各地区電友会だより（山形）

山形

′nLも

．山形支部 漂う
◎会長・事務局長会議の開催
令和元年12月4日に薬師ビル会議室におい

て︑各地域の会長・事務局長の19名が出席︑
また︑東北地方本部より結城常任理事を迎え

令和元年度各地区電友会の活動状況などの報

1︑各地区会員数の推移と新規会員の拡大

施策
2︑各地区サークル活動と各サークルへの

支援状況
3︑﹁NTT山形グループOG・OB交流会﹂

の実施状況 ︵全県一括開催︶
4︑各地区の文化講演会の開催状況
5︑第21回支部主催交流グラウンドゴルフ

大会 ︵山形市で開催︶ の実施状況
6︑第2回NTT−OBゴルフ愛好者交流

大会の実施状況
7︑各地区の総会・活動・レクリエーショ

ン等の実施状況
8︑ボランテア活動状況

9︑NTTグループ諸施策への協力・連携
10︑その他

◎NTTとの定期連絡協議会の開催
会長・事務局長会議の終了後に︑NTT薬
師ビル会議室においてNTT東日本山形支店

横内企画総務部長︑NTTグループ企業6社
の支店長等の出席をいただき定期連絡協議会

その後︑鈴木支部長より山形支部・各地区

電友会の活動状況を資料にて説明するととも

に電友会に対しNTTおよびNTTグループ

企業各社より多大な支援・協力をいただいて

いることに感謝を申し上げました︒

続いて各グループ各社様から事業内容と周

知事項について説明を受け知識を広めました︒

業への協力に対してのお言葉をいただきまし

を取り巻く状況﹂ についての説明とNTT事

横内企画総務部長からは︑﹁最近のNTT

協議会とすることが出来ました︹−

情報交換や意見交換を行い大変有意義な連絡

支店及びNTTグループ6社の幹部の皆様と

川支店長よりご挨拶をいただき︑NTT山形

その後︑食事室に移動し︑NTT東日本両

た

を開催いたしました︒

グループ各社様

告と今後の取り組みについて協議しました
協議内容は次のとおりです︒

ヨシ、始めますよ

各地区電友会だより（山形）

令和元年日月25日︑県内から総勢351名

OB・OG交流会開催

Bとしても︑普段から局外設備の不良個所発

対して感謝の言葉が述べられました︒我々O

置賜地区への甚大な被害などへの復興支援に

した︒また︑台風19号による福島県︑宮城県︑

それぞれの方面に向けて会場を後にしました︒

来年も﹁素晴らしい交流会﹂ での再会を誓い

ら見送りを受け︑お互い握手を交わしながら

帰りには︑NTT山形支店の現役の皆様か

◎第17回NTT山形グループ

の出席者をもって︑ホテルメトロポリタン山

し
た
︒

見と把握を進めていきますとの決意がありま

両川支店

形に於いて盛大に開催されました︒
初めに︑NTT乗日本山形支店

店長の乾杯の音頭で歓談に入りました︒昔の

澤村副支

設備災害復旧に触れられ︑電電公社時代から

仕事の思い出や苦労した話︑健康や近況につ

交流会はNTT東日本山形支店

OBの方々が通信設備の復旧に尽力された姿

いての話し等︑参加者一同話題が尽きない様

てカ︑ンヨーNTT﹂

の

◆霞城クラブ

◎親睦﹁新春ボーリング交流会﹂を開催

にゲームと懇親会をセットに令和2年2月13

ボーリング交流を通して会員の親睦を目的

「じゃんけん」勝ち抜き戦

長はご挨拶の中で︑1967年羽越水害時の

勢と志しが︑今日に

﹁ヤソ′ショー

m璃きとなりました

形友部協議会﹂斎藤会長より閉会の挨拶てお

本締め﹂を行い︑NTT労組退職者の会﹁山

内で踊りました︒名残．J惜しい中︑﹁花笠

かけ声高く︑﹁花笠おい﹁り﹂ を賑やかに会場

ながら

いた﹁花笠3■？り個﹂を参加者全員がかざし

懇親会終盤∴は︑NTTに準備していただ

象的でした

上に展示され︑当選した万の喜びと笑顔が印

になった山形米の ﹁雪若丸﹂ 2kgが沢山壇

でした︒お楽しみ抽選会では︑全国でも有名

上での合唱もそれぞれ素晴らしいハーモニー

江地区と村山地区の参加者の皆さんによる壇

余興も時間とともに盛り上りをみせ︑寒河

で
し
た
︹
︺

謝の念﹂ を表されま

い交流会開催へ ﹁感

として他に例を見な

いご支援を頂き企業

度もNTTからの厚

木支部長より︑この

﹁電友会山形支部﹂鈴

世話人代表として

の言葉を頂きました︒

きています︒と感謝

きた事につながって

し社会貢献活動がで

社員100名を派遣

災害復旧にもNTT

てきており︑今年の

も脈々と受け継がれ
重鎮の方々です
世話人会メンバー

各地区電友会だより（山形）

臼︑山交ボーリング場にて開催しました︒−
このレクレーションは昨年度まで継続して
きた1泊でのレクリエーションに代わる新企

画として実施しました︒

闘を讃え︑お酒と料理を堪能し︑カラオケで

盛り上がり︑次回ボーリング交流での再会を
期し散会としました一︑

表彰及び成績

327蕉
278占＝

﹁山形市香澄町 ヤマコーポウル﹂
加藤富士夫

勝

優
小鹿

盛啓

準優勝

慧令和2年度霞城クラブ総会並びに

観桜会の中止と書面決議
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

・観桜懇親会の閲催︷コロナ感染症の影響
で中止︶

・長寿者へのお祝い金の贈呈

・﹁霞城クラブHP﹂ の維持管理

三役会︑常任幹事会︑幹事会の開催

3︑NTTグループ事業への協力・連携強
レし

・NTTグループ各社との定期連絡協議会
の開催

・各種情報の提供

︵令和2年度役員体制︶

交流会﹂開催への協力

・第18回﹁NTT山形グループOB・OG

1月隼度当初にあたり︑地区幹事の皆様か

鈴木

いり書面での議案決議の対応となりました︒

ら会員宅へ議案のポスティングを実施してい

会

鈴木 俊一

哲

ただき︑会員各自より活動へのご意見等をい

副会長

悦信

橋本

雅信

郁子

長
ただき審議を進めました︒

細谷

悦子

設楽

東海 静雄︵新任 前常任幹事︶

事務局長

佐藤

博

承認をいただいた活動のポイントは次によ

常任幹事

田中

ります1一

・サークル活動の活性化

岡田 志紀 ︵新任︶

・会員拡大施策の強化

ワ㌔組織の活性化

≠グラウンドゴルフ愛好会

蒋︶サークル活動

してH隼問に渡りご活躍︶

石原

・会報の発行

1︑会員と社会にとって価値ある活動

・NTT−OB・OG芸術作品展の開催
弔 事

男女23名が集い︑2ゲームマッチで得点を

アーの確保に二見二

・文化講演会の開催

HP管理者

43名

憂︑そしてハイタッ

・レクリエーション活動の実施

︵退任 渡辺 盛正 事務局長・副会長と
表彰式を兼ねた懇

親会ではお互いの健

義祐

チ︑和気あいあいに

・ボランティア活動の実践

昔はストライク連発！l

ゲームを楽しみまし

攣￣二￣舐
︻
た

和気恋々で一献

競い︑豪快なストライク︑狙い澄ましたスぺ
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各地区電友会だより（山形）

・合印元隼度第7回大会 ︵10月31円︶

cc︑8月21日ニューブラッサムGC︑9月

18日さくらんぼcc︑10月12日宮城蔵王cc︑

2年度は︑新型コロナウイルス感染拡大に

男性優勝叶 呂悦

準優勝設楽 良太

伴い︑総会・出陣式の中止とともに︑4月か

3月日日に予定していた総会並びに出陣式

の早期の終息を願っております︒

日月4日天童ccを計画しています︒コロナ

・令和元年度第8回大会 ︵日月17日︶

女性優勝押切 良子 準優勝高橋 トミ

動も休止状態にあります︒本年度は︑昨年に

男性優勝影澤 保雄 準優勝菊地 欣一

らのグラウンドゴルフ場の使用制限に伴い活

団体優勝した︑電友会県大会及び退職者の会

女性優勝叶 京子

す︒感染拡大も早く終息し︑外出の自粛・企

が︑新型コロナ感染防止対応のため中止にな

準優勝渡辺比佐子

県大会の連覇を目指していましたが︑開催が

業等の営業自粛も解消され︑会員全員で爽や

り︑討議資料を会員に配付し意見集約とした︹︶

㈲ななかまど会

かにプレーできる日が来ることを願ってやみ

2名の新入会員を迎え前年同様37名での活動

危ぶまれる事態となっており︑非常に残念で

ません︒昨年度の第7回及び第8回大会の結

開始となりました〝

㈲パークゴルフ愛好会

分利2年も5月に入りいつもの年ならば爽

が一変︑自粛自粛の毎日です︻＝健康増進を1

て深瀬源作氏に特別

今年度はコロナ感染拡大防直により︑会員

番の目標に清動を行って来た当愛好会として

やかな空の下で︑和気あいあいグランドでプ

の命と健康を第．に4月︑5月の例会は中直

意気消沈︑花慢花慢の毎日です﹂

功労賞が授与されま

となり︑6月15日蔵王cc︑7月17日大石旧

レーを楽しんでいる時期ですが︑今年は状況

熟年ゴルファー
したl

氏と鱒歳の祝いとし

を達成した渡辺盛正

月にエイジシュート

が盛大に行われ︑8

天童ホテルにて納会

優勝は渡辺盛正︑準優勝は松田亘二㌦ 終了後

は日月5日天童ccにて開催され参加者23名︑

元年度最終戦第8回例会 ︵通算285回︶

果は︑次のとおりです︹

腕自慢のメンバー

各地区電友会だより（山形）

さて︑元年を振り返れば当会の月例大会で

ス解消・健康増進に邁進してまいります︒

針仕事は自宅でもできますので︑﹁針ワー

ク﹂頑張りましょうとメールしたり︑ハガキ

令和2年に入り︑例会を2度しましたが︑

顔をつきあわせての

㈱パッチワーク布紗活動報告

会員の上達ぶりが際立ってきました︒その他

その後の ﹁コロナウイルス﹂ で︑生活も会の

励ましがなければ︑

ホールインワンを数大会で記録するなど︑各

各種大会にも積極的に参加し︑また他の愛好
活動も一変しました︒

り導入した当会の証でもある統一された赤い

てきました︒パークゴルフ場では︑元年春よ

早い収束と会員が集

いものです︒1日も

なかなかはかどらな

を出し合ったりしました︒しかし︑お互いの

会との交流会も行い活発な交流活動を実施し

帽子が︑他のプレーヤーに好感的に見られ連

品展も開催が出来ないかも知れないこと︑作

新年度の総会︑例会を中止し︑またOB作

後半2回開催し︑勝

また︑大会競技は

優勝 戸田 清一． 準優勝 浦山 勇

・第3回目 芸¶卸元午日月14口︶

大会入賞者

を獲得した︒

者らは﹁図書カード﹂

月2回の例会は︑OBサークル故に︑サロ

自粛はつらいものです︒

品の発表の目標も定まらない中での白宅での

の開催となった︒

影響を受け16回のみ

下半期の例会競技は新型コロナウイルスの

回目となる例会競技を会員13名で開始した︒

の進め方等の説明があり︑早速︑通算610

務局長からは大会・例会及び懇親会 ︵食事会︶

副会長から会員募集・研修などについて︑事

令和元年下半期例会開催にあたって︑会長・

㈲囲碁愛好会︵水曜クラブ︶

にしております︒

う場の再開を楽しみ

会運営となっています︒．

練習日での会話も盛り上がり明るい雰囲気の

帯感を示しています︒会員も年々増え続け︑
早く皆で勉強したいですね〜

ンでの集いはお互いの刺激となり楽しみと
なっていたことを再確認しました︹

メールやハガキで励まし合ってます

実力伯仲 根気勝負

今年は1日も早く自粛解除となり︑ストレ

帽子が揃い遠征しました

各地区電友会だより（山形）

によるレベルアップや日月8日

新型コロナの影響で当面5月一杯活動を休止

勇

位5点選出︶

・第4回目 ︵令和2年2月14日︶

浦山

し︑メール等による勉強会を実施しておりま

準優勝

を願っているところです︒

令和元年度下期の成績は

堀江

代逸

準優勝

・第4回 ︵日月16円 14名﹀

優勝

五卜嵐喜隆

準優勝

・第5回 ︵に月14日 ﹇山名︶

優勝

・第6回 ︵1月川‖ 20名一

吉日

原田

巌

智弘

握って﹁和気諸々﹂とプレー再開している事

のゴーサィン発出で︑仲間達が集まり︑牌を

会報が発行される時期には︑霞城クラブから

今現在︑仲間に感染者も発生せず︑東北の

と感染防止対策の徹底を周知いたしました︒

の決断で中止︑30名の会員へ総会資料の送付

更に︑令和2年度5月の総会と例会も苦渋

月の例会を中止決定しました︒

を守り︑その結果﹁家族を守る﹂主旨から3

のの活動であることから︑自分を守る︑仲間

技﹂﹁3密 ︵閉・集・接︶﹂と自粛項目そのも

ております︒また︑我がサークルは ﹁屋内競

立ち﹄ のリスクが大きいなど萎縮︵自粛︶ し

大変な世の中になっており︑感染すると﹃旅

新型コロナウイルス感染と戦う高齢者軍団

︒
す
昭麻雀を楽しむ会

〜日日には﹁第5回クラブ展︵出品作品47点︶﹂

邦夫

自前作品展

滝川

コrjと・

優勝

1一′

■九

を開催し ︵来場者339名︶ 大好評を得まし

、−J 一一

令和元年日月及び令和2年3月︑出前寿司

ノー

た︒12月3日〜4日には︑昨年に引続き栗原

，⊥て

を囲んでの懇親会を開き︑昔話や最近の話題

ノー一丁 十一・．一 二二、、

市の伊豆沼・蕪粟沼へ1泊撮影会実施︑2月
には昨年度2回目の
クラブコンテスト︑

′三一三モ二十∵㌍jJ章

やら花を咲かせた︒
令和2年で25年目を迎えた本国碁愛好会︒

本年の最大課題は高齢化している会員の健康
第54回山形県写真展
では︑クラブ員から

入賞1点・入選9点
を出しました︒3月

には年度総会兼例会

を予定していたが︑

伊豆沼 野烏の舞
メンハー集合

一■
一
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維持と会員拡大である︒更には︑棋力向上と

共に今までにも増しての親睦である︒

鋸NTTIOB写真クラブ

元年度後半の活動は︑9月の例会時に ﹁写
真の選び方﹂の勉強会︑クラブコンテスト︵卜

4

出前 寿司勝負

各地区電友会だより（山形）

度の定期総会は︑新型コロナウrルス感染拡

のため︑2年度のスタートができません︒早

・残念ですが新型コロナウでルスの感染防止

準優勝 押切 恵一
大防止の観点から誠に残念ながら集合総会と

く終息してコースでプレーがしたいものです︒︶

優勝 原‖ 智弘

元年度の活動

優勝

佐藤

覚

準優勝

2
3
名
︶

観桜会は中止といたしました∴

昨年は雨で中止となることが多く残念でした︒

・第7回 ︵2月22日

報告︑2年度の活動計画等は総会資料の紙L

智弘

原田 智弘

∴先年日月日日チ

原田

・年間総合優勝
配付にて総会といたしました︒

ェリーランド河川

渡辺 盛正
2年度の主な活動計画として

敷にて締めのプレ

ーを行い︑その後

‡会員の拡大
ラ文化・サークル活動を推進し会員相互の

︻3■NTTグループ諸施策への積極的協力

・2年度は︑例会・練習会にも多くの会員が

いました︒︶

ヒノキ風呂のある︑ゆらら温泉にて納会を行

享地域に貢献するボランティア活動を支援

化を推進することなどといたしましたが︑本

格的な活動は︑新型コロナウィルスが落ち着
いた時点からの活動となりますので︑大幅な
活動縮小となりますが︑それまで元気で個々

人が活動開始に向けた心身の鍛錬をすること
を望んでいます︹−

元年度は他地区からの編入1名と東北以外

のエリアに転属のための退会があり元年度末
では前年度末と同じ75名となっていました︒﹀

ワ︼年度豆なって健康上の都合や施設入居さら
には闇十戒黒鳥豆チリ4名が退会となり︑4月

末時点て封名言縮小してしまいました︒

◎サークル活動
甘グラウンドゴルフ愛好会

納会模様

参加して頂き活発なサークルとしていきます︒J

親睦を深める

さ〜て

早くのむべえ〜

与支部等との情報を密にし︑組織力の活牲

どっちに曲がる7

・年間総合準優勝

◆電友会さくらんぼ
◎定期総会の問催
令和2年4月21日に予定していました2年

笑顔のメンバーか楽しむ会

各地区電友会だより（山形）

・残念ですが新型コロナウィルスの感染防止

榔パークゴルフ愛好会

す
⁚
︼

めに！メンバーは少数ですが︑活動は活発で

動かして︑いつまでも元気な毎日を過ごすた

テルにて舞台付の会場で賑やかに︑練習成果

∴光年12月6日に冬の発表会＆総会を市内ホ

らない︒早く大きな声で歌いたい！

回目の清拭タオル寄贈を行いま

・老人福祉施設からの要請もありほ年間の演

た

で︑延べ約15＝00名への指導を行いまし

・塞河江市および西村山地区の小中学校6校

けております︒

ベントへの積極的な出演など長年にわたり続

とした伝統文化継承教育︑文化祭等の地域イ

す︒その会長として︑地域の小中学校を対象

し︑ボランティア清動を目的に活動していま

承活動を平成元年に仲間10人と愛好会を結成

・後藤キヌエさんが︑琴を通じた伝統文化継

八竜友会本部ボランティア活動賞を受賞︶

したが︑2年度は硯時点で休止状態です︷リ

二光年度は

ふボランティアグループ﹁愛のはと﹂

心を開き和やかに楽しみましょう︒

ンスですL﹀ みんなが

を覚える絶好のチャ

好きな歌︑新しい歌

飛び入り参加大歓迎︑

︒
た
・暇な時︑月例会に

の発表会を行いまし

のため︑今年度のスタートができません︒■

・元年は日月19日に秋季大会と納会を白鷹町

パレス松風にて開催
1年間の締めを行い
ました︒
・2年度も早くプレ

ーを始めたいと会員

棚カラオケ愛好会
・3密が最も気掛かりな愛好会︑一人カラオ

楽しそうな皆さんの手拍子

うまいべえ〜

今日も歌うぞ

スマ
思い切り

ケやオンラインカラオケでは観客なしでつま

あれれ 変化してるぞ
何をうたっているのでしょう

皆が楽しみにしてい
ま
す
︻
︒

㈲卓球愛好会
・早くいつもの活動をしたいものです■ 体を

（1

寒いか 元年最後頑張るぞ〜

パークゴルフ愛好会
（納会にて）

各地区電友会だより（山形）

奏を続けております︒この度その活動に対し

信会議という形で審議していただいた︒結果

実害﹂ に返信用ハガキを同封して配付し︑通

3

月

1

3

日

ツ子さんが承認された︒

戸村悠子さんが退任し︑新会計監査に水田ミ

し︑新幹事に東海林晴雄さん︒﹁ 会計監査は︑

吏役員体制は︑幹事の清野和義さんが退任

浦と穴原温泉の旅

人のなさぬなりけり︶ 福島の復興を望み松川

せば成る︑なさねば成らぬ何事も︑成らぬは

③旅クラブ1泊旅行は︑﹁上杉鷹山公 ︵な

②新会員歓迎招待ボウリング交流会

蕉の道と分水嶺を訪ねる旅﹂

①特別企画第8回歴史探訪︑日帰り旅﹁芭

決定事項は次の通り

子承された︒

誠におめ

本部より活動賞を受賞されましたっ
でとうございます︒

◆村山クラブ
◎定期総会

りまで封合せを重ねたが︑新型コロナウイル

総会﹂は︑延期してでも実施したく︑ぎりぎ

4月﹇ 日に予定していた ﹁令和2年度定期

電友会本部ボランティア活動費を受質した
後藤キヌエさん

ス感染症拡大は収まらず ﹁緊急事態宣言﹂ が

◎村山OB会ボウリング大会

ボウルモデルノ2020．2．7

が参加した一︼

日東根市﹁ボウルモデルノ﹂ で行われ︑18名

第8回ボウリング大会は︑令和2年2月7

第8回ボウリング大会参加者

今年は暖冬で雪かきの重労働もなく元気一

早坂ヨシ子さんの力強いフォーム、
信じられない84歳、結果こうなる↓

筆舌通じた伝統文化鞭承活動への雷獣

発令きれ︑止むを得ず幹事会で了承を得た﹁議

議案審議の幹事会 クアハウス碁点 令和2年

賦
手ヌエさん
後藤
東北

総会議案を審議する幹事会 クアハウス碁点

17

各地区電友会だより（山形）

杯ゲームに取り組ん
だ︒ストライク・ス

ペアには︑近隣レー
ンからも駆け寄りハ

イタッチの祝福︒和

やかに熱い時間を過
ごした︒

表彰式と昼食は︑
﹁マゼランの台所﹂で

秋久保

こうしたいと言う気持ちが便利な使い方を実

格段に進歩した教室になった︒こうありたい︑

文章にする事をやった︒今回で12回を数え︑

イトル・サブタイトル・本文を入れ︑1つの

5回までは鉛筆書きした文章をワード等でタ

ン︑変わらず美味しかった︒

だ︒昼食は︑恒例の ﹁若葉食堂﹂ でのラーメ

設定や失敗しない印刷等のテクニックを学ん

ショートカットキーで簡単便利・セルの書式

話︑実践しながらのキー操作では画面コピー︑

現させるものです︒﹂
と挨拶した︻

PC教室の最初は
Wi nd o w slOの

バージョンアップ︵1

年に2回大規模アッ
プデート︑他にも小
規模アップデートが
ある︶ とサポートの艶

◎NTTグループOB・OG交流会

しい出し物が披露されたU歓談は続き︑そこ

音頭﹂を被露した︑その後は各地の合唱と楽

始まるレ﹁ 村山が指名され ﹁NTT村山OB

して︑両川英樹山形支店長が挨拶︺懇親会が

山から封名が参加した︑し最初に主催者を代表

タン山形を会場に開催された交流会には︑村

元年日月25日︑山形直のホテルメトロポリ

16名が参加

開催︒表彰式では︑
優勝者に定番の米1

年分 ︵食べ方にもよ

る︶︑以下順位賞・飛

賞・参加賞と各自の
パフォーマンスに対

しい時を過ごすことが出来た︒

男子優勝

早坂ヨシ子さん

廣さん

女子優勝

◎村山OB会パソコン教室
第12回パソコン教室は︑令和2年2月13日・

14日の2日間楯岡地域市民センターで開催さ

﹁第1回1

2020．2．13〜14

PC教室参加者

今

れ︑16名 へ延謂名︶ が参加︒講師はOB会員
の中山正弘さん﹁■

今隼も教室開催にあたり会長は

不思議に毎年同じような場面に出会う。不明な事・知ら
ない事に、みんなで教え合う・答え合う、和やかな時間。

真剣に聞いていますが、円卓なので、お互いの顔が見えて、
わいわいがやがやと楽しい時間。

表彰式、男子優勝・秋久保さんの挨拶
秋久保廣さん、早坂ヨシ子さん

】一一

＿

男女優勝者

続いてスポーツの後の食事とおしゃべり︑楽

する賞品をゲット︒

l粥；一一亭＿＿

各地区電友会だより（山形）

かしこで旧交を温める光景が見られた︒

◎サークル活動
㈲グラウンドゴルフ愛好会
元年10月23日︑秋恒例の村山OB会GG大

会＆芋煮会を碁点竜神コースとクアハウス碁
点で︑20名の参加で開催された︒

会長が ﹁運動を継続している人は健康寿命
が長くなる﹂との研究結果を紹介した後︑5

組に分かれてゲーム開始﹁
菅井政義さん︑中山正弘さん・小池孝三さ
ん・寒河江久美さんがホールイン・ワン達成︑
暑さに負けず熱戦を展開した■

人の近況報告を含めた自己紹介を皮切りに︑

術部などの他︑芸能部もあったかなと考えて

ケも大繁盛︑元職場のNTTには営業部や技

親睦と健康維持を求めて精進を続けていま

㈲ゴルフ愛好会

女子優勝丹野 郁子 準優勝寒河江久美

男子優勝菅井 政義 準優勝池野 勝美

大会結果 ︵敬称略︶

しまうような状況だった︒

賞賛あり︑ひやかしありの賑やかさ︒カラオ

碁点竜神コース
2019．10．23

す︒令和2年も計画し︑実施しようとしたも

のの新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

見送りとなっている︒

㈲卓球愛好会

（昨年4月の写真）

毎週木曜口︑NTTOBの中野さん宅をお

いつプレーできるかなあー

曇りのち晴れ、見通し良好。秋のGG大会＆芋煮会参加者

最後はNTT村山OB音頭、全員で声高らかに合唱。
中山さんのってます。．

ホテルメトロポリタン山形2019．11．25
村山の会員

クアハウスに移動し︑表彰と芋煮会は︑各

男子優勝の
菅井政義さん
女子優勝の
丹野郁子さん

N［グループOB・OG交流会で「NTT村山OB音頭」を合唱する

り

各地区電友会だより（山形）

慮しながら無理せずに︑体を動かし汗かいて︑

借りして︑毎回10名前後が集まり︑体調を考
ういうプレゼントは生まれて初めてで感動し

お祝いしたU翌口の朝食時に中野さんから﹁こ

となり︑1日がかり

早い人で朝7時過ぎ

と盛大に開催されましたハ一酒田からの出発は

わせも行い1日を楽

よう！﹂との意識合

を1人誘って参加し

年はそれぞれが友達

オケを楽しみ︑﹁来

帰りのバスではカラ

20名が参加しました︒

すが︑前年を上回る

のイベントになりま

ています﹂とお礼の挨拶があったー一

大防止で休みとしている︒

2月末からは︑新型コロナウイルス感染拡

食べて飲んでお喋り︑笑いの絶えない卓球会

﹁米寿祝﹂と卓

◆酒田電友会
◎定期総会について
令和2年は新型コロナウィルスによる感染

Rl山形グループOB・OG交流会

を楽しんでいる︒
2年2月6日︑中野さんの

球愛好会の﹁新年会﹂■預り
を開催した︒中野弘
志さんへのプレゼン

トは︑全員から ﹁個

人の感謝の気持ちを
表した3行メッセー
ジ﹂をプレゼントし

しみました︒

新型コロナウィルスの感染拡大防止を図る

が猛威を振るい︑不要不急の外出は控えざる

定期総会の集合開催は見送り︑書面による実

観点から︑4つあるサークル全てが4月・5

◎サークル活動

施としましたが︑事業計画等は多数の賛同を

月は活動を自粛しました︒﹁体を持て余して

を得ない状況にあったことから︑酒田電友会

得て承認されました︒

いる﹂ ﹁自粛って幸いなあ﹂等︑沢山の声が

聞かれました︒

米寿を迎えられた9名と傘寿を迎えられた

5名の方々に対する祝詞については︑本来で

伽グラウンドゴルフ愛好会︵木曜クラブ︶

り︼牢5月の連休明けも活動自粛中ではあり

しノ＼フレーしましたU

元年度の延べ参加人数は200名を超え楽

あれば総会の場で行うところですが︑今年は
それもできず非常に残念です︒︸ 来年は総会の
場に招待させて頂き︑当年度対象の方と合わ
せて盛大な場を設けたいと思っておりますrU

こし一カら︑5月14日にマスクをしながら試行

ましたが︑緊急事態宣言解除の声も聞こえた
県内合同による交流会がメトロポリタン山

的に練習会を実施しました︒特に問題もなく

◎NTT山形グループOB・OG交流会

形にて過去最高の参加者を得て︑会場も狭し

20

左から早坂ヨシ子さん、
中央が中野弘志さん、右は奥様

芸達者な清野さん（右上）
宴会は大盛り上がり

各地区電友会だより（山形）

近隣の線地帯を散策し

ばれていることカら︑当囲碁クラフも自粛は

していますが︑そろそろ活動を開始したいと
ころです︒口やくコロナが収来してほしいです

棚ゴルフ愛好会︵砂防林︶
元午度は定期例会が8回︑遠征1回︑NT

◆上山電友会

◎令和最初の新春の集い

じゃんけんゲーム・けんに遊びで盛りトカ

加人数が多くなることから楽しみにしている

れました︒今年は2名の新規入会があり︑参

ました︒会長は災害のない年にしましょう︒■

泉三木屋で行われ︑20名の方から参加を頂き

新春のつどいが︑令和2年1月20日高松温

る ⁚

のですが︑コロナの関係でコンペが出来ず天

被災者カンパご協力に感謝申し上げますと挨

TOB交流県大会が1回︑計画どおり実施さ

変残念です■．■ 6月くらいからはプレーしたい

拶︒次に乾杯の音頭で懇親に入りました︒久

に勝ったびに賞金を次々にゲットする方︑あ

次にジャンケンゲームを行いました︻︺真剣

を皆さんに披露してもらいました︒︼

りの早い方から景品を引き当て︑景品の中身

アトラクションでは︑ビンゴゲームで上が

近況や様々な旧来事に花を咲かせていました

方ぶりの対面で︑お互いの無事を確認し合い

ですね︒

砂防林

楽しくフレーしました︑

か歩こう会

毎年春と秋の2回︑
ていますが︑今年6月の実施はどうするか？

ただいま思案中です︒

㈲囲碁愛好会
昨隼度︑当愛好

きらめ半分でする

方︑それぞれでし

た﹁−優勝者は斎藤

秀明さんでした一

次にけん上遊び

を石いました﹁ ル

ールは大川1肯・

−り品川り†工．・‖−⁝nJ

相このあとは、何が出た7

会の定例会には延
べ278名の参加

があり︑対局によ

る技量の向上はも
ちろんのこと︑会

員相互の親睦も十
分に図られました

3密の厳禁が叫

10月分コンペ

マスクをしてのプレ一㌧でも楽しいなあ…
R2初練習

久しぶりに集まりました
R2初練習

各地区電友会だより（山形）

点・とめけん10点・所要時間1分で行い︑優
勝者は40点t藤iE光・2位五巨嵐辰一．∴3位

梅津和彦・4位蔚藤繁雄・5位大野政敏各氏
でした︒偶然にも幹事が上位を占める結果と

◆電友会おいたま

きる場となり︑今後の創作意欲をさらに高め

る機会となりましたハ■

展示会開催の趣旨をご理解いただき出展に

1日までの6日間︑米沢市の中心地にある展

回文化作品展﹂を令和元年日月26日からほ月

分利元年度最大イベント事業である ﹁第1

ます︒特技や趣味を活かした作品作りの輪が

催に取り組むことへの期待が寄せられており

00名あまりの来場者を迎え︑今後も継続開

作品が︑開催期間中予想をはるかに超える4

快くご了承いただいたOB6人・OG14人の

示発表のメイン会場である憧れのナセBA

更に広がり︑会員用圧の親睦が深まると確信

◎第1回文化作品展の開催

︵米沢市文化複合施設︶ において︑電友会お

しました

でも︑精力的に創作

なってしまいました︒

いたまと退職者の会米沢協議会と共同で開催

今回の作品展示会には︑事前準備・作品の

搬入設営・展示二受付・撤収等︑多くの皆様

致しました■

展示させていただ

にご協力いただきました︒皆様のお陰で︑成
様
模
示
展

いた作品は︑NTT

最後にカラオケを昨年のサークル大会で優

活動を続けられてい

を退職された今日ま

勝の万から次々とのどを披露していただきま

るOB・OGの皆様
20名の ﹁ハッチワーク・刺し子・書道・絵手

し
た
︒

温泉につかりのんびりとつかり︑真剣に

紙・切り絵・本日込人形・絵画・写真・盆哉﹂
など購作品で︑どの作品も来場者の足を止め

なったり︑笑いありで楽しいひと時でした︒

心残りは︑80歳代の万々が︑介護⁚入院な

させ︑くぎ付けにしてしまう心のこもった力

作︑秀作そろいでした

ど参加したくとも来られない状況に年々なり
それでも大勢

この秀作は︑米沢糾問廿の記事に取り仁亘

つつあり︑寂しさを感じますr

の万から参加していただき︑感謝申ししげま

られたばかりか︑NCV木沢から障腸一門の
NTTE

今午もよいことが沢山あることを願いつ

す■

祐二家庭にもTV放映ンごれるなレ∴

会長はじめ軒事の伴さ

つ終了ヒなりました

﹁秘めた力﹂を卜二分にPRで

OB・OGの
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ん一牛懸命でこ苦労様でした・

作品展は大成功l
やり切った笑顔の皆さん

各地区電友会だより（山形）
◎第2回電友会・退職者の会合同新年会

上げます︒ありがとうございました︒

功裏に終了できましたことに心から御礼申し

時を共有でき︑﹁ワンチーム﹂ の実現を実感

です︒心は昭和の40年代？を駆け巡り幸せな

鈴木会長発案の﹁みんなでコーラス︵ハモリ︶﹂

をはせ︑一緒に歩み口ずさんだ昭和の名曲を

に感謝し︑御礼申し上げます︒

しいお酒などを頂きご馳走になりましたこと

鈴木会長・山本さん・遠藤道子さんから美味

り多大なご芳志をいただきましたことし︒また

令和の新たな年を迎え︑記録的な暖冬によ

◎冬の風物詩雪灯篭を作成しました

沢雪灯籠まつりに合わせ︑雪灯籠の製作を2

令和2年2月8日から開催される第43回米

がら中締めを織田理

あっという間の2時間半︑別れを惜しみな

しました︒

り道路に雪のない2年1月23日︑第2回NT

Tおいたまシニア倶楽部新年会を地域の公民
館﹁春日会館﹂ で開催致しました︒

︒
た

月5日と7日の2日間にわたって実施しまし

だきましたっ

の43基に数を絞っての開催へ変更され︑NT

ない雪不足から灯篭制作数を例年の3割程度

今年は︑記録的な暖冬の影響でこれまでに

子さんに締めていた

の暖房バッテリの部屋で︑ご近所もお隣も誰

ら来年の新年会が楽

一見﹁隠れ家風﹂和室20畳もあるスペース

も何も気にしなくてよい最高の環境の中︑心
しみです︒

⁝今か

ゆくまで和気あいあいの新年会の開会です︒︶

最後に︑NTTお

の3基から2基の製

名司会︑屋代良子さんの進行で︑退職者の

開始直前に近くのスーパーマーケットから届

作となりました︒そ

Tグループでも例年

けられた食べ切れないほどの美味しいご馳走

れでも電友会おいた

いたまPG愛好会よ

を前にお互いの話が弾み誰もが笑顔満開ですへ︺

ま・NTT退職者の

会鈴木会長のご挨拶︑後藤会長の乾杯と続き

出し物のトップは︑お楽しみ抽選会のスター

道の両側に吾妻スカ

は︑牛後1時から参

り︼り5日の1日目

きました

く発揮することがで

ないパワーを遺憾な

つまでも衰えを知ら

同で1基作成し︑い

会米沢地区協議会合

味に吟味を重ねて準備してくれた商品に皆様
の目が輝きます︒

続いては︑参加者全員一人ひとりが︑今年
の夢や抱負︑そして趣味などを発表し︑健康

と幸せと安全を誓い︑お互いに鋳き・感心し
合うなど︑時を忘れて盛り上がりは最高潮で
す
︹
⁝

圧巻は︑私たちの心躍らせた青春時代に夢

もう少し右、いや左だ左…と
悪戦苦闘の雪灯篭作成

トです︒大竹千代子さん︑遠藤道子さんが吟
退職者の会
鈴木会長のご挨拶
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各地区電友会だより（山形）

居の真向かいに基礎台作りから始まり︑木枠

イラインから運ばれてきた雪を松が岬神社鳥

◎サークル活動

ぎいました︒

のでした︒また︑庭園から望む鳥海山も被写

手による建造とのことで何れもすぼらしいも

彫刻︑庭園等の設計は日本を代表する人々の

できました︒

体にピッタリと満足した時間を過ごすことが

㈲Ph0−0友友

リアで行われました︹︶

令和元年度第3回撮影会が日月17日庄内エ

に雪を入れ踏み固めて作業終了です︒
2月7日の2日日は︑最低気温マイナス‖

度にもなった午前8時に集合し︑雪灯篭作り

き︑雪を削ることも出来ず︑悪戦苦闘の連続

最初の訪問地である羽黒町の松ケ岡開墾記念

さんが都合により欠席︶ で9時過ぎに出発︑

トし︑米沢へと帰途につきました︒

撮影︑最後に庄内観光物産館でお土産をゲッ

スワンパークに立ち寄り夢中で白鳥︑海鵜を

いつの間にか夕暮れ時となり︑帰路の途中

でしたが︑複数の灯篭奉行が︑自ら造作に当
館を訪れました∩ノ 旧

高畠駅に集合した3人組 ︵今回は鈴木幹司

たられ︑ユーモアたっぷりに ﹁右だ・左だ・

庄内藩士3000人

﹁第6回会長杯争奪ボーリング大会﹂ が令

利元年12月14日︑6名が参加して米沢ボーリ

ングレンズで行われました▲

競抜会は︑これまでと同じくハンディ

キャノフを設けて参加者全員優勝チャンスが

あるルールとし︑日ごろの練習の成果を競い

合いました

土門拳記念館の庭園から望む烏海山

の開始です︒2日前に踏み固めた雪が凍り付

もう少し⁝﹂と仲間を叱咤激励︑これまでに

的写真家として知られる十門拳から寄贈され

㈲ボーリング愛好会

が開いた松ケ岡開墾

松ケ岡開墾記念館

も増して立派で堂々とした雪灯篭の完成です︒

場は最終的に絹織物
工場へと変貌してい

くわけですが︑先人

の顕彰のため記念館▼
を開設されたとのことで︑先人の偉大さを改
めて想いながらの見学となりました︒

鶴岡市内で昼食の後︑藩校致遺館・大宝館
及び致道博物館を見学︑お堀の同国等を撮影
しながらの散策となりました︒

その後酒田市へ移動︑九州以外で唯一酉郷
隆盛を祀る南洲神社を参拝し歴史への思いを
はせました■⁚

今回の雪灯篭作成には︑2日間で延べ14名

た全作品を展示する記念館は︑建物や中庭の

更に上門拳記念館へ立ち寄りました・世界

もの会員の方よりご協力を傾き大変有難うご

コ」

見事に完成しましたt

各地区電友会だより（山形）

優勝を意識してか︑必要以ヒに皆さん力が
入り︑ストライクやスペアがなかなか取れず

四苦八苦する場面も見られましたが︑参加さ
れた皆さん全員元気に3ゲームを投げ切りま
し
た
︒

集計の結果︑優勝は例会毎徐々にアベレー
ジを上げていた清水優子さん︑第2位はいつ
も元気な小嶋富子さん︑第3位は常に成績上

位の織田理子さんと︑上位は女性陣が独占と
なりました︒

男性陣は残念ながら第4位以下となり︑次
回大会でのリベンジを誓いながら終了となり
ました︒

3ゲーム投げ切って
賞もゲット。
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