各地区電友会だより（宮城）

◆宮城支部

一︑−一

◎グラウンドゴルフ大会開催
30年9月6日︑恒例の支部大会をシェルコ
ム仙台で開催︒気仙沼を除く各地区から54名

が参加し日頃の腕を競い合いました︒今回の

総合優勝は永沢晴男さん ︵仙南︶︑準優勝及
びレディス優勝は山形邦子さん ︵五ッ橋︶︑
レディス準優勝は佐藤
友子さん ︵仙南︶ とな
りました︒また︑今大

感謝申し上げます︒お

力をいただきました︒

から沢山の賞品のご協

会でも賛助会社各社様

見事！賞品をゲット

◎30年度NTTOB・OG交流会の開催

10月23日︑県内5会場で総勢630名余が

参加し開催されました︒

冒頭︑NTT東日本の中村取締役宮城事業

部長から歓迎のご挨拶があり︑続いて︑電友

会奥野支部長の乾杯で開始︒交流会では︑N

定する事が出来ました︒成績発表では大きな

陰様で各賞の貴品も充実でき︑飛質も沢山設

仲間との再会や現役の方々も交えた賑やかな

ン等も披露されました︒各会場とも懐かしい

んによる演奏やすずめ踊り等のアトラクショ

TT東日本束北ウインドアンサンブルの皆さ

歓声もわき︑夏の終わりの1日を楽しく過ご

交歓で盛り上がりました︒

室主催の ﹁緑の真珠海岸林再生プロジェクト

30年7月21日︑NTT ︵持株︶ CSR推進

◎気仙沼大島震災復興支援活動への参加

︒
た

れいになった植林地で食べた弁当も格別でし

長く根を張り︑その除去に奮闘︒すっかりき

元気で育つよう下草刈りを行いました︒葛が

本︑浜市地区の合計6800本のクロマツが

等も含め総勢100名で28年まで植林した矢

名の計13名が参加︒当日は︑現役の方や家族

電友会からは五ッ橋クラブ10名︑石巻地区3

再生の植林ボランティア活動が行われました︒

東日本宮城事業部主催の東松島市海岸防災林

30年6月23日︑今回で4回目になるNTT

◎東松島植林ボランティア活動

しました︒

恒例のグラウンドゴルフ大会
参加者の皆さん

各地区電友会だより（宮城）
た︒植林した木々もかなり大きくなり︑これ

苗木の成長管理として下草刈を行ってきまし

支部 関4名︶ が参加︒6年前に植樹した

支部13名 ︵五ッ橋9名︑気仙沼4名︶︑岩手

活動に奥野本部長︑小野寺前本部長始め宮城

TOB・OG交流会等今後の行事予定の周知

われました︒事務局からは︑10月開催のNT

報の手配りや会の活動に関する意見交換が行

員が出席しました︒奥野会長の挨拶の後︑会

等を担当している地区幹事を中心に50名の役

て理事会・幹事会が開催され︑会報の手配−り

◎会員作品展の開催

楽しみなどに花を咲かせました︒

会報手配り時の工夫や会員への声がけの際の

も力作が出展され︑絵画︑写真︑書道︑俳句︑

橋クラブの他︑石巻︑仙南︑栗原の会員から

宮城︵旧県民会館︶展示場で開催︒今回も五ッ

10月12日116日まで東京エレクトロンホール

隔年開催の五ッ橋クラブ会員作品展を30年

までの作業に手ごたえを感じたボランティア
と参加要請等を行い

は地区幹事を23年以

上続けてこられた5

名の方へ記念品を贈
呈しました︒会議終

了後は懇親会を行い︑

会員作品展へ出展された方々

会報の手配りありがとうございます
と感謝する奥野会長
日ころの感謝をこめての
労農会

ました︒また︑今回

活動となりました︒

◆五ッ橋クラブ
◎理事会・幹事会の開催

下草刈l

30年9月19日︑NTT五橋第2ビルにおい

みんなで力を合わせての

各地区電友会だより（宮城）

秋田 紘行七段︵福島︶

Aクラス

けて各自が努力し︑元気に再会することを誓

めました︒次回も︑さらなる棋力アップに向

し︑夜が更けるのも忘れて遅くまで交流を深

手工芸︑小品盆栽等多方面にわたり115点
優

藤島 晃 五段 二呂城︶

勝

もの作品が展示されました︒また︑サークル

準優勝

﹁第18回日本画・水墨画作品展﹂が30年相

必邦画同好会

いました︒

紹介コーナーには8サークルから活動模様の

大澤 孝夫三段

勝

優

山田 昌義四段 ︵福島︶

仙建ビルにて開催︒小品盆栽サークルからの

月2日〜6日の5日間に亘り︑青葉区一番町

山田 茂夫二段 ︵福島︶

勝

出展もあり︑日頃の修練と丹精こめた作目uUが

優

準優勝 松浦 宏光初段 ︵福島︶

今回は金華山を一望できるホテルに決定い

宿泊地 ホテルニューさか件︵石巻市鮎川︶

参加者 21名 ︵女性7名・男惟14名︶

時 期 平成30年9月27日128日

◎秋の1泊旅行

◆仙南OB会

鑑賞していました︒

れも力のこもった作品に集まった人も熱心に

成させた59点の作品が展示されました︒いず

にて開催︒会員16人から︑この日のために完

Hまで青葉区定禅寺通の仙台メディアテーク

第30回画友クラブ展が︑30年10月12R∵1柑

㈲両友クラブ

来場者の感嘆を呼び楽しませていました︻．

止などあらゆる面で優れていることを再認識

り︑地酒を飲み交わしながら︑囲碁はボケ防

試合終了後は︑表彰式を兼ねた懇親会とな

Cクラス

準優勝

呂城︶

Bクラス

ていました︒

会場では︑昔の仲
間との思いがけない
再会等もあり︑テー

マに掲げた﹁創る喜

参加者の棋力も七段の高段者から一級まで︑

り3クラス別の個人対抗戦を行いました︒

各県6名の代表︵総勢18名︶ の参加者によ

向滝旅館において開催されました︒

囲碁クラブの当番幹事により︑福島土湯温泉

囲碁大会︵9月19日〜20日開催︶ が福島信夫

霞城囲碁クラブ︑宮城五橋囲碁クラブ︶ 親善

恒例の南三県︵福島信夫囲碁クラブ︑山形

・第22回南三県親善囲碁大会の開催

亜五橋囲碁クラブ

◎サークル活動

ました︒

び︑集う楽しみ﹂が実感された5日間となり

あーら！お久しぶり！

年齢も80代から的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■︺

各クラス別成績

第22回南三県親昏囲碁大会
参加の皆さん

来場者の関心を集め

パネル展示があり︑
お元気でなによりですネー！

各地区電友会だより（宮城）

たしました︒当ホテルにはグランドゴルフ協

会認定コースが備えてあり参加者は大いに楽
しみにしておりましたが︑残念ながら当日は

あいにくの雨模様となりそれでも計画通り大

河原駅前を出発し︑2時頃にはホテルに到着
しました︒

ホテル側もグランドゴルフを楽しみに来て

︵ボール・スティック・ホールポスト

くれたことを知っておりグランドゴルフの
セット

等︶ を部屋の前の廊下に用意してくれて初め
ての体験でホールインワン大会を実施しまし
た︒初めてやる人もベテランの人も和やかに

祈りいた㌧ました

み秋

んの

なl

の行
＃旅
美泊

帰路のハスの中では次回の総会で再会する
ことを誓い散会となりました︒

◎サークル活動
伽グランドゴルフ愛好会

時期 平成30年7月4日

グリーンピア岩沼

r′
ぎ＋・り十1両

成績は以卜の通り

で楽しく実施することができました︒

ゴルフ日和に感謝しながら︑17名全員最後ま

今日は涼しくて良かったねと絶好のグランド

真夏日が続きパテ気味になっていましたが

場所

【￣
・∴巧
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そして笑いあり︑楽しみながら実施すること
ができました︒

懇親会ではホールインワン大会の表彰式後

女性陣の面踊り・銭太
鼓そしてカラオケへと
続き大いに盛り上がり

1次会から2次会︵ホ
テルのクラブ︶ へと最
後まで楽しく過ごしま
した︒

翌日は大川小学校の震災遺構を視察しまし

た︒津波による多くの犠牲者が出てしまった
ことを残念に思いつつ︑何故・何とかできな
かったものかと問いながら心からご冥福をお

余興の宕物も持参しこのとおり

優勝 吉田 茂

・秋季大会

準優勝

グリーンピア岩沼

時期 平成30年10月3日

場所

佐穂

康夫

台風24号の余波が心配されましたが秋晴れ

のグランドゴルフ日和となり︑芝生も椅麓に

整備されコンディションは良く︑最高の秋季

大会を開催することができました︒参加者は

友子

準優勝

鈴木

仁

14名と少なかったが︑和やかに楽しく大会を

行うことができました︵︑

佐藤

成績は以下の通り

優勝

各地区電友会だより（宮城）

②麻雀愛好会

成績は以下の通り

定一

優勝

準優勝

武内

憲夫

10月1ロリー2日︑1泊2日の日程で︑山形

◎秋の研修旅行

◆大崎クラブ

千葉

・第57回大会

時期 平成30年7月日日

場所 白石市 薬師の湯﹁ひまわり﹂
30年は梅雨の季節が短く地球温暖化も進行

し真夏の暑さが早く到来し避暑地の白石も暑
い日となりました︒蔵王の麓に集合する雀士

も体調不良等で目名と一番少ない参加者とな

大会前に石川会長より組み合わせの説明が

台で眼下に山形市街を見下ろす絶景の場所で

初日は午後古川を出発し︑途中西蔵王展望

蔵王温泉に会員20名の参加で実施しました︒

あり3ケ月振りの顔合わせが始まり︑終了後

遠くは月山︑飯豊朝日連峰等の大パノラマが

りました︹−

は恒例により懇親会を行い大会の反省及び健

展開され改めて山形の名所を発見しましたし

日は南陽市の夕鶴の里で語り部により沢山の

8月22日︑23日の2日間︑秋田県北秋田市県

第17回古川・弘前パークゴルフ交流大会は

◎サークル活動

民話の中でも市内珍蔵寺の由来として古くか

立北欧の森公園パークゴルフ場で開催され15

濁の湯で日頃の疲れを癒し︑夜の宴会では︑

らの ﹁鶴の恩返し﹂が語り継がれました︒そ

名が参加しました︒初めてのコースながらも

伽NTT古川OBパークゴルフ愛好会

の後︑高畑ワイナリーを見学し沢山の試飲を

皆さん日頃の練習の成果をいかんなく発揮さ

久し振りに参加された会員も︑カラオケ︑踊

し︑今日本のウイスキー︑日本酒︑ワイン

れ好成績をあげることができました︒夜には

・第17回古川・弘前パークゴルフ交流大会

等が世界で高い評価を受けていることを実感

次のとおりです︒

て大いに盛りLがりました︒成績は

恒例の懇親会がもたれカラオケ︑踊り︑手品

︒
た

しました︒研修旅行では日頃の健康に留意し

戴王温泉

などが

ヴァルト・ベルクにて

次回も元気で再会する事を確認し解散しまし

り︑手品等で大変な盛り上がりでした︒次の

黄色い湯の花の湯口から流れる強酸性の白

康談義で楽しい一時を過ごしました︒

麻雀愛好会
「なんと育っても償丘がい・ち・ば・ん」

各地区電友会だより（宮城）
唯優勝 菅原 武人 ︵古川︶

優 勝 高橋 房之助 ︵古川︶
に集まります■

の花︑野菜︑果物等を持ち寄り月1度サロン

・9月例会

30年の月例会は天候不順で2回も中止に追

信子

ボランティア団体﹁2000本桜の会﹂が

主催し︑大崎市古川にある市民憩いの場であ

る化女沼湖畔周辺の環境整備に29年度﹁桜友

会﹂を発足して①年4回の清掃︑ゴミ拾い②

きませんが︑化女

全員の参加とはい

のサポートとして

当﹁桜友会﹂もそ

作業が必要です︒

アによる環境整備

変で︑ボランティ

季節によって桜の周辺の除草︑消毒︑追肥等

中鉢

い込まれましたが︑9月月例会は幸いにも好

準優勝

の活動をしています︒2000年に桜の植樹

勉

天に恵まれ16名が参加して熱戦が繰り広げら

中鉢

をしてから桜の木は地質や環境への適応が大

優勝
㈲古川囲碁クラブ
平成30年度も毎

週木曜日に退職者
サロンで勉強会を
行っております︒

なかなか上達する

埋め尽くされる夢

沼周辺が桜の花で
まず縦︑横︑丸と線描きを練習し︑講師の

のは難しいもので
すが楽しく︑にぎ

を描いて︑時間の

準優勝

見て耗ながらのヘタさに笑ってしまいます︒

春は写生会︑夏はお1人になられた方々に

◆小牛田クラブ

取れる範囲内で参加しています︒

アドバイスを受けながら良く観察し真剣に筆

武人

の言葉に励まされるものの︑完成した作品を

やかに囲碁を行っ

照敏

を動かします︒﹁ヘタがいい﹂﹁ヘタでいい﹂

永塚

ています︒

菅原

平成30年度7月大会の成績

優勝

次回の大会は﹁秋季﹂﹁打ち初め﹂を予定

◎サークル活動

暑中見舞︑秋はハロウィン︑冬は年賀状︒﹁心
の贈り物﹂と真心と優しい気持ちを伝える絵

坤探健・笑いはここだ

しております︒

手紙を描きたいと私達は︑楽しみながら続け

尚︑会員は8名と少数です︒囲碁の仲間に

なっていただけませんか︑募集中です︻︺

6月川日〜日日の日程で松島海岸﹁ホテル壮

平成30年度春の1泊旅行は︑総会も兼ねて
ていきます︒

榔ボランティアサークル﹁桜友会﹂

㈲花野果
絵手紙サークル花野果は︑各自庭から季節

桜の下草刈りの様子

れました︒成績は次の通りです︒
励まされながら…

各地区電友会だより（宮城）

は︑今年度も秋にも例年通り1泊旅行を実施

観﹂ で目名参加のもと実施しました︒総会で

男子の部
斉藤

行われました▲

政行さん ︵古川︶

正明さん ︵古川︶

日に32名の参加にて加護坊パークゴルフ場で

栗原クラブ主催として︑平成30年7月日日

開催

◎﹁高齢者の交通事故防止を学ぶ会﹂セミナー

◆栗原クラブ

することが決定したほか︑全ての議案通りに
優

千乗

優 勝 中鉢

直子さん ︵小牛田︶

信子さん ︵古川︶

者の交通事故防止を学ぶ会﹂と超して前年と

退職者の会栗原地区協議会との共催で﹁高齢

栗原市市民活動センター多目的室において︑

準優勝 大原

若干の内容を変更し︑セミナーを開催しました一

女子の部

勝

承認されました︒

準優勝

夜の懇親会では︑大いに語り合い︑笑い︑
楽しい一夜を過ごしました︒

その後︑﹃ロマン館﹄ に場所を移し︑表彰

当日は︑35名の参加をいただきました︒講

︒
た

講師先生の巧みな北り言葉と時折の冗句まじ

講話では︑ほほ地元に近い地区出身である

ます︒

つい車に頼っているのが現状かと思っており

車で助かっているために年齢を重ねてもつい

への通院等︑生活上︑

地方では買い物や病院

続ける現代において︑■山

高齢化社会といわれ ▼

と実体験をいたしまし

等を行うなどして講義

できるゴーグルを活用した飲酒運転の模擬体験

通事故発生状況や酒飲み運転時の感覚を体験

長様をお招きし︑スライドによる本地域の交

師には︑宮城県築館警察署の鴇田広嗣交通課

式と懇親会を催し︑自慢話やカラオケで大い
に懇親を深めました︒

「おいたま・古川・小牛田」
三地区パークゴルフ愛好会

翌日は︑塩釜の魚市場へ寄り︑各々︑いっ
ぱいのお土産を買い帰途につきました︒

㈲パークゴルフ愛好会

との交流大会は︑当愛好会の担当で︑9月12

古川︑小牛田﹄ の三地区パークゴルフ愛好会

今年度で14回目となりました ﹃おいたま︑

サークル発足以来21回目の
1泊旅行参加の面々

各地区電友会だより（宮城）

りの話に参加者は︑笑いを交えて熱心に聞き

入っていたのが 印 象 的 で し た ︒ ま た ︑ 飲 酒 運

転の実体験コーナーにおいては︑体験者は﹁目

◆石巻電友会
9定期総会

懇親会は︑例年どおり中山勝文さんの司会で進

行︒カラオケや踊りで盛り上がり︑楽しいひと

ときとなりました︒次回もまた︑元気に再開

できることを誓い合い散会しました︒

6月15日︑総会に先

視が定まらず頭で考えてる行動がとれない﹂

セミナー修了時には︑年齢と共に視力︵動

立ち︑当会会員で束松

◎文化講演会開催

態視力含む︶の衰え・視野が狭くなる等をしっ

員37名が集い総会を開催しました︒来賓のN

6月15日︑石巻市山下町の ﹁飛翔閣﹂ に会

加し︑植樹後の生長管理として雑草等の下草

市浜市地区海岸林再生プロジェクトに3名参

毎月第3木曜日に例会を開催しましたrL

㈲フォトサークル

会を実施しました︹■

河南パークゴルフ場をメインに月2回の例

刷パークゴルフサークル

◎サークル活動

刈りを行ってきました︒

は会長ほか12名が留任︒

承認されましたっ 役員

改選等の議案すべてが

画・収支計画・役員の

長に選出して︑事業計

と︑桜井孝義さんを議

等を交えたご挨拶のあ

TT石巻支店長進藤博昭様からNTTの現状

6月23日︑NTT東日本みやぎの森東松島

◎ボランティア活動

傾けていました︒

た︒我々の身近な問題でもあり︑真剣に耳を

演をしていただきまし

これから﹂と竃した講

ら﹁地域福祉の現状と

会長の千葉春雄さんか

島市民生児童委員協議

栗原クラブでは︑今後もこのように会員の

と感謝を申し上げ︑終了致しました︒

故を誓いあい︑最後に鴇田講師に盛大な柏手

かりと認識し﹁ゆっくり運転﹂に努め︑無事

等の感想もありました︒

石巻の
きれいどころです
千葉絹子さんのフラダンス

皆さんと勉強する粍会を設けながら︑交流を
深めていきたいと思います︒

草加者の皆さん

