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冒口城
◆宮城支部

名︶︑石巻電友会︵6名︶ の会員形目名が参

宮城支部としても﹁チームNTT﹂として

ス優捗は付形邦子さん ︵五ッ橋︶︑レディー

また︑今大会も賛助会社各社様から沢山の

今後も積極的に参加していきたいと思ってい

加しました︒

ご協力をいただきました︒お陰様で賞品も充

ます︒ご協力いただいた皆様︑ありがとうご

ス準優勝は佐藤友子さん︵仙南︶となりました︒

実され成績発表では入賞は勿論︑各種飛賞に

ざいまいした︒

◆五ッ橋クラブ

も大きな歓声と拍手が会場に響き渡っていま

皆様に感謝申し上げます︒参加者一同︑次回

した︒ご協力いただいた各社様︑参加会員の

元年9月4日︑恒例の支部大会をシェルコ

の再会を約束しながら会場を後にしました︒

◎グラウンドゴルフ大会開催

ム仙台で開催︒各地区から56名が参加し日頃

◎震災復興支援ボランティア活動への参加

元年9月19日︑NTT五橋第2ビルにおい

◎理事会・幹事会の開催

進室︑NTTファシリィティーズエンジニア

て理事会・幹事会が開催され︑会報の手配り

㈲元年5月日日︑NTT ︵持株︶ CSR推

リング主催の気仙沼・大島での復興支援活動
が実施され︑奥野本部長︑小野寺前本部長始

め宮城支部13名︵五ッ橋6︑石巻3︑気仙沼
4︶︑いちのせき電友会︵5名︶ から計18名

が参加し下草刈を行ってきました︒

真剣に耳を傾ける
幹事の皆様

榔また︑本年度第2回目として10月5日︑

同地区において実施︒佐藤副本部長始め五ッ
橋クラブ︑石巻電友会︑気仙沼クラブ︑いち

のせき電友会から13名が参加し下草刈りを
行ってきました︒

㈱東松島市海岸防災林再生活動への参加
元年6月15日︑NTT東日本宮城事業部主

催で東松島市央本地区︑浜市地区の下草刈活

動へ参加︒奥野本部長始め五ッ橋クラブ ︵5
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の腕を競い合いました︒今回の総合優勝は沼

倉宏佳さん ︵五ッ橋︶︑準優勝及びレディー

親睦を深めたスポーツのあと
いい笑顔です

各地区電友会だより（宮城）
席しました︒奥野会長の挨拶の後︑会報の手

等を担当している地区幹事等43名の役員が出

場者の感嘆を呼び︑楽しませていました︒

花を添え︑日頃の修練と丹精こめた作品が来

◎サークル活動

みたい方も電友会事務局まで連絡ください︒

第28回NTT・OB北

・五橋囲碁クラブ

五ッ橋クラブ山の会は︑平成27年10月の結

4県親善囲碁大会の開催

畑山の会

成以来20人の仲間と毎月1〜2回の山行を重

配りや会の活動に関する意見交換が行われま
した︒事務局からは︑10月5日実施の気仙沼・

大島復興支援ボランティア活動の案内︑日月

となったこと

クラブ後援会﹂ について︑電友会からの入会

願いしていた ﹁NTTグループ東北スポーツ

参加要請等を行いました︒また︑以前からお

盛んで︑今後は近県のサークルとの交流登山

やく50号までこぎつけました︒会貞の意気も

録を書き留めてきましたが︑元年12月でよう

山行の度に ﹁山旅日記﹂として写真入りの記

されました︒

城の当番幹事により開催

繋温泉清温荘において宮

6月2日岩手県盛岡市・

北4県親善囲碁大会は︑

元年で28回日を迎えた

者が164名︵東北・8月末︶

も出来ればと思っています︒是非︑声をかけ

青森・八甲囲碁クラ

ね︑安全登山と健康増進に努めてきました︒

への御礼と今後の更なる協力について話し合

ていただければ嬉しいです︒また︑県内の山

28日開催のいきいきネット講演会等の周知と

いました︒会議終了後は懇親会に入り︑会報

ブ︑岩手・高松囲碁クラ

ブ︑秋田・千秋囲碁クラ

を中心に中高年向きの安全第一の登山を楽し

みなどに花を咲かせました︒

ブ︑宮城・五橋囲碁クラ

手配り時の工夫や会員への声がけの際の楽し

◎サークル活動

ブ各県8名の代表の参

参加者の棋力も7段の

対抗戦を行いました︒

加者︵総勢32名︶ により

㈲画友クラブ
第31回画友クラブ展が︑元年7月26日〜31

日まで青葉区走禅寺通の仙台メディアテーク
にて開催︒会員17人から64点の作品が展示さ

高段者から初段まで︑年

齢も80代から60代と幅広

い年齢層から構成され︑

4回戦の熱い戦いが行わ

れました︒その結果︑優

勝は宮城︵勝ち点18︶︑2

位は岩手︵勝ち点16︶ で

大会風景

棋力は互角の対局か

れました︒いずれも1年間かけて作成してき

た力作ぞろいに集まった人も熱心に鑑賞して
いました︒

㈱邦画同好会

﹁第19回日本画・水墨画作品展﹂ が元年10
月22日〜26日まで︑青葉区一番町仙建ビルに

て開催︒小品盆栽山野草愛好会からの出展も

五ッ橋クラブ山の会
船形山山頂にて（1．8．4）
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し
た
︒

団体戦結果

優勝
青森

宮城
4位

2位
秋田

岩手
んなが取り組むことを誓ったところです︒

可欠であることから︑会員増に向けて会員み

少傾向にある囲碁クラブ会員の新規入会が不

山のお土産を買い求め帰途につきました︒

工場では試飲・山形物産館でも昼食後︑皆沢

2日間とも天気に恵まれ大変楽しい旅行と

3位

なり︑交流を大いに深めることが出来ました︒

となりました︒

言った声も飛び交っており再会を期して散会

試合終了後は︑表彰式を兼ねた懇親会とな

加者22名︵女性7名・男性15名︶ ホテルのマ

10月2日︑風も無く最高の秋晴れの中︑参

◎秋の1泊旅行

◆仙南OB会

バスの中などでは次回の旅行が待ち遠しいと

Jサテ！サテ！サテも南京玉すだれ〜刀

り︑地酒を飲み交わしながら︑囲碁の楽しさ

や効能などあらゆる面で優れていることを再
認識し︑夜が更けるのも忘れて遅くまで交流
を深めました︒しかし︑伝統ある本大会も年々

参加者の高齢化が進み︑参加人員募集に苦慮
する状況は︑各県とも共通の課題でした︒

イクロバスで山形蔵王温泉郷に向かいました︒
途中︑ワールドカップ戦等が行われるス

◎サークル活動

㈱グランドゴルフ愛好会

場所

・夏季大会 ︵ハンデ戦︶

7月3日

グリーンピア岩沼

梅雨の合間となり暑くも無く︑さわやかな

時期

NIT仙南OB会
一泊旅行

キーのジャンプ場を見学後︑蔵王中央ロープ
ウエイの100人乗りのゴンドラに乗り山頂

へ︑山頂から眺める景色は素晴らしいもので
した︒紅葉は薄っすらと色づき始めておりま
したが︑これからが見ごろといったところで
し
た
︒

宿泊ホテルでの宴

会では女性人の南京
玉すだれの芸の披露︑
そして︑カラオケと

愉快に大いに盛り上
がり︑とどまるとこ

ろ知らずに2次会突入となりました︒

翌日はこんにゃく番所で試食・高畑ワイン
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今後も︑本大会が継続するためは︑年々減

囲碁大会での
全員での記念写真
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風もあり良いコンデションの中︑19名の参加

・第66回大会

㈲麻雀愛好会

大会に先立ち石川会長より会員の皆様の参

場所 白石市 薬師の湯﹁ひまわり﹂

時期 7月10日

を得て実施することができた︒

準優勝 庄子 知子

成績は以下のとおりです︒

優勝 八木橋妙子
・秋季大会

優勝

大友

◆大崎クラブ

◎秋の研修旅行

養一

準優勝

鈴木

勇

加に対し感謝の言葉があり︑また﹁大会運営

角田市多目的広場

時期

に会員のみなさまの協力を得て一層の親睦を

宿温泉に︑会員23名︵男性10名︑女性13名︶

場所

秋晴れの中︑今年最後の大会を18名の参加

図っていきましょう﹂と挨拶があり大会に入

の参加で実施しました︒

10月9日

を得て行うことができました︒暫くぶりの天
りました︒

会の反省及び健康談義で楽しい一時を過ごし

大会終了後は恒例により懇親会を開催し大

まれた谷合に川が流れて︑桜の咲く春には鷺

温泉へ直行しました︒鷲宿温泉は両方山に囲

初日は古川ICから高速道路経由で︑鷲宿

10月7日8日︑1泊2日の日程で岩手県鷲

気のせいか皆な気持ち良さそうに︑そして真

剣に︑優勝を目指して元気一杯頑張っており

次回の再会を誓い合いました︒

のさえずりが聞こえる︑そんな温泉地です︒

雨に見舞われましたが︑終始和やかな雰囲気

かれる花巻市の金婚亭で昼食をとりました︒

足でした︒その後︑全国わんこそば大会が開

金賞を受賞した酒等を沢山試飲し︑購入し満

老舗酒造で︑多くの見学者が訪れています︒

回金賞を受賞するオートメイション化された

酒造は平成に入ってから全国酒造品評会で21

その後︑あさ開酒造を見学しました︒あさ開

はあいにくの雨でしたが︑手作り村を見学し

チボール等で大いに盛り上がりました︒翌日

拍手︑喝乗です︒踊り︑ダンス︑昔話のキャッ

りました︒カラオケでは衰えぬ年齢と美声で

参加者最高齢で91才の会員の乾杯で宴会に入

成績は以下のとおりです︒

麻雀大会 真剣です

ました︒

準優勝 永沢 晴男

成績は以下のとおりです︒

優勝 吉田 茂

秋晴れの下、
爽やかな汗を流しました
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で楽しい研修旅行でした︒次回の研修旅行ま
60人︑7月60人︑8月36人︑9月69人

交流大会記録

・10月16日

第4回古川・石巻・気仙沼3地区交流大会

優 勝 小岩欽治郎︵古川︶

加護坊パークゴルフ場 34名︵古川15名︶

加美町ふれあいの森PG 35名︵古川18名︶

準優勝 千葉 政行︵古川︶

・7月23日 第8回泉・古川交流大会

優 勝 菅原 武人 ︵古川︶

日月から3月迄︑冬眠しないでがんばるぞ

強会を行っております︒

令和元年も毎週木曜日に退職者サロンで勉

㈱古川囲碁クラブ

準優勝 除目 祐三 ︵泉︶
・8月21日 第18回弘前・古川交流大会

小田ダム湖畔パークゴルフ場︵栗原市︶
19名︵古川15名︶

剛 ︵古川︶

優 勝 江刺家 操︵弘前︶
準優勝 小川

翌日︑ふれあいの森PGにてリベンジ大会

・9月10日古川・小牛田・おいたま交流大会

川西ダリヤパークゴルフ場︵山形川西町︶
28名︵古川9名︶

表彰式兼懇親会はPG隣接の川西町浴浴セ
ンターまどかにて開催

肇︵おいたま︶

優 勝 毛利 学治︵小牛田︶
準優勝 佐藤

翌日︑ダリヤ園見学︑そば街道にて昼食︑
最上川千本だんご店経由で無事帰宅
・10月14日 第9回泉・古川交流大会

おおひら万葉パークゴルフ場
38名 ︵古川17名︶

優 勝 渡辺 勝己 ︵泉︶

準優勝 本山 知章︵泉︶

第8回 泉地区・古川地区パークゴルフ愛好会交流大会
加美町 ふれあいの森公園 パークゴルフ場

で健康に留意し︑再会する事を約束し古川に
到着し解散しました︒

◎サークル活動
価NTT古川OBパークゴルフ愛好会
今年度も各地区のパークゴルフ愛好会と親
睦と交流を深める大会を行ってきました︒

各地区の幹事会の皆様には感謝を申し上げ
ます︒練習会はふれあいの森PGを中心に毎
週水・金曜日に実施︑最終水曜日を月例会と

して練習の成果を競い合いました︒
練習参加人数︑4月88人︑5月90人︑6月
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秋の研修旅行
あさ開酒造にて
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って来ました︒

1週間はあっという間に感じられるようにな

1週間に1回ですが︑年のせいでしょうか

互いの出来ばえに大笑いです︒

大きく措いて絵手紙に仕上げる楽しさや︑お

を感じさせられます︒それらを小さな葉書に

す︒珍しい物にも出会え︑毎月季節の移ろい

㈲ボランティアサークル﹁桜友会﹂

こうと思います︒

ら︑これからも仲間を共に楽しく活動してい

き合い下さい︒先輩達の元気をいただきなが

ります︒年間勝率60％以上

ながら楽しく碁を打ってお

今年3本の桜の木を

クリーン作戟﹂が行われた後﹁桜友会﹂ では

4月20日桜を愛でながら ﹁観桜会・化女沼

勝ったり負けたりと笑い

になると昇段昇級しますの

く成長が異なります︒

しまう幼木等︑著し

長が異なり︑枯れて

場所や土壌により成

後の桜は︑植樹した

植樹しました︒植樹

準優勝 菅原 武人

令和元年の夏季大会成績
優勝 永塚 照敏

4月の総会で屋外写生は︑やくらいガーデ
ンへ行く計画でしたがお天気が悪く︑6月に

西古川の今野ガーデンに行きました︒バラを
主体に色とりどりの花々に︑いつも感動させ
られます︒7月は3回の例会を持ち︑70歳以

上の︑お一人になられた方に ﹁暑中見舞﹂状
を出しました︒ヘタな絵で笑ってお元気に過
ごされますよう心をこめて50枚程度措きまし

㈱花野来
月1度の例会には︑庭に咲いた花々︑畑で

た︒もうしばらく私達のサークル活動におっ

桜友会 環境美化作業

桜友会
桜の木の下草刈作業

で︑ある面真剣に取り組んでおります︒

花野果
例会での様子

取れた野菜等を手に仲間はサロンに集まりま

囲碁クラブ
真剣な対局風景
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6月〜8月︑9月〜日月の期間は桜の木の周

囲で大きく伸びた雑草の下草刈︑桜の根元の

◆石巻電友会

◎定期総会

6月12日︑石巻市山

下町の ﹁飛翔閣﹂ に会

員28名が集い総会を開

催しました︒来賓のN

TT石巻営業支店長佐

久間鋭二様からNTT

の現状等を交えたご挨

鰹谷たみ子さんの見事な日舞

消毒︑追肥作業が毎週末に早朝から行います︒

令和元年度第1回目の大会は愛好会発足以

9月27日に予定していた45回大会は︑大きな

総会出席者

桜の木は害虫や病気で突然枯れたり︑倒木し
たりしますので大切な作業です︒
また︑月1回のクリーン作戦として化女沼

周辺のゴミ拾いを行っています︒

◆小牛田クラブ
◎サークル活動

㈲探健・笑いはここだ
を7月15日〜16日東根温泉﹁青松館﹂ で実施

来︑44回目となりました︒6月28日は︑あい

㈲パークゴルフ愛好会

しました︒平成17年日月に第1回の1泊旅行

にくの曇り空でしたが20名の会員の参加で和

令和元年の総会を兼ねた1回目の1泊旅行

を実施して以来今回が23回目となりました︒

会員のマイカー3台で旧小牛田局前を出発︑

大会と重なり延期しましたが延期した日は雨

気あいあいとプレーが行われました︒また︑

途中最上川3難所船下りを体験︒50分間の絶

に崇られ止む無く中止としました︒

今回の旅行は︑山形出身会員の先導により

景を堪能しました︒

﹁大

宿での懇親会では大いに盛り上がり楽しい
1夜を共有しました︒2日目は日本一の

けやき﹂を見学ついで ﹁よってけポポラ﹂ で

各自地元のみやげを買い帰途につきました︒
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1泊旅行を楽しんだ
皆さん
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拶のあと︑梶谷浩一郎さんを議長に選出︑事

束松島市浜市地区海岸林再生プロジェクトに

︒
た

しくありませんでしたが皆で楽しんできまし

のグランドゴルフ大会に9名参加︒成績は芳

回の例会を実施しました︒9月4日支部主催

矢本海浜公園パークゴルフ場をメインに月2

河南パークゴルフ場と4月にオープンした

㈲パークゴルフサークル

◎サークル活動

6名参加し︑雨の中頑張りました︒

口の運動は大切です∃

業収支計画等の案件すべてが承認されました︒

懇親会は︑生良志みきゑさんの司会で進行︒
カラオケや踊りで盛り上がり︑楽しいひとと

NTTに3名

雨の中お疲れ様です

きとなりました︒来年もまた︑元気に再開で

きることを誓い合い散会しました︒

◎文化講演会
6月12日︑総会に先立ち﹁レッツ健口体

操﹂と遷して︑石巻

市健康推進課歯科衛
生士の阿部愛さんか
ら講演をしていただ
きました︒﹁口﹂ の

機能を高めて誤嘆等
をなくす体操でした︒

我々の身近な問題でもあり︑みなさん真剣に
口の運動をしていました︒

◎ボランティア活動

m

5月日日気仙沼市大島のG r een T e
a

T東日本みやぎの森

また︑6月15日NT

りをしてきました︒

渡って雑草等の下刈

開通した大島大橋を

が参加︒元年4月に
夢の架橋 気仙沼大島大橋

㈱フォトサークル

毎月第3木曜日に例会を開催しました︒

成績よりも、この笑顔

いいですネェ
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