各地区電友会だより（岩手）

︼石王■
◆岩手支部

変更しました︒

・副支部長 八木善政 ︵宮古会長︶

た︒栗田支店長様︑

栗田支店長最後の挨拶

この度︑栗田支店

長様が岩手の地を去

ることとなったこと

から︑送別会も兼ね

長奥野様のご参加をいただき︑NTT岩手支

ありがとうございま

た懇親会を行いまし

店長栗田様より今後のNTTの動向等につい

し
た
︒

焼け野原になったことです︒被災状況は①死

ガソリンから発火した火災で︑広大な地区が

撃を受けた理由のひとつに︑破壊された車の

田市や大槌町と同様に︑市街全体が壊滅的打

すシーンを見て全員愕然︒岩手の中で陸前高

の津波が︑家屋や車等を猛烈な勢いでなぎ倒

最初はスクリーンを使って︑湾で最大25m

験して﹂ の題名で講演をいただきました︒

波で失った経験を踏まえ ﹁東日本大震災を体

にお迎えし︑自らも家屋をはじめ全財産を津

7月4日に元山田町長の沼崎喜一氏を講師

◎第1回NTT・OB大学

◆盛岡電友会

てお話を頂きました︒その後議事に入り︑前

年度の活動状況︑決算報告︑令和元年度活動
計画︑予算を決定しました︒今回は副支部長
が退任されたことから役員体制を次のとおり

八木副会長の乾杯

◎第1回理事会︵総会︶開催
5月30日︑盛岡市内のエスポワールいわて

において︑県内9地区電友会の会長及び事務
局長が出席し理事会を開催しました︒

NTT岩手支店長栗田様︑企画総務部長瀬

川様︑総務担当課長知久様︑電友会地方本部

地方本部長挨拶

地方本部長表彰者お礼の挨拶

各地区電友会だより（岩手）

者687名②行方不明者148名③家屋被害

た等の反省を全体で共有し︑講演会を終了し

地区の浅野秀一さん

会を開催致しました︒

沼崎氏は当時の現役町長として役場に1か月

石垣政敵さん66歳︑

73歳︑2位盛岡地区

優勝されたのは大船渡

この振りはプロ級かIl

ました︒

以上泊まり込みで指揮を執り︑一家5人が﹁仮

3位北上地区菊池昇

おりました︒

ハツラツで奮闘して

りました︒皆様若さ

設住宅﹂ に入居できたのは被災から4ケ月後

この経験から学ん

だのは①防潮堤があ
るから大丈夫との過

信②湾口の狭さの関
係で津波の到達まで
30分あり︑荷物取り珊ゝ

展望室展示場にて10月15日から10月18日の4

よる作品展を︑盛岡駅西口マリオスビル20階

毎年秋の恒例行事であるNTT・OB等に

◎第33回NTT・OB作品展の開催

￣￣姜・了守一

に戻った人が多かっ

場において︑67名の参加をいただき岩手県大

9月5日︑岩手産業文化センタアピオGG

県大会開催

◎第22回NTT・OBグランドゴルフ岩手

さん73歳の結果とな
乾杯！講演会の感想を

の7月とのこと︒

話し合いながら…
このまま、入れ一つl

たこと③車での避難

者が渋滞で被災④幼
稚園等に親が迎えに

来て被災等々︑昔か
ら何度も津波被害を

受けた教訓として
﹁津波てんでんこ﹂︵津

波は個々人の判断で
避難を︶ の鉄則が守
り切れなかったこと

と︑高齢者や身体障

害者の避難対策が確
立し切れていなかっ

アラlホールインワンかしら7

上位入賞の皆様

3369棟︵町内の47％︶ とのことでした︒

令和元年OB大学
熱心な受講生
津波被害映像

各地区電友会だより（岩手）

なりました︒作品を出展して下さった方︑展

新聞にも配りあげられる等︑盛大な展示会と

岩手の黒川さんが優勝され︑岩手が5連覇を

秋田椿台ccにて北3県親善コンペが行われ

以上が例会の記録です︒さらに5月31日は

日間開催しました︒

示会を企画︑運営して下さった運営委員のご

達成しました︒

33回日となる今回は40名の方から書道︑絵

画︑写真︑彫刻・陶芸・手芸等日頃丹精込め
尽力に感謝いたしま

弘

長

町端一男

事務局長 近藤 茂雄

会

6月の第一回例会と

われ︑新役員は次のようになりました︒

認をいただきました︒また︑役員の改選が行

総会では︑会則の若干の見直しを提案し承

そのあとの総会から始まりました︒

令和元年度の活動は︑

㈱麻雀同好会

て制作した力作94作品が寄せられ︑運営委員

及び作家の協力で展示しました︒
次回第34回の開催
は︑令和2年9月15

︒
す

り近郊市町村の方々︑
日〜9月18日を予定

来場者はNTT・OBと現役の方はもとよ

旅行者等4日間で約
しております︒新し

く出展される方も大

歓迎です︒

◎サークル活動
価ゴルフサークル

今野

千葉 博昭

小野寺 良

弘 ︵2回目︶

黒川 健児
今野

畠山 謙一

平田和多利

伊藤 均一
及川 邦夫
良美

北3県親善コンペに
参加の皆さん

586名のご来場が
ありました︒NTT

岩手支店長始め幹部
の方々からの賞賛の
声もいただき︑地元

前回は︑4月例会が突然の積雪のため中止
になったところまでの報告でしたが︑今回は

優勝
位 勝 位 勝 位 勝 位 勝 位

それ以降の活動状況を報告します︒
5月例会

6月例会

7月例会

2
優
2
優
2
優
2
優
2

8月例会

9月例会

都鳥

0

岩手支店長見学
盛岡タイムスのインタビューを受ける
出展者

「上手だねえ」可愛い見学者

各地区電友会だより（岩手）

監 事

村上 光夫

6月例会の上位者は

優勝 石田やえこ
9月例会の上位者は

優勝 戸津 信男
準優勝 及川 正雄

次の例会は︑雪の季
節になりますが︑元気

な姿でお会いでき例会

準優勝 佐々木光彦

平成31年4月に総会を開催し本年度の活動

㈲インターネットを楽しむ会

4月20日令和元年総会を開催し︑会員一同

がスタートしました︒例年どおり月4回のパ

㈱高松囲碁クラブ

新たな気持ちで棋力向上を図るべくスタート

ソコン教室を主としての活動となりました︒

研究︑PC相談会等︒

操作方法︑データの保存方法及び振分︑自由

ワードとエクセルの便利な機能及び基本的な

㈲主な学習内容はデジタル写真の編集︑

パソコン教室を毎月4回開催

強会を始めています︒

インターネットでの情報収集のしかた等の勉

また︑最近は各地で災害が起きていますので

を切りました︒

定期大会の成績は次のとおりです︒

2位 吉田千代吉

チームは宮古地区から工藤郁夫︑伊藤均一さ

恒例の第20回北4県親善囲碁大会は︑岩手

い囲碁を打たれ頭が下がりました︒

さんは︑昭和3年生まれの91才ですが若々し

7月の定期大会で準優勝された吉田千代吉

7月優勝永沢 昇

4月優勝荒木田利明 2位 小松 蔵人

熱戦対局中

んが加わり︑8名参加で準優勝となりました︒

スマホ講習会

が行われることを願い
つつ9月例会を締めました︒

6月例会の参加者

6月例会模様

各地区電友会だより（岩手）

なぎ温泉﹁愛真館﹂ で一泊での忘年会を開催

1︑会員数 男13名 女5名 計18名

50

44

52

名

名

名

名

ドコモ岩手支店の協力でスマートフォン講

2︑例会場所

参加人数

参加人数

参加人数

参加人数

参加人数

参加人数

50

名

3︑例会実施状況

3回

3回

5回

4回

4回

3回

10月 5回 参加人数

4月
5月
6月
7月

8月

9月

52

名

優勝者

長谷川 信行

4︑令和元年度の成績

計26回 参加人数 延309名

28

名

盛岡市都南中央公園野球場

しました︒

和元年9月末までとし︑原則毎週水曜日を定

目的として︑﹁明るく︑楽しく︑元気よく﹂

33

習会を開催︑教養講座として︑ワインの基礎

㈱盛岡グラウンドゴルフ同好会

30年度の事業報告︑決算・監査報告の後︑令

例会日としております︒平成30年日月から平

これまでの実施状況は以下の通りです︒

をモットーに進めています︒しかし︑高齢化

延 延 延 延 延 延 延

知識を開催しました︒

榔ホームページのデータを毎月更新してい
ます︒

㈱その他のイベント

4月盛岡城址公園での花見︑7月ビアガー

デン開催で懇親を深めています︒
㈱不来方釣りクラブ
4月13日︑盛岡市内の ﹁すず禅﹂ において

和元年度の実行計画 ︵6月から日月まで船釣

成31年3月末まで冬季中断し︑平成31年4月

今年度の活動期間は︑平成30年10月から令

りと岸壁釣り計画︶・予算案が満場一致で承

再スタートしました︒

14名出席のもと︑本年度総会を開催しました︒

認されました︒

5月6日 カレイ ︵万福丸︶ 6名

に伴い︑体調不良等の理由により退会者が2

本同好会活動は︑会員の健康維持と親睦を

6月23日 カレイ ︵翔光丸︶ 7名

名出ました︒また︑例会参加延人数も少なく

「明るく、楽しく、元気よく」で
笑顔の素敵な皆さん

昼食を済ませて︑無事総会も終了しました︒

7月28日 カレイ ︵翔光丸︶ 7名

電友会のみなさん︑本同好会に参加しグラ

なっています︒

また︑恒例の釣り旅行は︑7月15〜16日の

ウンドゴルフを一緒に楽しんで︑親睦を深め

9月3日 ヒラメ ︵翔光丸︶ 6名

日程で碁石海岸の民宿﹁海楽荘﹂ に1泊して

てみませんか︑待っています︒

令和元年度の活動状況は︑左記のとおりで

美味しい海の幸を堪能しながら︑のんびりと

︒
す
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釣りを楽しみました︒
また︑12月には1年の締め括りとして︑つ

大物ゲットl

各地区電友会だより（岩手）
令和元年7月24日︑御所湖広域公園グラウ

5︑納涼プレーと納涼会の実施
と本土を結ぶ橋脚間297mに及ぶ白亜の

真珠と呼ばれ東北最大の離島﹁気仙沼大島﹂

ロの街づくり﹂ に寄与することを目的に平成

として活用し︑気仙沼市の目指す﹁津波死ゼ

バスで渡ると数10秒ですが︑橋の開通は島

の映像を︑展示室では地震・津波の脅威と爪

伝承館の映像シアターでは震災時及び直後

31年3月10日﹁旧気仙沼向洋高校跡地﹂に開館︒

の日は︑前夜から朝までの雨で︑あいにくの

民の生活利便性が向上し漁業に従事する人が

痕をまざまざと視聴しました︒

アーチ橋でした︒

コースコンディションとなり︑プレーには苦

減少しているそうです︒洋上約40mの橋上か

ンドゴルフコースでプレーを行いました︒こ

労したようでしたが︑楽しくプレーしました︒

映像は︑気仙沼市内各地点に到達した津波

ら︑大小の漁船等が浮かぶ気仙沼湾の爽快な

まじい津波の脅威に ﹁あっ︑危ない︒早く逃

による未曾有の被害が映し出され︑そのすさ

次に向かったのは﹁東日本大震災遺構・伝

げて！﹂と思わず叫んだ会員も居る程でした︒

景色を見渡しました︒

プレー後は︑場所を変えてカラオケなどで
盛大な納涼会を行いました︒

納涼プレー優勝者 藤原 忠雄

承館﹂︒将来にわたり震災の記憶と教訓を伝え

震災遺構では︑語り部ガイドに旧気仙沼向

〝ノコツタ″

ですね﹂

の為︑後日遅れて行われた中学校の卒業式模

最後に再び伝承館の映像シアターでは震災

ました︒

と茶目つ気たっぷりにガイドが説明してくれ

した︒これがホントの

い津波にも負けず押し流されもせずに残りま

すが︑この銅像は全く奇跡的にあのすさまじ

第9代横綱﹃秀ノ山雷五郎﹄ の銅像がありま

一方︑屋上では ﹁この近くに気仙沼出身の

に驚かされました︒

も重なっている等︑改めて津波のすさまじさ

椅子が折り重なり︑その上につぶれた自動車

の状態で残されており︑3階の教室には机・

ました︒旧南校舎・北校舎共に震災時のまま

洋高校の1階から屋上まで案内していただき

警鐘を鳴らし続ける伝承館は﹁見に見える証﹂

御一行

6︑NTT・OBグランドゴルフ岩手県大

9名

会に参加︵令和元年9月5日︶
参加人数

◆花巻電友会
◎気仙沼へ日帰りレク
9月18日︑花巻電友会サークル﹁イーハトー

ヴ電電﹂ の会員24名は気仙沼市への日帰りレ

ク ︵退職者の会共催︶ を行いました︒

この日は絶好の旅行日和︒会員達は元気溌
渕︑勇んで観光バスに乗込み発車オーライ！
バスガイドさんの軽快な語りに誘われ︑車
中は終始和やかリラックスムード︒

約2時間後︑最初に訪れたのは平成31年4

月7日に開通した ﹁気仙沼鶴亀大橋﹂︒縁の

遺構・伝承館前にての
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様が映し出され︑その中で涙ながらに語り︑
そして訴える卒業生代表の挨拶には全会員が
涙して視聴しました︒

昼食の後﹁海の市﹂ でのショッピング︒会
員達は︑たっぷりと海の幸を買い求め︑帰り
のバスに運び込んでいました︒
﹁今日は今までの日帰りレクで一番良かっ

た︒大変有意義であった﹂と言う会員もおり

あの未曾有の大震災の記憶が風化しっつある
昨今︑この地を訪れたことに感慨深げでした︒
会員達はただ観光するだけでなく︑あの大
震災から受けた教訓を︑しかと受け止め持ち
帰りました︒

◆釜石地区電友会
◎定期総会開催
令和元年5月22日ホテルサンルートにおい

結果︑すべて原案どおり承認されました︒

総会終了後は懇親会となり︑交流を深め︑

お互いの健康を祈念しながら︑盛会の内に終
了しました︒

つかりたいなあと思ったお泊まり会でした︒

◎スカットボール

れました︒ご来賓の方々にご挨拶を頂戴した

をご来賓としてお迎えし︑定期総会が開催さ

忠志様︑岩手県グループ連絡会会長谷藤学様

義則棟︑NTT労組県支部協議会会長百目木

り︑ビンゴと9名以上の参加者がいるような

ました︒9名の参加でしたが︑カラオケ︑踊

季﹂において︑久し振りに新年会が開催され

平成31年1月24日〜25日1泊で花巻﹁風の

とても熱のこもった競技となりました︒その

と歓声を上げながら︑外の大雨は何のそので

見守り︑﹁あっ入ったー︒﹂ ﹁あっあー残念 ﹂

れます︒皆真剣です︒1球1球入るのを皆で

に入れます︒入った穴によって点数が加算さ

ドゴルフとは違って︑1回に付き5球穴の中

トボール﹂をすることにしました︒グラウン

あいにくの雨で︑室内で競技出来る ﹁スカッ

グラウンドゴルフを予定しておりましたが︑

令和元年10月8日︑釜石市球技場において

1泊旅行

楽しさで︑大変な盛り上がりの新年会となり

◎1泊旅行の実施

平成31年1月24日

後︑亡くなられた方に黙祷を捧げ︑議長を選

定期総会

後表彰式となり︑食事をして散会しました︒

令和1年5月22日

ました︒来年もまた︑ゆったりとお湯っこに

て︑NTT東日本岩手沿岸南営業支店長只野

1、■・こ9ご

出して議事に入りました︒各議案を審議した

14

潮純絹舶戊轍鎗

各地区電友会だより（岩手）
◆遠野地区電友会
◎暑気払いと新会員歓迎会

すが口も動かすという本当に賑やかな大会で

清志

ミに皆満足顔でした︒生ビールがどんどん売

用品︒会貞の皆さんにも少しありました︒

おめでとうございます︒賞品は毎日使う日

菊池

した︒大会成績は次のとおりです︒

そして新会員とし

2位

れました︒おいしく飲める幸せ︑楽しく語れ

しみにしているのにパッとしない天候が続き

て出席してくれた小

稔

1位

少し不安に思っていました︒7月24日に決め

笠原稔さんに歓迎の

小笠原

る嬉しさ︑元気でこうして集まれる事にお互

とび賞 掘切 三雄︵5位︶

ていました︒・・・が︑なんと私達の暑気払
気持ちでお花をさし

BB賞 及川 裕充

いに感謝の気持ちで

いを祝福するがの如くその日は本当にふさわ

あげ︑これから仲間

いっぱいでした︒

しい日となりました︒皆笑顔で集まってきま

として和気あいあいと時間のゆるす限り楽し

毎年行っている行事の暑気払い︑皆さん楽

した︒﹁私達の行いがいいからだね﹂と言う

生きの秘訣と次の計画をそれぞれ考え継続し

健康で明るく楽しく過ごすことが1番の長

と言ったり・・・

いう声も聞こえましたが﹁そうはいきません﹂

が尽きず交流を深め︑何回もあればいいねと

お昼は女の人達の手料理です︒皆さん話題

ちょっとひとやすみ

い一時を過ごしました︒

また︑明日から健康に気をつけながら次の
イベントでお会いしましょうと終了しました︒

◎サークル活動
・遊友クラブ
7月31日待ちに待った遊友クラブの総会と

マージャン大会を開催しました︒

平成30年度の収支

決算報告や今後の計
画等皆承認いたしま
し
た
︒

若い時からマージ
ャン好きの人達もい

れば急に好きになっ
た人もいて手も動か

次の食事が楽しみです

みなさんから大歓迎をうけている
小笠原稔さん
思い思い語り合いました

声が多く聞こえてきました︒20名の参加で生
ビールをおいしく飲みながら手づくりのツマ

おいしい生ビールで
笑顔の暑気払い
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ていきたいと思います︒

◆水沢地区電電友の会
◎県南地区ブロック交流・講演会の開催

重ね次年度は北上で会うことを誓いました︒

ました︒猛暑が続く中での生ビールで祝杯を

前沢牛のステーキが提供されその味を堪能し

支配人 ︵霹友会会員︶ の好意により︑感動の

た︒大船渡︑釜石︑遠野︑宮古地区から60名

ホールの映画館・シネマリーンで開催しまし

ンとして︑宮古市小山田の岩手生協DORA

講演会は︑映画﹃廻り神楽﹄ の鑑賞会をメイ

が参加︒受付ではパッチワークサークルメン

バー手作りの ﹁ブローチ・カード入れ﹂ のプ

映画は︑陸中海岸の人々の魂の拠り所とし

レゼントがあり喜ばれました︒

・水沢・いちのせき︶ の仲間71名が交流と親

て︑延宝年間︵1700年代︶ より延々と続

9月6日︑岩手県南ブロック ︵花巻・北上

睦を兼ねた集会を︑奥州市牛の博物館とセレ

の運営の傍ら︑交通

映画生協﹂は︑当館

ちなみに ﹁みやこ

れた様子でした︒

新鮮な思いで感動さ

参加者は懐かしくも

ターを使った解説に

岸各地の映画館の所在︑歴史などプロジエク

頂期には映画館が7館もあったこと︒また沿

黒森神楽衆の活躍や動向︑そして宮古の絶

演会を行っていただきました︒

務理事・櫛桁一別様に映画の近況等のプチ講

映画上映の終了後は︑みやこ映画生協の常

タリー映画賞受賞作品︶

制作／第73回毎日映画コンクールドキュメン

タリー映画﹃廻り神楽﹄ です︒︵2017年

けられてきた黒森神社・神楽衆のドキュメン

された遺物から平泉文化の生産と流通の拠点

が大きく蛇行し︑川港の役割を果たし︑発掘

3・7キロメートル上流にあります︒北上川

町の柳の御所遺跡から北上川を遡ること約

白鳥舘遺跡を含む地にあります︒遺跡は平泉

﹁牛専門﹂ の博物館で︑奥州藤原氏と関連の

た︒会場の奥州市牛の博物館は世界で唯一の

員会の学芸員及川真紀さんの講演を受けまし

す﹁白鳥館﹂ に焦点を当てて︑奥州市教育委

講演会は平泉世界遺産登録の追加登録を目指

モニーホールサンフレックスで開催しました︒

◆宮古地区電友会
◎沿岸4地区文化講演会を開催
令和︑初となった岩手沿岸ブロックの文化

上映後のプチ講演会
（解説者／欄桁様）

であったことが推測されています︒その後博

物館で︑牛の進化・生物学的展示や地元生産

の前沢牛の生い立ちなど知ることができまし
た︒講演会終了後会場をサンフレックスに移
し︑賑やかに懇親と交流会を行いました︒水

沢地区電友会の千田会長の歓迎の挨拶の後︑
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ブロック講演会集合写真

各地区電友会だより（岩手）

の便の悪い山間部などに出向いて移動上映会
次回は釜石開催︒来年の再会が楽しみとな
ります︒

ドホテル﹂ に到着しました︒

夕食かつ宴会では︑カラオケに踊りなどで

本年度の1泊旅行は︑﹁ぐるり男鹿半島・

雨の予報です︒今回の旅の目玉﹁雲昌寺のア

を開いていました︒東日本大震災後は三陸沿

巡回上映を行い︑これが評価され2016年

海の幸グルメの旅﹂と銘打ち6月27日〜28日

ジサイ﹂もパスすることになるか不安でした︒

盛り上がり楽しい一夜を過ごしました︒

の第70回毎日映画コンクールで︑当時当館の

に行いました︒ここ2年間は参加者不足で中

◎1泊旅行・男鹿半島へ

支配人だった櫛桁氏に特別賞が授与されまし

止でした︒今回も15名の少数でしたが実施す

岸の避難所や仮設住宅などで380回以上の

た︒︵シネマリーンは2016年9月常設館
ることにしました︒

昼食をはさみ︑その後は各地区より活動報

はありませんか︒最

青空が覗いているで

とでしょう︒翌朝は

しかし何というこ

翌日は令和初となった台風3号の影響で大

としては営業終了︶

告がされ︑各地区の活躍ぶりを伺うことがで

初に入道崎︑次にお

サイは満開で最高で

す︒でも天気が良すぎて買ったパパへラアイ

スはすぐに溶けて慌てました︒次に寒風山か

ら男鹿半島360度の眺望を満喫︒

昼食は秋田市内の ﹁秋田まるごと市場﹂ へ︒

御飯物は遠慮気分のところに稲庭うどんの

セットが出され皆さんに喜んで貰いました︒

午後は格調高く秋田県立美術館を見学︒そ

して帰路につきましたが︑帰りのバスではカ

ラオケ大会になり楽しいうちに宮古に無事到

今回の旅は︑奇跡の天気回復が語り草にな

着し解散しました︒

のフライ定食を食し︑なまはげ立像︑男鹿水

寺の近くでの降車が許されずに︑バス駐車場

るでしょう︒残念な事は︑雲昌寺へ行くのに

が何とか宿泊先の男鹿温泉﹁セイコーグラン

族館GAOなど巡り︒夕方は雨になりました

ポートタワー・セリオンで昼食︒珍しいフグ

初日の天気は今ひとつ︒﹁道の駅・秋田港﹂

きました︒最後は ﹃替え歌コーナー﹄ で ﹁星

ホテル前で記念写真

目当ての雲昌寺アジ
（セイコーグランドホテル）

影のワルツ﹂と ﹁北国の春﹂を全員で合唱し
閉会しました︒

「替え歌コーナー」で
熱唱する参加者

雲昌寺アジサイの見学風景
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です︒お寺の階段ではギブアップ状態の方も︒

から約1k mを歩かなければならなかった事

子やミカンを食べながら1時間ほどで現地到

ました︒バスの中では会員が持ち寄ったお菓

と会員のお孫さん1人で総勢18名の旅となり

の海鮮料理を堪能︑適度に水分補給を行い︑

りませんでしたが︑大自然のなかの100％

事務局の日程設定が早すぎ紅葉鑑賞とはな

を適宜散策し︑帰路は

なった海岸・保安林等

した︒その後︑新しく

先ずは休暇村の大浴場で汗を流し︑目あて

橋﹂を見学しながら会場に向かいました︒

乗降場所の改善を要望したい事もありまし

会員との親睦を図りま

天然温泉で日頃の疲れを癒し︑入浴後は昼食

休憩がてら﹁魚の駅﹂

さあ、三陸海の幸を味わおう！

着しました︒

を食べながら懇親を深め楽しい時間を過ごし

を過ごしました︒

確保する等楽しい一日

に寄り夜の部の食材も

お天気が良くて最高

てきました︒

帰りの車中では︑早くも次回はどこ行こう

かとの話も出て次回の再会を楽しみに散会し
ました︒

◆いちのせき電友会
◎日帰りレク﹁三陸海の幸を味わう﹂

元年は東北電友会の一員として毎年復興支

援活動を行っている気
仙沼大島の ﹁休暇村﹂
を会場に日帰りレクを
開催しました︒
6月12日︑会員27名

が休暇村の送迎バスで︑

海の子ホヤぽ−やと・・・

たが︑同時に1泊旅行を来年以降も継続する

ために健康第一︑体力維持を皆さんに図って
頂く事が肝心のようです︒

◆北上電友会
◎日帰りレクリエーション実施

初秋の10月4日に毎年恒例の退職者の会と
合同の日帰りレクリエーションを開催しまし

た︒元年は ﹁夏油温泉の紅葉鑑賞と日帰り温

泉入浴の旅﹂と銘打って︑夏油温泉・元湯夏

平成31年4月7日に開

通した ﹁気仙沼大島大
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油に行ってきました︒

当日は生憎の雨模様でしたが︑17名の会員

北上のきれいどころと、昔のイケメンたち…

