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︼石壬■
◆岩手支部
◎令和2年度支部総会

まり︑4月例会は元年の思わぬ積雪による中

動ができませんでした︒3月の総会中止に始

令和2年は︑コロナ禍の中で例年通りの活

9月

8月

7月

6月

優勝

優勝

優勝

優勝

小松

菅原

正悦

岩清水裕悦

平野

蔵人

参加者30名

参加者30名

参加者35名

参加者33名

善幸

止に続きコロナによる2年連続の中止︑さら

10月以降につては︑次号89号で報告いたし
ます︒

には︑5月例会まで中止となりました︒また

岩手で開催予定の北3県大会も中止となりま

㈱麻雀同好会

を1度は出したのですが︑NTT東日本 ︵株︶

3月例会は︑日程を決め会員の皆様に案内

の関係で全く実施できないでいます︒

令和2年度の活動は︑新型コロナウイルス

し
た
︒

うやく最初の例会が開催されました︒以下9

6月に入り︑岩手では感染者ゼロの中︑よ

表が盛岡市に集合し開催しておりましたが︑

月までの優勝者を紹介します︒

令和2年度支部総会は︑例年各地区役員代

新型コロナウイルス感染防止のため議案書送
付による書面会議となりました︒議題は︑令

からNTTグループの集合集会等の自粛要請

活動が再開されることを願っております︒

早期にコロナウイルス感染拡大が収まり︑

に中止となりました︒

恒例の北四県親善囲碁大会についても同様

てまいりました︒

ロナウイルスの影響で全面的に活動を休止し

令和2年度の総会及び定期大会は︑新型コ

㈱高松囲碁クラブ

たなら実施することで進めています︒

次回は︑ワクチン接種ができるようになっ

員で話し合い ﹁中止﹂を決めました︒

6月例会と総会︑9月例会については︑役

和元年度活動報告と会計報告及び令和2年度

㈲岩手NTT−OBゴルフクラブ

◎サークル活動

◆盛岡電友会

合会議が開催されることを念願しております︒

来年度は︑新型コロナウイルスが収束し集

ぞれ1名増の成果となりました︒

宮古地区は︑会員増の取組み強化によりそれ

で前年度から16名の減でしたが︑水沢地区と

支部会員数は︑令和2年3月末1187名

し︑了承されました︒

があり︑例会中止の再案内をしました︒
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事業計画並びに役員体制について提案・協議

0Bゴルフ6月例会
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釣りと岸壁釣りを計画しましたが︑コロナウ

イルスの関係で︑予定通り実施できず︒

これまでの実施状況は以下の通りです︒

5月28日 カレイ ︵翔光丸︶ 7名

6月26日 カレイ ︵翔光丸︶ 6名

7月10日 カレイ ︵翔光丸︶ 7名

また︑恒例の釣り旅行は︑7月に1泊2日

の日程で碁石海岸の民宿﹁海楽荘﹂ に1泊で

計画しましたが新型コロナウイルスの関係で

中止しました︒

コロナ禍の中での飲み会開催は今後の状況

を見て判断することとなります︒

㈱盛岡グランドゴルフ同好会

令和2年度の活動期間は︑令和元年10月か

ら令和2年9月末までとし︑原則毎週水曜日

を定例会日としております︒例会は令和元年

㈱不来方釣りクラブ

不束方釣クラブは会員17名︵内女性3名︶

11月から令和2年3月末まで冬季中断し︑令

㈲インターネットを楽しむ会

で︑主に船釣りを主として活動しております︒

令和2年度は3月から新型コロナの感染拡
大に伴い活動休止となっていましたが︑6月

今年の総会は新型コロナウイルス感染拡大

大防止︑7月の長雨︑8月の猛暑により︑例

令和2年度は︑新型コロナウイルス感染拡

ゴルフを一緒に楽しんでみませんか︒

友会のみなさん︑本同好会に参加しグランド

に伴い︑会員が年々減少しっつあります︒電

をモットーに進めています︒しかし︑高齢化

目的として︑﹁明るく︑楽しく︑元気よく﹂

本同好会活動は︑会員の健康維持と親睦を

和2年4月再スタートしました︒

から回数を減らし時間短縮で活動を開始しま

令和2年度実行計画は6月から日月まで船

という内容で承認を求めました︒

報告そして令和2年度の実行計画案・予算案

内容は令和元年度の事業報告︑決算・監査

会員全員に送付しました︒

6月10日︑会計監査を実施し総会議案書を

く書面議決での総会としました︒

防止の観点から例年のような集合形式ではな

パソコン教室。
テレビ会議の使い方は…

した︑総会は7月開催となり当分の間新型コ

ロナ対策をしながらの開催です︒

①パソコン教室の主な学習内容は︑ワード

とエクセルの便利な機能及び基本的な操作方
法︑テレビ会議システムの体験︑パソコンの

高速化︑PC相談会等︒

②ホームページのデータ更新を6月から再
開しています︒

62

高松囲碁クラブ
令和2年1月大会開催
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会の中止︑開催日の変更など︑本活動に影響
8月

5回

3回

参加人数

参加人数
延68名

延30名

大会では見事優勝した水野哲也さん︑第3回

が参加した第1回三陸鉄道社長杯カレイ釣り

大会優勝の笹野則夫さん︑月例会では何時も

9月
延282名

大物を釣り上げアイテムに詳しい紺野繁さん︑

85cmの座布団ヒラメを釣り上げた及川直さん︑

いずれにしても﹁勝るとも劣らぬ﹂釣り仲間

令和2年7月31日

日時

4︑納涼プレーの実施

優勝者 長谷川 信行

計23回 参加人数

が出ました︒本年度の活動状況は左記のとお
りです︒

盛岡市都南中央公園野球場

1︑会員数 男14名 女5名 計19名

2︑例会場所
3︑例会実施状況 計画29回 実施23回

で
す
︒

参加人数 延10名

この日は︑前日までの長雨で︑あいにくの

︵カレイ︑ヒラメ︑

アイナメ︑スエ︑青物︑時々たこ等︶ 迄とし

例会期間は4月〜日月

しみが更に増した感じであります︒

︵松田太一さん︑佐藤芳巳さん︶ が入会し楽

そして昨年は腕に自信を持つ新たな2人

場所 御所湖広域公園

1回

参加人数 延23名

コースコンディションでのプレーでしたが︑

参加人数 延61名

4月

2回

参加人数 延42名

10月 5回

5月

3回

元気よく︑楽しくプレーしました︒

グランドゴルフコース

6月

参加人数 延48名

優勝者 長谷川 信行

◆おおふなと電友会
◎サークル活動
・舟釣り同好会

風光明媚な三陸沿岸︑そして冬でも比較的

温暖︑自然豊かな地域で我が同好会は8人で
平成20年に発足しました︒
釣行例会は毎月1〜2回実施し多種多様な

魚種を対象とし釣果を競い合って楽しんでい
るところです︒

また︑これまでには全国から100人程度

腕に覚えがある
釣りキチの面々

4回

盛岡グラウンドゴルフ同好会

7月

会員募集中l一緒に楽しみましょうl
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釣り仕掛け︑定番の逃した魚は大きい等々尽

12月は総会と忘年会を兼ねて反省と自慢話︑

㈱グラウンドゴルフ同好会

レッシユになりますヨ！

った人に贈る ﹁会員表彰﹂ に該当したもので

じて長年にわたりセンターの発展に貢献のあ

3ゲーム24ホールを競いました︒会場の地形

大会を開催した︒当日は快晴︒会員7名参加︑

ウンド・ゴルフ場において同好会の親善交流

た︒カメラ以外にも﹁面﹂を彫るなど多趣味

西壕鉄好さんから写真集が送られてきまし

◎事務局からお知らせ

接表彰等を受けました︒

す︒表彰は定時総会において︑理事長より直

とにかく舟釣りは面白い♪♪次回こそは大

に小さい山などあり︑変化していることから

の西嫁さんが︑古希を機に受賞作品等約40点

6月10日︑胆江地区広域交流センターグラ

漁を！大物を！と勝手に想像し挑戟続ける仲

1球1打に歓声を上げプレーを楽しんだ︒参

を集めたものです︒写真集は事務局で保管し

きぬ話に花が咲き1年間を〆ています︒

間たちです︒

加者の皆さんには1位から5位及び当月賞︑

◎サークル活動

準優勝 佐藤

優 勝 高橋

好生 ︵A組︶

睦夫 打数57

晴信 打数56

成績は次の通りです︒

水沢で勤務︒現在は青森市在住︒︶

ています︒︵西嫁さんは昭和44年から約20年

◆水沢地区電電友の会

価ITだべりかい

勝抜賞 及川

猛打賞等を準備︒

近年︑新会員入会者がなく現在‖人の会員

◎サークル活動

◆いちのせき電友会
千田

︵B組︶

数です︒主としてパソコン講座を毎月第1週

◎活躍する会員
菊池宏さん︑シルバー人材センター会員表

長

の火曜・水曜の2日間実施︒講座内容はエク
セルとワードの基本と上達テクニック︒日常

シルバー人材センター令和2年度定時総会

が参加し︑交流

・一問グラウンドゴルフ同好会

について修得しています︒また︑日帰り旅行・

が2年6月17日にゼットホールにおいて開催

大会を開催致し

賞受賞︒

ビアガーデン・忘年会等を計画していますが

されました︒新型コロナウイルス感染拡大防

ました︒

のパソコン操作上における疑問点の解決策等

コロナ関連で未実施です︒

止のため開催が危ぶまれましたが︑センター

年宏会長のもと︑15名の会員で ﹁ふれあいの

結成から7年目に入りました︒現在は佐藤

シルバー人材センターには︑数名のNTT−

席者もマスク着用し︑無事開催となりました︒

としても万全の感染拡大防止対策を施し︑出

の良い秋晴れ﹂

行いが﹁気持ち

会員の日頃の

9月30日一関運動公園に於いて17名の会員

㈲パークゴルフ同好会

丘公園﹂を中心に和やかに遊んでいます︒時々

を呼び︑コロナ

対策に配意しな

OBも入会し就業等を通じて貢献しておりま

す︒今回は入会後10年を経過し︑就業等を通
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はホールインワンもあり歓声が出ます︒最近

は運動不足になりがちですが︑心身のリフ

あれ7ホールインワンなの7
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がらも久々の大会を楽しむことが出来ました︒

成績は次のとおり
で
す
︒

優勝 菅野 秀晴
準優勝

菊池 正盛

菅野

秀晴

ホールインワン

3回

おや、俺もホールインワンかな…

勢揃い

1回 菊池 正盛

小野寺哲子

一関グラウンドゴルフ同好会
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