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︼石王■
◆盛岡電友会
◎第2回NTT・OB大学
第2回講演会は︑元年12月5日エスポワf

ル岩手において87名の参加者で開催されま㌧

た︒講師は︑元盛岡藩士の桑田理事長︑下山
寛さんで ﹁南部藩の
歴史シリーズ﹂ の続

編として ﹁江戸時代

⁝よう遷魂作りをしたとのことで︑現在の市

手∴敦が攻めて来ても方向が分かりにくくな

∴住まわせました︒町割りは ﹁五﹂ の字を基

誓︑∵−内丸萱曲輪に区分し︑町人も曲輪の内

て▲．ます︻ 盛岡城は︑敵からの攻撃に備え①

∴嘉岡城と町割りが出来上がったと伝えられ

㌧︑〜トを変更するなど難難辛苦を経て︑現在

◎サークル活動

大好評のうちに終了しました︒

者から続編を考えてはしいとの要望があり︑

話で時間がたつのも忘れるほどでした︒参加

旧町名の役割など盛岡市民にとって興味深い

た︒市内の橋の整備や欄干の擬宝珠の由来︑

内の ﹁五﹂となる道路を写真で紹介されまし

伽ゴルフサークル

N T TOBゴルフ

日月

KH

優勝

優勝

大阪英機

菅原正悦

参加者30名

参加者30名

での報告と致します︒

報告でしたので︑今回は令和元年の最終回ま

前回の86号への投稿では︑9月例会までの

集合写真

における盛岡の町割
り﹂をテーマに講演
されました︒

盛岡の町割りは︑
南部家第27代藩主南
部利直が1598年

に政治の中心を三戸
から盛岡に移し ﹁盛
岡城﹂を築城したの
が始まりと言われ︑

その後第謂代藩主重
直までの約75年間度

々氾濫する北上川の

今日は有意義だった…

講演会後の懇親会
南部藩の歴史で盛り上がりました
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正雄

津田

俊夫

2位

田屋

賓

1月優勝

及川

健棒

恒例の北4県親善囲碁大会は︑6月2日つ

準優勝

毎号のようにこの紙面をお借りして会員の

なぎ温泉清温荘︑岩手チームは宮古で開催さ

町端一男

り︑例会は7回でした︒さらに北3県大会が

・八会をお願いしております︒年4回の例会で

令和元年度は4月の大雪による中止等もあ

5月に秋田の名門︑椿台ccで行われ岩手十

会の概要は︑パソコンのアプリケーション

伽インターネットを楽しむ会

れ岩手チームは︑準優勝の成績でした︒

す■
′∵㍗ ご入会をお待ちしています︒

ぜひご入会いただいて一緒に楽しみませ

ら14名が参加し︑黒川健児さんが見事優陣㌧
ました︒岩手は9連覇を果しました︑

また︑‖月例会終了後は恒例のクラブ納め
を花巻台温泉にて行い︑1年間の成果？反省と
来年度の目標等を酒を飲みながら語らいまtJ三

脚麻雀同好会
令和2年度の活動は︑新型コロナウィルス

感染の関係で活動を自粛している状況です

新しい生活様式の周知がされていますが︑
この内容では麻雀同好会が活動を再開できる
時期はかなり遅くなるものと思われます︹﹀

既に元年度最終の3月例会は自粛中止をし
ています︒

いずれ政府や岩手県︑電友会等の動きを見

ながらできるだけ早い時期に総会を開催し︑
坤高松囲碁クラブ

ソフトの使い方︑インターネットを利用した

令和2年度の正式なスタートを切りたいもの

奇利り妄二三号会及び第1回定期大会は︑4

正雄

7月優勝

4日優持

永沢

口什

荒木聞利明

2位

2位

吉田千代吉

小松

各月1回のスマートホーン教室をドコモ東北

友会ホームページの更新︑また9月と相月の

活動は月3〜4回のパソコン教室開催︑電

使用方法等の勉強会をしています︹一

コミュニケーションの取り方︑便利な機能の

及川

岩手支店様から講師を派遣して頂いて閉催す
細野

直彦

元年度圭′ご炭積は︑次のとおりでした︒

月却日間危子宝てしたが︑新型コロナウイル

準優勝

準優勝 佐々木光彦

元年度例会の結果は次のようになりました︒

信男

2位

永沢

口71

10月優勝

蔵人

感染子持﹁二千コ▲止となりました︒

戸津

12月例会の上位者は︑

優勝

9月例会の上位者は︑

優勝 石田やえこ

と思っています︒

新春囲碁大会

6月例会の上位者は︑

應筐同好会
例会結果発表（？）

」1LJ
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ることが出来ました︒
なお︑3月は新型コロナウイルス流行の影

響でパソコン教室は開催出来ませんでした一

令和元年度の活動
・パソコン教室39回の開催

トを楽しむ会﹂ にパソコン教室の詳細な日程

泊での忘年会を開催し︑ゲーム等で盛り上が

ぎ温泉﹁愛真館﹂ においてほ名が参加し︑1

i nd o w slOの新たな機能︑パソコンの

∴おいて目名が出席して︑令和元年度総会を

平成31年4月13日︑盛岡市内の ﹁すず禅﹂

㈲盛岡グランドゴルフ同好会

り︑楽しいひと時を過ごしました■U

が載っています︑ぜひ様子を見に来てくださ

5不来方釣りクラブ

不東方釣りクラブは会員17名︵内女性3名︶

環境整備︑デジカメ写真編集︑Word及び

軍華ノ︑30軍度の事業報告︑決算・監査報告

で︑船釣りを主として活動しております︒

EX21の活用︑年賀状作成︑データの按分

︹宅︑分利元年度の実行計画・予算案が満場

へ主な内容︶グーグルマップの使い方︑W

と整理のしかた等

三八て．緊認されました︒

計画し︑昼食を済ませて︑無事総会も終了し

元年1b目から日月まで船釣りと岸壁釣りを

・会員のパソコン設定︑不具合調査Orソフ

﹁インターネッ

令和2年度の活動期間は︑元年10月か

カレイ ︵万福丸︶ 6名

年3月末まで冬季中断し︑2年4月15日再ス

を定例会日としております︒元年日月から2

これまでの実施状況は以下の通りで

5月6日

カレイ ︵翔光丸︶ 7名

タートしました︒しかし︑新型コロナウイル

ら2年9月末までとし︑原則毎週水曜日

6月23日

カレイ ︵翔光丸︶ 7名

ス感染防止のため︑4月中旬から5月中旬ま

ました

︒
す

7月28日

ヒラメ ︵翔光丸︶ 6名

本同好会活動は︑会員の健靡維持と親睦を

9月3口∪

日程で碁石海岸の民宿﹁海楽荘﹂ に1泊して

日的とし︑﹁明るく︑楽しく︑元気よく﹂をモッ

1︑会員数 男13名 女5名 計18名

令和2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

トーに進めています︒

で活動を中断しました︒

大漁です

また︑恒例の釣り旅行は︑7月15〜16日の

いつものことながら

釣りを楽しみました■

帰り道は迫の駅のハ︑ンゴをし︑それぞれに

買い物を楽しみました
12月日日には1年の締め括りとして︑つな

5（

トのインストールをサポート︒

盛岡電友会ホームページの

スマートホーン教室の模様
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2︑例会場所

盛岡市都南中央公園野球場

3︑例会実施状況
10月 5回 参加人数 延61名

4月 1回 参加人数 延10名

5月
3回

4回
9月

6月
5回

4回
合計 ；！二

7日⁚一l宣

4︑今後の定例会実施計画回数

8月

5︑平成31年度のクラブ納めと納会﹁実三

少しではあるけどその収益金等は遠野市の

⁝感謝で終わる風の丘︵道の駅︶作品展示会

ンで活動の経費にしたり︑旅行をしたり︑本

寄付も欠かした事はありません︹一そしてサロ

社会福祉協議会に︑毎年歳末にはお気持ちの

OBサロン活動として毎年欠かした事のな

当に皆さん心をひとつにし退職しても和気あ

◆遠野地区電友会

∴乳C丘の作品展示会︑昨年 ︵2019年10

いあい近況の情報交換をしながら感謝感謝の

うございました▲一お疲れ様でした﹁

今迄の継続に本当に会員の皆さんありがと

風の丘の展示会は終了としました︒

でも皆年を重ねてきて20周年を節目として

杵はすぼらしいと思っておりました︒

日︶ て罰同年をむかえました︒

毎年一NTTさんの展示はいろんな種類︵品
数︶ があってお客さんから喜ばれるので︑ずっ
二﹂語牢よろしく﹂と言われ︑皆さんの協力で

葦空讐還；：冒しき軽j

︵令和元年日月6日︶

TI 三二ト▲穴1∵ 夢を持ってやってきました︒

・一台量■一一

クラブ納め 優勝者 吉田 謹一郎

− 2m．10．16（水）

宍r．∴雲・イ一け15日間︑そしてだんだんに10日

▲ 住1週間と

；側ト▲…、。。嶋．7

ユ一三寅示者が多
÷

夢に向かっご！

土佐に気をつけながら心はひとつ′．叉新しい

その紺をくずきずサロン活動は続けましょう

皆快く終了とし思い出話に花が咲きました︒

反省会 おつかれ様でした

ふ．二㌦ ハ㌻⊥て雄牛は私

ごトそり支二↓つの当

室一こて三 姜二二︑千りまし

た

番で誉圭二三守り接客し

叩7桐作品展

納会は︑平成31年度 ︵令和元年度︶ の弦葦

二十周年日の作品展示会
飾り付けの日は男性も協力しますよ

なが▲三千三仁﹁ものを
販売−二︑きご㌻ノた
展示物の一部
またまたいろんなものかあります

発表と表彰をを行い︑その後懇親会を行い︑
カラオケ等で楽しく過ごしました︒

盛岡クランドゴルフ同好会の
皆さん
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◆水沢地区電電友の会
◎令和元年定期総会の開催
〜継続的会の運営をめざし︑

∴∵一．㌃言︑J予算を承認した︒財政は会員の減

′責景中辛∴王音者により論議し︑事務局提案

圭賓∴︑澤圭電友会岩手支部長の挨拶を受け

；事㍗ L∵き．草き′ごへの協力をお願いした︒

合いました︒

いくなど約1時間︑和気あいあい交流を深め

した︒リレー的に指名方式で近況報告をして

懇親会はコーヒーとケーキでのお茶会としま

慶弔費C削減を提案し承認を得た︒総会終了

渦中にあり︑予定が立ちません︒

すが︑現在︑新型コロナウイルス感染問題の

次回は宴席での懇親会を行いたいところで

元年12月6日水沢サンパレスホテルで開催

後︑恒閏の交涼∵懇親会を開催し有意義な時

・新役員紹介

少∴より収入の減少が想定されることから︑

した︒総会は及川副会長の司会で進めこの1
間を過ごー二㌦

慶弔費削減を確認〜

年間で亡くなった会員に黙祷をささげた︒議

八木善政

新藤浩三

会長

事務局長

長に相澤英雄さんを選出し議事を進めた︒千

晋

佐藤隆贋︑小堀内順子︑三浦キヨ

和見

この台風で会員2名︑鈴木レイ子さんと木

大な被害をもたらしました︒

続き︑昨年10月の台風19号は︑また宮古に甚

3・‖東日本大震災︑4年前の台風10号に

◎また！ ﹁台風19号﹂で被災

監事

理事

◆宮古地区電友会

田会長はこの1年間の活動に対する感謝と財
政検討模様及び台風19号による ﹁OBOG交

芸第26回定期総会開催
令和七年度の定期総会は︑元年10月31日︑

市内乃ホテル近江屋において ﹁NTT労組退
職者つ三二︑二ハム口同で来賓を含め40名の出席

ご自宅がありましたが︑裏山が崩れ︑土石流

村昭子さんが被災されました︒ともに高台に

総会言︑至高挨拶︑来賓祝辞に続き︑前年

で家屋が損壊しました︒いわゆる山津波です︒

にて閏危−二；した一︶

度の経遥烹害︑会計報告等を行いました︒そ

老後を穏やかに生活しているなかの一瞬の

なお︑﹁東北電友会﹂から御見舞を頂戴しま

出来事︒平穏が戻ることを祈るばかりです︒−

して今年聖書活動万針︑予算案︑役員改選な

そ∴後︑新入会員の自己紹介をして閉

どの審議を行い︑原案どおり可決承認されま
した

した㌧退職後も﹃ささえあう﹄組織のあるこ

とにお二方とも心から感謝をしておりました﹁

会㌧ました

総会終√後は︑恒例の懇親会になるところ

事務局からも改めて皆様に御礼申し上げま

す︺本当にありがとうございました︒一

台風四日ケによる被災関連て宮城県し一岩手県︑

福島県には交流会等の自粛規制の指示があり
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流会中止﹂等予期せぬ状況が今後も想定され

有意義な意見を交した
定期総会

会員リレーコーナー

会轟けレ・農弼
鳥塚驚顎一

どうも
しばらくです

に良くない︒﹂ と誘われたのは高

たら ﹁家に籠ってばかりいては体

三昧の日々を過ごしている話をし

徴臭いレコードを洗いながら音楽

や滝巡り︑山菜探りなど︑いろん

1千メートルを超える山︑お花畑

んが他にも楽しみは沢山あると︑

いしている秋田在住の高橋幸雄さ

その後︑家族ぐるみでお付き合

大いに助かりました︒

橋さんが関わっている ﹃男の台所

な自然の楽しみに連れだしてくれ

全ての仕事から解放された頃︑

サロン﹄ でした︒折角のお誘いを

高校1辛っこの年︑陸上競技部

その頃︑先生についてピアノの

ました︒

今回登場された会員からバトン
の先輩が巧言るトー・チにオリン

指導を受け始めました︒今では孫

高積悪釆享えが高校の先輩だと

で子供たちと史跡巡りをしたり里

さらに近くの児童館のお手伝い

お預けになり︑レコードとピアノ

した演奏会は延期︑アウトドアも

予防のためエルパーク仙台で予定

演奏会にも出ています︒

山登りをしたのがきっかけで︑メ

で家寵の日々に戻ってしまいまし

規正ツ橋クラブ会員の古山哲雄き

きることを心待ちにしながら︑私

いつのHにか自然での遊びがで

の装具を揃えることや山の歩き万

にアウトドアの喜びを敦︑見てくれ

んと一緒に仕事をしていた頃に山

を手ほどきしていただいたことカ

︒
た

ンバーと里山登りを始めました︒■

今年は新型コロナウイルス感染

を楽しんでいます︒

連れて山や海などに出かけて自然

けに病みつきになり︑今では孫も

このような経験が少なかっただ

断りましたが︑外の刺激を受ける

を渡された会員の皆さんは次回の

ヒ∵ア預を指でノて伴走したのを思

前の聖火ランナーの思い出︑なつ

知っ予言∵謹呈杜に入って何年か経

ように強く言われました︒

掲載になりますのでよろしくお願

と2人でレッスンを受け︑何度か

編集委員会

い出します

東北電友会会報
※氏名の後の ︵ ︶ は退職年を示す■︒

悟︵平15︶

五ッ橋クラブ

三浦

高橋 幸雄さんへ

からのバトン

千秋クラブ

かしいでしょうねl︒﹂ 盛岡から届

た時でした■ 以来︑今日まで公私

56年

いた年賀状の1通に書かれていま

にわたりお世話になっています﹁

﹁オリンピックイヤー

し
た
﹁

お孫さんの晴希君と一緒に
発表会。素敵です

いいたします︒

がノンピック旗をもって、聖火ランナーの併走した証明書とメダルなど

早池峰山山頂（R1．7岩手県）
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