒

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

一方︑自らの業務効率化を進めていく観点から
A︵パソコンの中にあるソフトウエア型のロボット

拶とさせていただきます︒

も︑ITC技術を利用した設備運用の効率化やRP

による業務自動化︶の活用などのデジタル化施策を
推進しているところです︒

◎支部長メッセージ
宮城支部長

奥野 洋一
﹁汝︑何のためにそこに在りや﹂
それにしても︑昨年の自然災害の多きには

言葉の中で忘れられない言葉が︑冒頭に述べ

た﹁汝︑何のためにそこに在りや﹂ です︒い

地震も島根︑大阪で発生しました︒9月に

は北海道胆振地方で震度7の地震が発生し︑

つ︑誰に聞かれてもはっきり断言できる自覚

以後︑必ずしもこの言葉を常に意識して生

すが︑非常に新鮮に聞こえました︒

した日々の生活を送れということだと思いま

北海道全体で大きな被害が出ました︒
このような︑昨年も含めてここ数年︑国内
で起きた自然災害には大きな特徴があるよう
に思います一︺

活してきた訳ではありませんが︑いよいよ︑

1度この言葉をインプットし直さなければい

けない︑ということを考え合わせると︑もう

まってきている時代に生きていかなければい

べたように︑自然災害の脅威が︑ますます高

それは個々の災害が激烈になってきている

40メートルというのはなかなかなかったよう

人生の終盤に差し掛かってきて︑かつ前に述

年明け以降︑日本海側を中心に大雪に見舞

に思いますが︑今は40メートル以上︑中には

ことです︒台風の時の風速も︑日本本土では

われたほか︑全国的にも低温傾向となり︑車

50メートル超というものもあります︒雨量も

驚きます︒

の立ち往生等︑生活に多大の被害が発生しま
然りです︒

けないと︑この頃思っています︒

この話には余談があります︒東京で勤務し

にそこに在りや﹂を社内で紹介したところ︑

ている時︑何かの機会にこの ﹁汝︑何のため
地球温暖化が原因かどうかはわかりません

1人の社員が︑この言葉を知っていると言っ

のお孫さんと結婚し︑この言葉についても岳

が︑これからもこの傾向は続くし︑更に激し

考えられない気温です︒

地で記録されていますが︑私が子供の頃では

暑さも40度以上という気温が簡単に全国各

した︒山形県肘析温泉では445センチと観

測史上最高の積雪を記録しました︒
暑さも半端ではありませんでした︒埼玉県
熊谷市では7月に41度1分の日本歴代最高気

温となったほか︑全国各地で猛烈な暑さとな
りました︒

我々の生活に関連付けて言えば︑どんな災

父 ︵先生の息子さん︶ から開いていたとのこ

てきました︒事情を尋ねてみると︑鈴木先生

月にかけ︑感覚的にはほぼ毎週台風がやって

害が︑いつどこで起こっても不思議ではない

とでした︒不思議な繋がりを感じました︒

くなっていくように思います︒

来ていたようでした︒特に7月の台風7号と

ということを︑いつも頭の片隅に置いておか

台風による被害も甚大でした︒8月から9

関連して起こったいわゆる﹁西日本豪雨﹂で

もか

なければいけない世の中になってきている︑

ところで︑私の高校時代の校長は︑鈴木健

は︑西日本を中心に全国各地で被害が発生し

の全半壊も2万棟以卜となりました︑一電友会

次郎という人でした︒■普段は物静かな人でし

ということではないでしょうか︒

会員にも被害に遭われた万がおり︑電友会本

たが︑情熱の人でもありましたし その先生の

ました︒死者は200人を超えたほか︑家屋

部から災害見舞金を贈ることになっています︒

◆NTTグループ東北だより
◎スポーツクラブ後援会情報

3年R・2年日を迎えた今年度は︑電友会・

で取り組んでいます▲一

東地区代表︶﹂と対戦し0対2で敗戦となり︑

NTT東口本宮城グループの社員と家族総勢

し3対2で薄利 2回戦で﹁仝足利クラブ ︵関

ベストSの成績となりましたlU来シーズンで

74名がそれぞれの地区に分かれクロマツを覆

い尽くすほどに育った雑草や広く根を張った

の全国優勝を目指し頑張ってまいります︒
バドミントンチームは︑今年度より国内

クズの刈り取りを行い︑予定していた時間内

日頃よりNTTグループ東北スポーツクラ
最高峰のS／1リーグ

に作業は終了しました︒電友会の皆様ご協力

目指し頑張っていきます︒東北地域での開催

続きご協力をよろしくお願いいたします︒

も社会貢献活動を行ってまいりますので引き

NTT東日本宮城グループは︑これから

ありがとうございました︒

︵旧二部リーグ︶ に復

︵ベースボール・バドミントン︶﹂

︒
す

ークスは男子lブロッ

に開幕となり︑東北マ

リーグ戦は12月8日

北マークス

ブ後援会の活動にご理解とご協力を頂き︑﹁東

＄〃リーグ昇格認定式

帰しての戦いとなりま

を賜り︑誠にありがとうございます︒
東北マークスの選手たちは︑NTTグルー
プ各社をはじめ︑さまざまな企業に所属して

おり︑各自の時間をやりくりしつつ︑皆様の

各クラブの今シーズンのこれまでの主な成

は12月﹇⁝日﹁仙台大会﹂︑2月3日﹁盛岡大会﹂

クリーグの上位進出を

績についてですが︑ベースボールクラブは都

が予定されておりますので︑引き続き皆様の

参加者全且で1台写暮

ご期待に応えるべく︑鍛錬を重ねています︒

市対抗野球大会 ︵束京ドーム︶ では企業チー

温かいご支援ならびにご声援を賜りますよう

U15年に夫本地托︑2016年に

育つように雑草などの下草刈りに5ヶ年計画

浜市地区でクロマツを植樹し︑一几気に大きく

島市で？

興に向けた海岸防災林の再生を目的に︑東松

NTT東日本宮城グループは︑被災地の復

◎社会責献活動紹介

︵スポーツクラブ後援会事務局長︶

お願いいたします︒

ムの壁が厚く一次予選県大会で敗退︒

クラブ野球選手権大会については東北大
会で準優勝し︑2年連
続9度目の本大会出場
を果たしました︒

本大会︵西武メット
ライフドーム︶ では︑

初戦で﹁NOMOベー
スボールクラブ ︵西近

畿地区代表︶﹂ と対戦

賢二丁妾
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に対し物心両面でのご支援︑ならびにご声程

得点に沸く応援団

﹁
山
棚
﹄
︻
岬
復興に取り組みましたので紹介いたします︒
・震災直後にとった行動は︑次の通りでした■︺

1︑午後4時頃から小学校の教室で避難者

受け入れ準備

な揺れに見舞われました︒自宅に到着した時

その日私は︑車で帰宅途中に国道上で大き

︵幸いプールの水あり︶

3︑暖房・照明 ︵ローソク等︶・トイレ

用出来るものは全て利用し︑助かった︶

宮古地区t友会 八木 善政

は︑津波襲来の直前で避難していない家族を

4︑食料・飲料水の確保 ︵近くの井戸水︶

◎2・日と私

⁚
尊
車に乗せ︑急ぎ高台の小学校に避難しました︒

5︑要介護者の支援︵看護師︑薬剤師がいた︶

2︑避難所の環境整備︵回収段ボール等利

小学校は︑下校時でしたが教職員の賢明な判

6︑避難所名簿の作成 ︵教職員が対応し︑

・避難所での生活を約6ケ月続けた後︑地域

と友人から泣かれた︶

後に自分の名前を記載忘れし︑名前がない

断で全校生徒を校庭で待機させていました︒
当時の私は︑山田町織笠地区コミュニティ

800世帯の副会長 ︵防災担当役員を兼務︶
をしていましたが︑自宅を含めて400世帯

1︑壊滅的被害を受けた﹁カキ﹂﹁ホタテ﹂

復興の取り組みを次の通り行いました︿

となりました︵︑地区の防災組織のルールとし

養殖某夜興に向けた組合の立上げも後継者

の住吊が一軒残らず津波に流され︑壊滅状態

ては︑rHL家族の避難②避難には車の便糊萱地

難で業者数日と4分の1に激減
2︑地域事業者組合を復興庁と1年強研衝

域点検の順と決めてありました■
その後︑地区コミュニティ会にとして巾揖災

嵩上げ完了後

軒−■

者供養②夢明かり③歌謡ショウ︶

3︑地域コミュニティ事業の再開 へ1︶犠牲

後︑承認を得て立しげた

今までにないような大規模な災害が発生して

砂⁝両火害など過去最大とか観測史上初めてとか

て表硯していますが︑近年︑地震・豪雨・L

す二校害の墨態を未曾有の災害︑想定外など

う﹂は危険を呼んでしまう︒

に﹁ここまでは波は来ないだろう﹂ の﹁だろ

﹁もっと遠く﹂﹁避難したら戻らない﹂を鉄則

津波避難の心得は﹁もっと高いところ﹂

イメージしていましたが︑とんでもない！想

による津波の想定は︑当時のチリ地震津波を

波を小学生の時に経験しました︒今回の震災

私は南三陸町出身で︑昭和35年チリ地震津

は起きる﹂更には﹁想定外﹂も加わってきて

いますが︑最近は ﹁いつでも︑どこでも災害

は忘れたころにやってくる﹂と言われてきて

はいつ︑どこで起きるかわからない﹂﹁災害

識していると思いますが︑これまでは﹁災害

災害対応の想定される心構えは誰しもが認

像を遥かに超え︑6日後に南三陸町に入った

います︒■

これから起きるであろう災害に︑一人の犠

牲者を出さないためにも︑東日本大震災や最

草野

拓也

近の大規模災害の﹁想定外﹂を教訓に行動し

ていきたいですね︒

tt相馬クラブ

◎震災のその後︑私の感じた復興状況

・道路の復興

己判断が︑多くの犠牲者を出した安国の一つ

﹁ここまでは津波は来ないだろう﹂という自

は二部が開通済み へ27km︶ を含め2020

開通した︒相馬福島自動車専用道 ︵45k m︶

磐富岡IC間の開通でいわき〜岩沼間が全面

常磐自動車道は2015年に浪江IC〜常

だと思います︒

経験から︑今回の想定外の津波に即応できず

で南三陸町の住民は︑当時のチリ地震津波の

階にいて家族全員が犠牲になるなど︑これま

濁流に流されました︒また︑知人も自宅の3

め大丈夫と思い自宅に避難していたところ︑

の犠牲に︑別の親戚は海岸から離れていたた

待っていましたが間に合わず︑2人とも津波

に避難するため身支度をし︑夫の身支度を

が犠牲になりました︒叔母はすぐそばの高台

今回の震災では親戚・友人等たくさんの人

もなくなっていました︒

状態でした︒実家の建物は基礎だけ残し跡形

とたん﹁廃墟の街﹂が目に飛び込み﹁絶句﹂

います︒

4︑地域住宅整備等の完了に伴う地域コ
ミュニティの再編 ︵平成29年度︶

この7年間︑震災復

興に拘わった者として

の信条は﹁前を向いて
歩く﹂を常に頭に置い

て︑種々の事柄に当た
ることでした︒

震災復興を振り返る

と︑全国及び全世界から寄せられた数多くの

支援が今日の被災地復興の姿だと思っており

孝

皆様から頂いた温かい声援に対し心より感謝
しております︒

◎災害からの教訓・・﹁想定外﹂
五ッ構クラブ 古澤

2011年3月日日東日本大震災から早い

もので7年半が過ぎ︑津波被災地ではようや
く復興の姿が見えるようになってきています︒

しかし︑現実的にはあと数年はかかるようで

地域複輿の取り組みの一つ

年度全面開通予定で山形方面へ行きやすくな

・汚染物の運搬

と楽しみが増え︑転勤も苦にならず楽しみの

賑わっているようです︒

直線道路が堪能できます︒食事処もおおいに

チ︶︑鵜ノ崎灯台︑太平洋と松川浦を眺める

開通があり松川大橋︵松川浦のベーブリッ

した松川浦〜磯部地区までの大洲松川線の再

日本百景でもある県立公園松川浦を中心と

運搬するトラックが連なって運搬始めました︒

すゥそこから別の集積所 ︵処分場かな？︶ に

るかは分かりませんが多数あることは確かで

ます︒そのような集積所の数はどのくらいあ

してとてつもない大きなシートで覆われてい

所には膨大な数の汚染物の袋あり田畑をつぶ

を入れた大きな袋の集積所があります︑集積

汚染された地域では︑除染作業ででた汚染物

広報誌に︑地域交流のパークゴルフ教室が記

庭菜園で紛らわしていました︒ある時︑市の

退職後︑悶々とした日々を過ごすなか︑家

置の片隅に置かれたままになっています︒

23年以降︑竿に一度も触れることもせず︑物

を踏み出すことが出来なくなりました︒平成

の放射能汚染により︑海釣りや渓流釣りに足

津波による被災された方の思いや︑福島原発

しかし︑その趣味も一変︒東日本大震災で

一つとなりました︒

・海水浴場

よってこれから何年かかるかどうか私どもに

載されてあり︑興味津々登録︑毎週地域の諸

相馬市近郊では見かけませんが原発事故で

震災前まで賑わっていた海水浴場の避難路

は分かりませんが︑徐々に集積所の数が減っ

先群方とプレーすることで楽しみを覚え︑今

り期待しています▲U

が完備し︑昨年の夏に原釜海水浴場が再開さ

てくるでしょう︒

・
観
光

れ大いに賑わったと報道されました︒もう少

では電友会を含め3つの同好会に参加︑週3

また︑このところ松川浦大橋付近ではサ

船にしばらくぶりに乗りたいと思うこの頃で

でしたJ最近では釣り船が出ているとのこと︑

原発事故がありしばらくは船が出られません

釣りを覚え始めてこれからというときに震災︑

したのが趣味としての釣りの始まりでした■

ポラ︑鯨など大釣りし意気揚揚と帰宅︑自慢

ら父親に連れられて海釣りをし︑アイナメや

フィールに記入していた言柴です︒幼い頃か

﹁私の趣味は釣りです■U﹂ いろいろなプロ

誓

﹁私の現在の趣味はパークゴルフです︒﹂

に心がけています︹一

流を同ることができ︑楽しみながら体力増進

したが︑その変化によって地域の皆さんと交

趣味の大きな変化の起点は東日本大震災で

し若かったら海水浴に行ってみたいと思った

昌幸

日のパークゴルフに興じています︒

◎大きく変わった趣味

蓬田

す

小黒岨公社へ入社後も︑釣りに勤しみ︑転勤に

tt相馬クラブ

ところでした︒
・海釣り

海の沖釣りを震災前は月に1回予定で釣り
に出かけメバル︑アイナメ︑カレイ︑ヒラメ

ケ釣りなのか岸壁から投げ釣りの人々がたく

よる新たな地での海釣りや磯釣り︑渓流釣り

などの釣りを楽しんでいました︒特にヒラメ

さん竿をだして賑わっていました︒

賛助会員企業様コーナー

「賛助金Å企業様コーナー」は賛助会員企業様の会見か
ら、ご自分の会社の紹介や余暇の過ごし方等を寄稿して

いただくコーナーです。今回はエヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ（株）東北支店様、（株）ラインサービス様、
（糠）NTTファシリティーズ東北支店様です。

l

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

生まれは宮嶋県。「■木」という姓は
宮崎県で一瞥か、姓だそうです。

東北支店
黒木 崇之

申し上げます︒

り弊社事業にご理解とご支援を賜り︑厚く御礼を

北支店の黒木です︒束北電友会の皆様には︑平素よ

エヌこアイ二アイ・コミュニケーションズ︵株︶東

群ですね︒因ることは︑気を抜くとすぐに太ること

たくさんありますが︑中でも︑お米のおいしさは抜

ませんでした︒如北に来てよかった︑と思うことは

ましたので︑現職に就くまで束北にはご緑があり

つです︒当支店は︑束北6県のお客様への営業を担

国内には大小14の拠点があり︑東北支店はその一

ス提供エリアは190カ国／地域を超えています︒

以上に拠点を設置しており︑ネットワークサービ

数多くありますので︑今後も計画的に訪れてみた

く？過ごしています︒東北各県︑行きたいところは

を巡ってみたりと︑一緒に仙台に来た妻と仲良

隣の公園を散歩したり︑たまには温泉や観光名所

週末は︑最近はじめたゴルフの練習をしたり︑近

で
す
︒

当し︑クラウド︑ネットワーク︑セキュリティとい

いと思います︒

弊社は現在︑世界40カ国／地域以上︑110都市

ったサービスを軸に営業活動を展開しております﹂

担当からはじまり︑郵政省︑総務庁︑自治省︑総務省︑

庁再編前の建設省︑日本道路公団の飛び込み営業

省庁やその外郭団体への公共営業一筋でした︒省

営業本部の公共営業部に異動︑以来︑20年ほど中央

Nの顧客管理システムの開発を担当した後︑法人

通信ソフトウエア本部でした︒4年半ほどISD

北の発展の一端を担えるよう︑取り組んで参りま

とだと思います︒皆様のお力添えをいただいて︑東

方々のお力涼えがあって︑はじめて実現できるこ

することは並大抵のことではありません︒様々な

です︒お客様の期待や想像を﹁超える﹂価値を提供

変革︑﹁TranSCend﹂は超える︑という意味

Tr

弊社の事業ビジョンは﹁TranS−Orm．

国土交通省等︑様々な省庁の営業を担当しました︒

すので︑引き続きのご支援をよろしくお願い申し

私は1991年にNTTに入社し︑初期配属は

入札対応の牡しきはあるものの︑社会インフラと

上げます︒

で一番多い姓だそうです︒父の転勤に伴い︑広島︑

は宮崎県です︒ちなみに︑﹁黒木﹂という姓は宮崎県

菜活動は︑大変やりがいのある仕事でした︒生まれ

ほど︑よろしくお願いいたします︒

ス﹂もラグビーを盛り上げて参りますので応援の

年です︒弊社ラグビーチーム﹁シャイlT／グアーク

本年はラグビーワールドカップ2019開催の

anSCend．﹂↓TranS−Orm﹂は

言えるようなICTを提案し︑それが形になる常

兵庫︑大阪︑また中高時代は愛媛県松山市で過ごす
など︑西日本で育ち︑大学以降は束京や千葉に居り

株式会社ラインサービス

佐藤 信之

趣味は月いちのゴルフを
楽しんでいます！

株式会社ラインサービスの佐藤信之です︒

運賃は据え置きであります三方︑携帯電話基地局

あり荷量は年々減少し︑また︑燃料費が高騰しても

ラインサービスは運送業︑電気通信工事業の二

NTTグループ並びにOBのみなさまには日頃

弊社は昭和34年に東北通信運輸︵株︶として電気

枚看板で業務を展開しており︑プロドライバーも

建設工事等も設備投棄が増えないため︑工事受注

通信資材の輸送を担う会社としてスウ1−トし︑平

大勢いますので︑震災時等の電源車の安全・迅速な

から弊社事業にご理解とご協力を賜り︑厚く御礼

成‖年に現在の︵株︶ラインサービスと社名を改め

移送でもお役立ち出来ると思います︒また︑資格・

件数増に繋がらない等厳しいものがあります︒

新たに携帯電話基地局建設を手掛ける電気通信丁

技術・やる気は沢山ありますので︑何なりとご用命

を申し上げます︒

事業を加え︑運送業と合わせ2つの事業を中心に

いただきたいと思います︒

最後に私ごとですが︑平成19年にテルウエル東北

現在に至っております︒

また︑これら事業に加え電報配達事業︑太陽光発

でおり︑NTT時代やテルウエル時代の仲間のみ

︵株︶に就職し︑平成汐年から︵株︶ラインサービスに

平成23年の東日本大震災では︑停電に伴い掩管

なさんから教えを請うておりますが︑﹁好きこそ物

電建設事業も実施しており︑平成30年には創業由同

電話基地局への電気の供給が停止したことから携

の上手なれ﹂にはあてはまらず歯ぎしりをしてお

勤めております︒趣味は月いちのゴルフを楽しん

帯電話の利用ができなくなりました︒こうした中︑

ります︒

年を迎えることができました︒

基地局への発電機の輸送と燃料補給のため︑24時間

なさまの信頼を深めてまいりますので︑引き続き

今後も小野寺社長のもと︑NTTグループのみ
また︑この度の平成30年北海道胆振東部地礎でも

︵株︶ラインサービスへのご指導ご支援をよろしく

体制で兼務を実施してまいりました︒

いち早く6台のトラックと1台のワゴン車で通信

お願いいたします︒

皿○
資材並びに発電機等を24時間体制で北海道まで輸
送を行いました︒

震災時等は︑被災地での食糧調達や宿泊場所の
確保が難しいため︑非常食を持参し車中泊で任務
を果たしてまいりました︒

さて︑運送業界を取り巻く環境は厳しい状況に

株式会社NTTファシリティーズ

東北支店

木津川 直樹

出身は埼玉軋散歩のお勧めスポッHi
秩父の芝桜の丘と日暮市の曇珠沙霊です。

NTTファシリティーズ東北支店の木津川直樹

さて︑私事ですが︑趣味は下手なゴルフと週末に

お勧めスポットをご紹介します︒1つは︑秩父にあ

妻と都内近郊・近県等での散歩・トレッキングであ

弊社は︑ご存じかと思いますが︑電電公社時代の

る羊山公園の芝桜の丘です︒4月中旬が見頃で関

です︒日頃から︑NTTOBの皆様方︑並びにNT

建築部と電力部門がNTTから平成4年に分社し

東でも有数の規模となっています︒もう1つは︑円

ちらこちらを歩き回っていました︒出身は埼玉県

昨年12月で26周年を迎えることができました︒発

高市にある巾着田の旦珠沙華で︑500万本の真

Tグループ各社には︑弊社事業に対して︑多大なる

足当時は︑NTT土地・建物の工事設計・監理︑維持

紅の旦珠沙華が薄暗い雑木林の中に広がっている

で︑あまり観光の目玉が無いところですが︑散歩の

管理や電力装置の点検・保守等と合わせ︑電力総合

風景は幻想的な印象を与えます︒見頃は9月中旬

ご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます︒

業務と建築総合業務等︑ほほNTTからの受託業

頃で︑どちらも仙台からはアクセスしにくい場所
ばと思います︒

ですが︑機会がありましたら是非︑一度御覧頂けれ

務が売上の大宗を占める会社でありました︒

最近は︑NTT業務で培った︑建築・電力・エネル

ギーの各分野での技術力により︑一般市場の拡大

業務︑民間企業の新築設計やデータセンターの構

e−yで持続可能な社会の実現に貢献し続けるこ

物とエネルギーを融合させ︑Smar−＆S

最後に︑繰り返しとなりますが︑当社は電力と建

築業務︑各種補助金制度を活用した復興業務︑太陽

とを使命に︑地域社会と共存しながら︑お客様に選

に取組み︑地方自治体の設計業務や建物維持管理

光発電所の構築業務等により︑着実に発展を遂げ

ばれ続けることを目指して参りたいと考えており
ォーメーションにおいて︑①脱炭素︑②ファシリテ

今年は︑持株会社が発表した新たなグループフ

を賜りますよう︑どうぞよろしくお願い致します︒

様方におかれましては︑今後とも変わらぬご指導

ますので︑電友会会員の皆様︑NTTグループの皆

af

ています︒

ィマネジメント︑③スマートビルディング︑④デー
タセンターといったソリューションを活用しっつ

NTT都市開発との連携による不動産開発のノウ

ハウ等により︑地域社会が目指す個性で活力ある

街づくりに積極的に取組む方針が示され︑その実
硯に向けていく考えにあります︒

東北地方本部だより

◎支部長・事務局長会議の開催
30年7月19日︑NT

T五橋ビルにおいて開
催︒ボランティア活動

賞︑地方本部長賞の推リ
薦︑ボランティア物品
支援状況︑会報83号の

発行等について審議︑
決定しました︒

◎第5回女性の会への参加

支部長・事務局長余韻
グループディスカッション模様

30年9月25日〜26日︑

本部主催で名古屋市ロー
ズコートホテルにおいて

開催︶東北からは︑平井
妙子さん ︵地方本部︶︑星

久美子さん ︵あさか会副

会長︶ が参加っ基調講演
や各地域での取り組み状

況の交換︑活動活性化に
向けたグループディス

カッション等活発な意見

交換を行ってきました︒
︵※関連記事20ページ参照︶

◎蛮災復興支稜ボランティア活動への参加
伽東松島市海岸防災林再生活動への参加
平成30年6月23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3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︶

全国の仲間と懇親会

活動へ参加︒奥野本部長始め五ッ橋クラブ

︵10名︶︑石巻電友会︵3名︶ の会員計13名が

梅雨の晴れ間の下草刈に奮闘しました︒

㈲気仙沼大島震災復興支援活動への参加

皆様のご協力ありがとうございました︒

卜草刈を行ってきました▲︺ 両事業への参加の

年前に植樹した苗木の成長管理として今回も

沼4名︶︑岩手支部二間4名︶ が参加︒6

本部長始め宮城支部13名︵五ッ橋9名︑気仙

ロジェクト活動﹂ に︑奥野本部長︑小野寺前

ジニアリング主催の ﹁縁の真珠海岸林再生プ

CSR推進室︑NTTファシリティーズエン

また︑平成30年7月21日︑NTT ︵持株︶

粟松島市海岸防災林再生活動へ
草加の皆さん

東北地方本部だより

電友会では引き続
き﹁チームNTT﹂

として震災復興支援
のボランティア活動

に積極的に参加して
まいります︒会員の

皆様の更なるご参加
をお願いします︒

◎電友会ボランティア活動賞受賞
30年日月21円︑本部主催の表彰式が﹁KK

Rホテル東京﹂ において行われました︒

長として地域づくりフォーラムの開催等地域

﹁NPO法人夢ネット大船渡﹂を立上げ理事

として長年会の運営に携わる傍ら平成18年

平成5年yTT退職後︑大船渡電友会会長

も現役ガイドとして活動し地域振興に大きく

の観光促進に大きな貢献をしています︒現在

等市内旧跡めぐりも1千名を越えるなど上山

山城案内は年間4千名以上︑斎藤茂吉記念館

ド協会の役員として活動に参加︒現在では上

平成‖年から上山市観光ボランティアガイ

の活性化に取り組んできました︒東日本大震

尽力されています︒

災者への支緩活動の継続実施﹂ の功績

災後は﹁気仙市民復興連絡会﹂を結成し支接

◎叙勲のご紹介

瑞宝及光章

山形支部

岩手支部

石川

堀川

俊夫様

寿雄株

︵平成30年5月〜30年日月まで︶

いても結構です︒■

ちください︒地方本部事務局へ送っていただ

イ・スマホをお近くのドコモショップへお持

に冤友会も協力しています︒使用済みケータ

山からつくるみんなのメダルプロジェクト﹂

して ︵株︶ NTTドコモが共催する﹁都市鉱

東京2020大会入賞メダルの作成協力と

パラリンピック支援施策へのご協力を！

◎2020東京オリンピック・

◆お知らせ

瑞宝双光章

高齢者叙勲

ご健康とご活躍をお祈り申し上げます︒

謹んでお祝い申し上げますと共に︑益々の

物資の運搬等先頭に立って行動してきました︒
その後も各種イベント︑被災者支援情報誌の
発行等多方面に亘り活動が評価されました︒

東海林 憲男さん ︵山形支部︶

﹁観光ボランティアガイド活動で地域の活
性化の一翼を担う﹂

ボランティア活動督受宵の皆さん
前列（左から）菅野さん、東海林ご美事
横列（左から）1野本＃鼻、岩城ご美事、高石事務局長

東北の受賞者は次の方々です︒
・第28回ボランティア活動質

菅野 光量さん ︵宮城支部︶
﹁長年に亘りソフトボール審判員として社
会貢献した功績﹂
電電公社在職中の昭和57年からソフトボー
ル審判員としてボランティア活動を開始ウ 現

在に至るまで審判団の中心として青少年の育

成や宮城県とソフトボール協会の発展に取り
組んできました︒こうした功績により平成27

年には日本ソフトボール協会より﹁終身審判
員﹂ の称号を授与されるなどスポーツを通し
た社会貢献活動が評価されました︒
岩城 恭治さん ︵川石手支部︶

﹁NPO法人による社会貢献活動と震災被

さあlみんなで下草刈をするぞ−

