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岩手
◆岩手支部

m

◎第1回理事会︵総会︶開催
5月31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総務部長の菊池株と総務担当課長の
知久様のご参加を頂き︑菊池総務部長様より

今後のNTTの動向等についてお話を頂きま
した︒その後議事に入り︑前年度の活動状況︑
決算報告︑30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
役員体制を次の通り変更しました︒

政治さん閏歳でした︒2位米澤彪さん79歳︑
3位戸川功さん71歳の結果となりました︒皆
様若さハツラツで奮闘しておりました﹁

◆盛岡電友会
◎第1回NTT・OB大学
7月3日︑日本で唯一800年間同二漆と

して継続し︑1500名以上の藩士を網羅し
明治維新から150年

も継続している稀有な

組織である﹁旧盛岡藩
士桑田﹂ の前理事長︑
下山寛氏を講師に迎え

﹁南部藩の内紛と九一日

いただきました︒

甲斐の国 ︵山梨︶ から加代当主の南部信直

公が湿地帯であった盛岡の地に36年かけて町

づくりをし︑定着した経緯を話された︒その

間︑南部 族の有力者であった県北の九戸城

の城主﹁九戸政美﹂の反乱を豊臣秀吉の大下

統一の一環とする6万人の援軍を得て征伐す

るなど︑長い歴史の中では数々の苦難の歴史

があったとのこと︒

これだけ長い間領主を継続出来た原岡の一

つに︑源頼朝や天皇家とも親戚関係にあった

ことも初めて知りました︒

長い歴史の一部のみの講演でしたので︑参

11

・副支部長 都鳥 良美 ︵花巻会長︶

一

︼一

◎第21回NTTOBグランドゴルフ岩手県大

会開催
9月6日︑岩手産業

文化センターアピオG
G場において︑67名の

甥師の下山寛氏

政美﹂の題名で講演を

叫・−「∴＿一二三ニ

，鳥

参加を頂き岩手県人会
を開催致しました︒優

勝は一関地区の小野寺

ナイスショット

管晶をゲットl
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加者から是非﹁続編を﹂との希望が⁝

◎第32回NTT・OB作品展の開催
毎年秋の恒例行事であるNTT・OB等に
よる作品展を盛岡駅西口マリオスビル20階展
望室展示場にて9月25日から28日までの4日

間開催しました︒
32回日となる今回は

42名の方から書道︑絵

画︑写舌バ︑彫刻・陶芸・

手芸など︑日頃丹精込
めて制作した力作94作

品が寄せられました︒
又今回は西和賀町で写︼引V㌔

兵家として活躍してお
りますNTTOB高橋

定雄︵アートネーム高仙

沢翔︶ さんが出展して几
下さり花を添えて頂き

華の責もあり︑盛大な展示会となりました︒
次回第Ⅵ⁚回の開催は︑2019年10月15日

18日を予定しております︒又新しく出展さ

れる方も大歓迎です︒

◎電電記念日を祝う会の開催
平成30年10月23日エ

出展手の皆さん

委員長としてご挨拶をされ︑その挨拶の中で

﹁今年は社長表彰を頂きその証として最優秀

賞の旗を会場へ持ち込みましたので︑OB・

OGの皆様︑手に触れて後輩の頑張りを讃え

−

てほしい﹂との挨拶をされました︒
︼

1

◎サークル活動

仙ゴルフサークル

30年度は3月17日の総会からスタートする

り電電記念日を祝う会

月の第8回例会までと5月の北二▲県大会を青

年間活動回数は︑4月の第1回例会から日

ことになりました

を114名の参加を頂

を合わせた仲間と懇親会を行い︑今年の抱負

森で開催すること等を決め︑釣半年振りに顔
T岩手支店長様も実行

き開催しました﹁■ NT

いて︑実行委員会によ

スポワールいわてにお
電電記念日を祝う会の横様

ました︒

来場者はNTT・O
Bと現役の方はもとよ

り近郊市町村の方々旅
行者等4日間で約80

0名︒来場して頂いた

NTT岩手支店長始
め幹部の方々からの賞

諏

来場者は800名
作品の1コマ

各地区電友会だより（岩手）

や目標等を語らいました︒

また︑体調不良者が多く︑休会者が散見き

手の斉藤英俊さんが見事に3連覇を果たしま
し
た
︒

優勝 町端一男

準優勝 久郷 俊明

・第2回定例会 ︵9月1日︶

戸津

信男

優勝

準優勝

今までの成績は次のとおりです

なお︑29年度の年間入賞者は次の通りでし

博至

4月 優勝 高橋 光郎︵盛岡電友会︶

吉田

メンバーは︑盛岡︑宮古︑大船渡︑平泉︑

5月 優勝 村上 光男︵盛岡電友会︶

れました︒

一関︑水沢︑北上︑花巻︑鹿角︵秋田︶ の各

準優勝

近藤

茂雄

6月 優勝 岡澤 正和 ︵盛岡電友会︶

麻雀は︑認知症の予防効果が期待されてお

小野寺博昭

地からのゴルフ好きが集まり︑毎月第2金曜

7月 優勝 大坂 英機︵大船渡電友会︶

り︑新規会員の入会を心よりお待ちしており

優勝

日に岩手の中央に位置する盛岡南ccで開催

8月 優勝 黒川 健児︵盛岡電友会︶

ます︒

︒
た

することとしまじた︒

9月 優勝 佐々木 冶 ︵盛岡電友会︶

この会も20年を経過し︑今年度も4月13日

により平成30年度総会の後︑第1回定期大会

4月21日NTT・OBサロンで9名の参加

坤高松囲碁クラブ

金曜日に第1回総会兼鑑賞会をOBサロンで

を開催しました︒優勝は細野直彦さん︑準優

脚音楽を語り合う会

実施しました︒しかし会員の高齢化と恒例の
仙台フィルのニューイヤーコンサートが中止
になることから20年を区切りに10月をもちま

して廃会する事といたしました︒最後は沢山

の素敵な音楽を楽しみながらお茶会で思い出
を語り終了といたします︒皆様長い間有難う
ございました︒

閻瞞雀同好会
30年度総会は︑5月26日第1回定例会終了

後︑市内の居酒屋で開催し︑事務局から﹁定
例会は例年通り年4回︑年間入賞者と皆勤者
を表彰する﹂等の提案があり︑承認されました︒

今年度の定例会結果は︑次の通りです︒
・第1回定例会︵5月26日︶

定期大会様様

4月13日は︑第1回例会を行い半年ぶりの

ゴルフを楽しみました︒

で7月6日に行われ岩手から18名が参加し岩

また北三県大会は青森の夏泊リンクスGC

第1回例会蓼加舌の
皆さん
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ました︒これまでの実施状況は以下の通り︒

カレイ ︵万福丸︶ 6名

進めています︒

4月29日

カレイ ︵翔光丸︶ 7名

勝は小松蔵人さんでした︒

5月15日

カレイ ︵翔光丸︶ 7名

恒例の平成30年度来北四県親善囲碁大会は

③その他のイベント

6月22日

カレイ ︵翔光九︶ 7名

7月21日は第2回定期大会を開催し︑優勝

7月17日

ヒラメ ︵万福丸︶ 5名

デンでの納涼会で懇親を深めています︒

4月盛岡城址公園での花見︑7月ビアガー

6月3日つなぎ温泉清温荘で開催され︑岩手

9月14日

は田屋賓さん︑準優勝は黒川健児さんでした︒

は2位の成績でした︒

また︑恒例の釣り旅行は︑10月8〜9日の

日程で碁石海岸の民宿﹁海楽荘﹂に1泊して

来年度は︑悲願の優勝を目指して棋力向上
に精進してまいります︒

美味しい海の幸を堪能しながら︑のんびりと

の活動がスタートしました︒例年通り︑月4

なぎ温泉﹁愛真館﹂で1泊での忘年会を計画

また︑12月には1年の締め括りとして︑つ

釣りを楽しみました︒

回のパソコン教室を主としての活動となりま

しております︒

デジタル写真の編集︑ワードとエクセルの

主な学習内容は

①パソコン教室を毎月4回開催

集のしかた等の勉強会を始めています︒

すので︑インターネットでの災害時の情報収

した︒また︑最近は各地で⁝久害が起きていま

平成30年度総会を4月6日に開催し本年度

㈲インターネットを柴しむ会

㈲不来方釣りクラブ

かた︑パソコンでのメール振り分け方法︑及

ネットのいろいろな検索方法︑情報収集のし

報告︑決算・監査報告の後︑30年度の実行計

10名が出席して総会を開催し︑29年度の事業

4月28日︑盛岡市大通り﹁若竹﹂ において

便利な機能及び基本的な操作方法︑インター

びスマートホンでプロバイダーメールを見る

画・予算案が満場一致で承認されました︒

ましたむ昼食を済ませて︑無事総会も終了し

に計画し︑気持ちは早くも海に向かっており

6月から日月まで船釣りと岸壁釣りを交互

方法︑自由研究︑PC相談会等︒

②NTT岩手OBネット︑盛岡電友会のホー
ムページのデータを毎月更新しています︒
また︑各サークルのページリニューアルも
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平成30年度の活動期間は︑平成29年相月か
日は真夏日の暑い日でしたが︑ホールインワ

ドゴルフコースでプレーを行いました︒この

平成30年7月25日︑御所湖広域公園グラン

ら平成30年9月末までとし︑原則毎週水曜日

ンが多く出るなど︑暑さをふっ飛ばす元気な

刷盛岡グランドゴルフ同好会

を定例会日としております︒日月から3月末

プレーでした︒

7月

6月

5月

4月

4回

4回

4回

5回

2回

参加人数 延32名

参加人数 延43名

参加人数 延53名

参加人数 延49名

参加人数 延62名

参加人数 延30名

川又

繁光

8名参加︵平成30年9月6日︶

亙NTT・OBグランドゴルフ岩手県大会に

納涼プレー優勝

で盛大な納涼会を行いました︒

プレー後は︑場所を変えて︑カラオケなど

までは冬季中断し︑平成30年4月18日再ス
タートしました︒

本同好会活動は︑会員の健康維持と親睦を
目的としていますが︑高齢化に伴い参加延人

平成30年度の活動状況は︑左記のとおりで

数が少なくなっています︒

︒
す
盛岡市部南中央公園野球場

①会員数 男14名 女6名 計20名

②例会場所

③例会実施状況

8月
3回

参加人数 延50名

9月

参加人数延319名

10月 4回

計26回

④平成30年度の成績
キミ

女

吉田

長谷川信行

通子

男

優

斎藤

勝

準優勝 男 佐々木博美 女

⑤納涼プレーと納涼会の実施

きょうもホールインワン
めざして…

◆花巻電友会

◎イーハトープの里ツーデーマーチに参加し

全員完歩

第21回いわてイーハトーブの里ツーデー

マーチは8月18日︑19日の2日間開催され︑

花巻退職者の会会員と花巻電友会会員は18日

のウオークに参加しました︒︵当日の参加者

数は総勢750名余り︑北海道から九州まで

の県外からは282名︶

今回は︑40km ︵花巻市内の東和・大迫・

石鳥谷ぐるっとコース︶︑20km ︵宮沢賢治

各地区電友会だより（岩手）

岸など花巻の水辺と斯波一口鹿追ロードを歩こ

文学散歩の道コース︶︑10km︵ィギリス海

方に座り︑良く喋り・食べて飲んだから ︵ど

きました■ノとりわけ女性の皆さんはバスの前

路につきました︒

仙台場外市場﹁杜の市﹂でお買い物をし︑帰

今回の旅も﹁喋る﹂﹁見る﹂﹁食べる﹂﹁買う﹂

の醍醐味を満たしてリフレッシュ出来ました︒

こも一緒でしょうか︶ でしょうか︒

国宝大崎八幡宮はガイドから﹁ご由緒﹂ の

例年通り退職者の会・電友会会員相互の親

︵イギリス海岸を歩こう

説明を聞き参拝しました︒可愛い七五三参り

睦交流になりました︒花巻は女性の参加が多

うコース︶︑5km

の家族連れにもめぐりあい︑自分の子供やお

いことで︑特ににぎやかで華やかなレクレー

コース︶ の4コースの中から︑10kmに7名︑

5kmコースでは小学生の親子連れが多く

孫さんとのお宮参りを思い出し笑顔があふれ

ションとなりました︒

5kmに9名が参加しました︒

汗もかかずスタスタと歩く姿に︑我々70代人
ました︒

◎ひな祭り茶話会

◆釜石地区電友会

間はまだまだ負けてなるものかの気持ちでよ
うやく？完歩することができました︒来年は
もうこりごりの会員やランク上の10kmに挑

戦するかなとか︑久しぶりに顔を会わせ近況
を語り合っている間にゴールしてしまった︒

等の声が聞こえてきました︒
ゴール地点に戻るとトン汁とジュースが

待っておりおいしい昼食に舌鼓を打ちました︒
当日の気温は朝方10・5度︑日中は25・5

また︑国指定重要文化財仙台東照宮は︑
うっそうたる木立の中︑徳川家康公を祀り杜

みんな笑顔でl
ごちそうをいただきましょう

度と歩くにはやや暑い感じでしたが︑3日前

までは真夏日が8日連続でしたのでそれを考
えると恵まれたウォーク日和でした︒

◎仙台日帰りレク

今回は︑歴史探訪﹁国宝 大崎八幡宮﹂・﹁国
指定重要文化財 仙台東照宮﹂ への旅でした︒
参加者は24名︵男性12名・女性12名︶ で10

レットの家康公の御遺訓は現代こそ心してお

の都を見守り続けて350年余年︒パンフ

バスガイドさんから︑今日のお客さまはと

くべきと思いましたU その後青葉城址で昼食︑

月10日実施しました︒

てもお元気で活気のあるとお褒めの言葉を頂
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「喋る」「見る」「食べる」「買う」を
満喫した日帰りレク
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お菓子・お抹茶・お寿司篭を揃えて皆さんの

開催されました︒1週間前には飾り付けをし

平成30年3月2日恒例のひな祭り茶話会が

てが満場一致で可決されました︒今回は新旧

をいただいた後︑議案審議に入り︑議案すべ

会岩手支部長浮田俊夫棟のお2人からご挨拶

なりました︒

ント︒これからの活動も共にと笑顔の散会と

新会員の方々には心ばかりの花の鉢をプレゼ

に感謝をこめて花束の ↑

毎年行っている暑気払いと新会員の歓迎会
をいっしょにということで︑7月25日間催い

たしました︒労金の支店長もご出席していた
だき21名の参加でOBルームで時間のゆるす

限り懇親を深めました︒それぞれ何十年も顔

をあわせることもなかった人でも︑同じ部屋
に入ってみれば昨日までいっしょに仕事をし

ていたかの如く話に花が咲き本当に有意義な

歓迎会でした︒
手づくりのつまみに生ビール︒30年は特に

暑かったので皆今日も楽しく明日も元気にと

するようにしました︒昔話をしたり踊りを

装を考えたり鳴りものを持ったりと賑やかに

に練習しみなさんを楽しくさせるにはと⁝衣

9日︑17日と2回だったので私達はそれなり

されたので心よく受ける事にしました︒7月

TT・OBの皆さんで何か出しものをと依頼

やおたのしみタイム等︒民生委員の方からN

らし交流会﹂を開催しております︒健康管理

遠野では他団体と連携のもとに﹁ひとりぐ

◎遠野町﹁ひとりぐらし交流会﹂参加

役員の交替があり︑前

定期総会模様

参加をお待ちしました︒

みぞれが降り寒い日でしたが︑1年掘りにお

贈呈が行われました︒

．・1−▲・．・・▼一一一一一一一一一一一一一・一，￣￣▼■

会長並びに理事の方々

会いするおひなさまを前に︑おしゃべりに花
総会終了後︑懇親会に

一一で†

当日は︑あいにくの悪天候で風が強く︑時々

が咲き︑とても楽しい1日でした︒
入り楽しいひと時を過

r

恥ulぽこ暮

◎新会員の歓迎会と暑気払い

◆遠野地区電友会

ごしました︒

◎定期総会開催
平成30年6月15日第28回定期総会がホテル

サンルート釜石において開催されました︒

来賓として出席していただいたNTT東日

本岩手沿岸南営業支店長の只野義別様︑電友

旧役員の皆さんへ
感謝をこめて
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各地区電友会だより（岩手）

新遠野小唄を踊ったらみんな笑顔になり大き

・削り節・青なんばん

ピーマン・赴・醤油

ンみそをつくろうと決めました︒

な輪になりました︒﹁ああ今日も良かった
等々じっくり時間をか

踊ったり最後には会場の皆さんといっしょに

なあ﹂と満足感を胸に︑いつまでもお元気で

けて煮つめるのです︒

作り方も暗記し︑プロになりました︒

出来上がったみそで

とても人気の料理で4回も作りました︒皆

万能味噌の出来上がり︒

ご飯がすすむ︒野菜にも︑お酒のつまみにも

香りの良いおみそみたい︒おかずがなくても

そは使っていないのに

すごくおいしそう︒み

出来上がりの鍋の中は

とすてきな時間を過ごしたひとときでした︒

◎サークル活動
・遊友クラブ
サークル活動の1つとして遊友クラブが発

足しました︒少人数でもできる活動﹁遊友ク
ラブ﹂と名をつけました︒

マージャンをしたり︑踊りの練習をしたり︑

料理の数々︑今回はピーマンの最盛期にピーマ

次は何にしようかなと︑元気と笑顔で体内

入

年令は5才も若くなったような気分でした︒

◆いちのせき電友会

◎文化講演会開催

9月19日︑岩手県南

ブロック文化講演会が

一関市博物館に於いて

開催され︑72名の会員

が参加しました︒

本年度は岩手県南をパ

流れやがて宮城県石巻ノ

市から太平洋にそそぐ■︑

﹁北上川・陸と海を結加

ぶ道 北上川舟運の変

遷﹂と言う4地区に共

通するテーマで︑一関

市博物館の協力を頂き︑

石巻市の速見清二氏を

講師に︑明治23年に私

鉄日本鉄道︵株︶奥州

線が盛岡まで開通する

まで︑伊達・南部両津

の江戸時代からの北上
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大きな鍋でつくったピーマンみそ
おいしくいただくi食（OBルーム）

講師の遵見清二氏

交流会では踊りも…

大きな輪になって踊った
新逮野小唄

各地区電友会だより（岩手）
川舟運に果たした大きな役割について︑楽し′＼

聴講致しました︒

講演会終了後は会場を﹁いつくし固﹂に移し

花巻・北上・水沢・いちのせき電友会の懇親

交流会を行いました︒

1年ぶりの再会に皆さん大いに盛り上がっ

ておりました︒

72名の会員が参加した
文化講漬会

会友コーナー作品募集
会報編集委員会では会員の皆様からの原稿を募集しております。

○短歌・俳句・川柳など

〈お一人3首（旬）以内〉

○随想・旅行の思い出など〈1，200字以内／年1回掲載※〉
※ただし、投稿数が多い場合は次号に持越しとさせていただく場合があります。
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