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寓済喝
㊨宮城支部

◎支部代表者会開催

いただいてきた次の賛助会社へ支部長特別表

日比谷総合設備︵株︶ 東北支店様

彰を贈呈することとしました︒

友会代表者並びに支部役員合わせて20名が出

テルウエル東日本︵株︶東北支店棟

元年5月28日︑NTTビルにおいて地区電

席し開催︒

きらら保険サービス ︵株︶東北支店様

なお︑感謝状の贈呈は︑6月17日五ッ橋ク

あわせて︑﹁NTTグループ東北スポーツ

ラブ総会終了後に行ないました︒

31年3月14日︑NTTビルにおいて開催︒

クラブ後援会﹂ への加入促進についても意識

◎地区会長︒事務局長会議の開催

31年度事業計画︑サークル活動・文化講演会

代表者会終了後︑五橋ビル食堂でNTT宮

城事業部総務部幹部の皆様をお招きし懇親会

を開催し交流を深めました︒

㊨五ッ橋クラブ

◎理事会開催

元年6月4日︑NTT五橋ビル会議室にお

件として︑30年度事業報告及び決算報告︑元

いて役員33名が出席し開催︒定期総会審議案
30年度事業報告並びに決算報告︑元年度事
業計画並びに収支予算及び役員の改選等の議

通り承認されました︒

審議︒また会長表彰候補の推薦等を行い原案

年度事業計画︑予算案︑役員改選等について

部グラウンドゴルフ大会﹂に多大をご支援を

また︑支部行事として長年開催してきた﹁支

原案どおり可決・承認されました︒

案が事務局から提案され︑審議の結果︑全て

ブの藤枝副会長を選出し議事に入りました︒

奥野支部長挨拶のあと︑議長に五ッ橋クラ

合わせを行い︑支援していくこととしました︒
支部代表者会

助成金申請時の注意点︑会報85号の発行等に

ついての審議︑及び支部長・事務局長会議模
様等について報告を行ないました︒

地区会長・事務局長
会議
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◎定期総会開催
元年6月17日︑江陽グランドホテルにおい
て164名が出席し開催されました︒

第1部では物政者への黙祷の後︑恒例の﹁三

（株）TTKの土肥社長の乾杯で
楽しい懇親会のはじまり

審議に入りました︒事務局からの議案説明や

サークルの活動状況等は今年も会場の大スク

リーンに映して行われ︑満場一致で承認され
ました︒

された1名の方に感謝状が贈呈されました︒

第2部は︑NTT某日本宮城事業部総務部

∵
∵
＝
㍉
r

社︵NTTグループ

企業各社︶ の幹部の

皆様をご来賓にお招

きし︑会員との1年

ぶりのなごやかな懇

親会となりました︒

㊨仙南◎国会

◎第33回定期総会開催

時期 平成31年4月13日

場所 ララさくら会館︵大河原町︶

総会当日は天気も良く風も無く︑一目千本

桜は満開・蔵王山もくっきりと見え︑そして

土曜日とあって最高の

恒例の賀寿のお祝いについては︑今回対象

咽名の参加を得て総会

した︒そのような中で

人出となったとの事で

となる82名の方のうち︑総会に出席された目

戸田会長の挨拶に続

を実施しました︒

また︑地区役員を長年務め退任された3名

いてNTT東日本仙南

名の方に会長より記念品が贈呈されました︒

からの感謝状の贈呈が行なわれました︒

長年に亘り支援された賛助会社3社に支部長

続いて︑宮城支部グラウンドゴルフ大会に

恒例になった大スクリーンを使用しての
席会模様

の方を会長表彰として紹介し︑このうち出席
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つの願い﹂を唱和し︑議長に ︵株︶資材リン

新会員になりました。

来年も元気で会いましょう！ネッ！

総会模様

捲会に向けて…
理事会で貴会粥こ議案書を審議

コム取締役東北支店長後村光彦氏を選出して

ヨロシクお願いいたします！

各地区電友会だより（宮城）

支店長後藤様よりNTTの動向についてご挨
拶を頂きました︒

その後長寿者の方々に会長よりお祝い金の
贈呈があり︑議事も無事終了しました︒

総会終了後︑懇親会に入り今年も大黒様が

講師

特別養護老人ホーム

桜寿苑

苑長 伊藤 武様

演題﹁老後の生活を楽しむために介護と施
設を学ぼう﹂
参加者 48名

プレーしたいなあ…

いつまでも元気で

準優勝 吉田 茂

グリーンピア岩沼

時期 令和元年5月15日

場所

優勝 永沢 晴男

前夜の雨で心配されましたが︑プレー開始

時には丁度良いコンディションとなり︑参加

ることができました︒

者17名で4パーティーに分かれ楽しく実施す

分自身が役割と関心を持って日々生活するこ

㈲麻雀愛好会

老後の生活を楽しむために〃は自

人による息の合った﹁南京玉すだれ﹂ の芸も

とが一番大事ですとの事でした︒

内容

披露され大いに盛り上がり︑カラオケへと続

◎サークル活動

長寿者のお祝いに駆けつけてくれ︑又︑女性

きあっと言う間に終了時間となり︑秋の旅行

健

準優勝

鈴木

勇

いいとか…

桐グランドゴルフ愛好会
・春季大会

・第64回大会

時期 平成30年11月14日

高橋

場所 白石市 薬師の湯﹁ひまわり﹂
優勝

・第65回大会

麻雀は認知症予防に

の再会を期してお開きとなりました︒

◎文化講演会
時期 平成31年4月13日

場所 ララさくら会館︵大河原町︶

懇親会
（長寿者への祝金贈呈）
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時期 平成31年3月13日

ただき︑今年度は8名の新会員を迎え議事に

の会古川地区協議会会長金子様のご挨拶をい

総会終了後は大衡万葉パークゴルフ場で今

者の傷害危険保険への団体加入を決めました︒

強

場所 白石市 薬師の湯﹁ひまわり﹂
佐藤

年最初の会員練習会を行ない久し振りのプ

準優勝

入りました︒30年度事業報告︑収支決算報告︑

輝夫

レーを楽しみました︒

丹野

優勝

監査報告︑31年度事業計画案︑予算案の承認

7月

優勝

菅原

武人

平成30年度の大会成績

し活動計画等が承認されました︒

4月日日第20回総会を退職者サロンで開催

いつでも歓迎です︒

囲碁に関心有る方はのぞいて見て下さい︒

者サロンで勉強会を実施しております︒

毎週木曜日に親睦と棋力向上を目指し退職

㈲古川囲碁クラブ

大会に先立ち総会を開催︒会長より﹁平成

手品︑カラオケ等で大変な盛り上がりで交流

をいただきました︒総会終了後懇親会に入り

会︒衷心より感謝します︒健康に留意し一層
が図られました︒

10年に立ち上げ20年の歴史を積み上げた愛好
の親睦を密にしましょう﹂と挨拶があり大会
に入りました︒

大会終了後は︑恒例により懇親会を開催し

大会の反省及び健康談義で楽しい一時を過ご
しました︒

⑳大崎クラブ
◎定期総会開催
平成31年度︑第42回定期総会を4月23日大

崎市古川駅前のグランド平成で会員56名の出
席で開催しました︒

◎サークル活動

物故者への黙祷︑青
沼会長の挨拶︑ご来賓

㈲NTT古川OBパークゴルフ愛好会
4月4日大崎市図書館にて第16回通常総会

のNTT東日本1東北

古川営業支店長渡部様

総会は2019年度事業計画・予算案を満

が開催され27名の会員が参加しました︒

後の経営方針等のご挨

場一致で承認するとともに︑新たに行事参加

からNTTの現状と今

拶︑NTT労組退職者
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パークゴルフ練習日
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準優勝
11月 優 勝

回目の総会を開催しました︒会計報告︑今年

ますが喜んでいただければ幸いです︒

き続けていきたいと思います︒

青空の元でどんな花に出会えるか今から心が

た︒6月にやくらいガーデンに行く予定です︒

ました︒大崎市古川にある市民憩いの場であ

会﹂ に参加し︑今年で3年を迎える事になり

ボランティア団体﹁化女沼2000本桜の

㈲ボランティアサークル﹁桜友会﹂

浮き立ちます︒その他例会で措いた絵は︑皆

る化女沼周辺の環境整備として周辺のゴミ拾

又楽しみのひとつの野外写生を計画しまし

で鑑賞し合い︑大笑いしたり勉強になったり

い︑桜の木周辺の除草︑

今年度も引き続きお1人になられた会員の

どりの花︑野菜等の豊富な画材が楽しみです︒

た︒これからの季節は会員が持ち寄る色とり

ィアの方々が参加しま

行われ多くのボランテ

女沼クリーン大作戦﹂が

でながら︑﹁観桜会・化

却日には満開の桜を愛

追肥の活動です︒4月

と少しずつの向上を目指す事にしました︒

昨年の画材の少ない冬場には︑牛乳パック

方へ︑私たちのへ夕な絵へ笑っていただく︑

月例会のサロンは︑オシャベリと笑いで︑い

を利用して布を張り﹁眼鏡﹂置きを作りまし

﹁お元気ですか﹂ の二百を沿えて暑中見舞い

つまでも元気で手先を使い︑ボケないよう措

ボランティアの仲間

準優勝

準優勝

古川囲碁クラブ

を出す事にしました︒例年50枚近く出してい

度の活動計画等を話し合いました︒

「花野呆」

3月 優 勝

㈱花野果

清 克 武 義 照
和 己 人 重 敏

令和元年5月8日退職者サロンにて︑第12

菊 三 菅 佐 永
地 浦 原 藤 塚

ボランティアのゴミ拾い
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した︒5月11日には当﹁桜友会﹂が桜の苗木
りました︒

長︑鶴谷事務局長も参加され賑やかな宴とな

くりと流した後︑夜の懇親会では︑パークゴ

プレーを楽しみ︑気持ちよい汗を温泉でゆっ

宿に到着後︑宿の庭園グランドゴルフ場で

3本を寄贈し植樹をしました︒大切に成長を

◎定期総会開催

他︑三地区交流大会︵おいたま︑古川︑小牛

習と大会を合わせて28回行ないました︒その

平成30年のパークゴルフ愛好会は︑定期練

㈲パークゴルフ愛好会

を鑑賞し帰途につきました︒

歓泉や吹上げ遊歩道を散策︑少々遅めの紅葉

翌日は︑晩秋の鳴子峡の展望台と鬼首の間

有しました︒

である大いにダベリ︑笑い︑楽しい一夜を共

ルフの表彰式で大いに盛り上がり︑健康の源

見守りたいと思います︒

佃探健︒笑いはここだ

◎サークル活動

し
た
︒

早々に満場一致で可決承認され祝宴に移りま

毛利学治氏を選出し早速議事に入り議案は

33回を迎えた総会は︑会長挨拶の後︑議長に

駅前の﹁友栄会館﹂ で開催しました︒今回で

令和元年度の定期総会を5月15日︑小牛田

令和元年5月15日
定期結合

平成30年度2回目の1泊旅行を日月4日〜

5日川渡温泉﹁玉造荘﹂ で実施しました︒

秋の1泊旅行参加の
皆さん

㊨電衣食か隼田クラブ
◎新年会開催

した︒参加者は高齢化等により減少の一途を

迎え小牛田駅前の ﹁上野屋食堂﹂ で開催しま

恒例の新年会を1月15日︑15名の参加者を

新年会

たどりつつも退職者の会古川地区協の金子会
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田︶ 開催等と充実した1年でした︒

12月7日には例年通り︑中華飯店﹁幸楽﹂
で納会を開催し︑

お互いの来年の健
闘を約束しました︒
また31年4月5

日加護坊パークゴ
ルフ場にて22名の

参加で総会を開催
し︑引き続き第1

⑳電衣会栗原クラブ

は︑長期に渡って栗原クラブ会長職等を努め

られた鈴木守さんの退任についても満場一致

で可決・承認され慰労の拍手が送られました︒

平成最後の年となる4月18日﹁かんばの宿

に︑女性部のコーラスや先輩女性の手作り衣

先輩・同僚・新会員の皆様と懇談するととも

総会終了後︑懇親会を開催しご来賓の方々︑

一関﹂において︑44名の会員と3名のご来賓

装による踊りが披露される等︑和やかにも楽

◎平成31年度定期総会開催

が出席されて開催しました︒ご来賓としてN

しく親交を深め合い︑参加された皆様の健康

総会の模様

TT東日本古川営業支店長渡辺宣専横︑東北

労働金庫築館支店長石井従順様︑NTT労組

退職者の会栗原地区協会長須藤勇一様をお迎
をいただきました︒渡辺古川営

支店の現状と働き方改革・AI
技術ポイントとしてロボット化による稼働不

足への対応等︑NTTの事業動向等について︑
又︑石井労金築館支店長より人生100年時

代への備えや助け合いの輪を広げる取り組み
等の考え方︑そして須藤栗原地区協会長より

年を重ねてからの筋力の低下に対応する運動
等の大切さを自らの体験としてのお話しがあ

⑳石巻電衣食

◎OB︒0．G交流会

ハイ！大きな声で！

回日の練習を実施
しました︒

平成30年度パークゴルフ納会

平成31年度パークゴルフ愛好会
定期総会
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グランドホテルに集い︑例年どおり踊りやカ

平成30年10月23日︑OB・OG52名が石巻

3火曜日に変更しました︒また︑4月末︑東

が︑女性陣の要望により今年4月から第1・

︵第2・4火曜日︶ の例会を実施してきました

次回幹事は古川です︒

特別賞は小松洋子さん︑

小岩欽治郎さん︒元気で賞は佐藤義重さん︒

したが︑個々の活動が

んは︑東北二科展入選やいしのまき圏写真展

中鉢信子さんでした︒

ラオケで和やかに交流を深めました︒

㈲フォトサークル

・古川・気仙沼・石巻地区交流会は石巻が幹

中心となりました︒第

月1回の活動予定で

事︒10月19日︑石巻河南パークゴルフ場で参

9回電友会作品展へ4

で今後利用していきます︒

加者24名︑和気あいあい楽しくプレーしまし

点出展しました︒

2018．10．19 大崎・気仙沼・石巻パークゴルフ交流会

副会長の壕本道治さ

た︒優勝は高橋保夫さん ︵石巻︶︒準優勝は

参加者の皆さん

高橋房之介さん ︵古川︶︒第3位は中山勝文
さん ︵石巻︶︒ホールインワン賞は富永浩さん︑

で審査員である立木義治賞を受賞しています︒

電友会作品展への出展作品

松島市にもパークゴルフ場がオープンしたの

◎サークル活動

一哉も細射線記念Il−

日パークゴルフサークル

立木義治賛受瞥作品

OB。OG交流会
NTT宮城グループ

みんな笑顔で

・石巻河南パークゴルフ場をメインに月2回
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