
感隈見切葛噂ゐ調電友会五ツ橋クラブ

●「五ッ橋クラブ」には20のサークルがあり、275名（うち電友会会員239名）

の方が仲間との交流を楽しんでいます。

●皆様の趣味を活かせるサークルに参加し、生き甲斐を見つけてみませんか。

●舌サークルでは、随時会員を募集しています。

この機会に、是非、お気軽にお申し込み、お問い合わせを！

●仲間を集めて、新たなサークル結成も大歓迎です。

現在、サークルの無い分野で同好の方を募りたい方も情報をお寄せ下さい。

行ノ聖ニスかある　会う束がいる　することがある
発行責任者
電　友　会　五ノ櫓クラブ
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サークル登録状況（2018年1月末現在） ���� �� � 

しこl �「「・二二 三与l � ��二：二：・′＝コ、丹心靂 �l 

五　ッ　橋　国　章　ク　ラ　ブ �16 �ll ��着付・茶道（華ぐるま）サークル �9 

俳　　句　　同　　好　　会 �6 �半■ l ��五橋ゴルフクラブ（lGC） �46 

五　　橋　　川　　柳　　会 �4 �1に ��フラダンスサークル　手工レ �10 

邦　　画　　同　　好　　会 �10 �lu ��はぜっ子クラブ（釣り） �22 

仙　台　電　電　観　世　会 �7 �し厚 ��l　T　サ　ー　ク　ル �14 

画　　友　　ク　　ラ　　ブ �16 �障 ��五　ッ　橋　吟　友　会 �11 

オ　レ　ン　ジ　歴　訪　会 �30 �1号 ��ダンススポーツサークル（DSC） �8 

書　道　サ　ー　ク　ル �3 � � �フォトサークル（lPC） �11 

グラウンドコルフクラブ �12 � � �カラオケ愛好会サークル（DIK） �12 

！；号； ��小品盆栽・山野草愛好会 �8 �l ��五　ッ　橋　山　の　会 �20 

趣味のサークルへの ������計20サークル �275 
お問い合わせ・お申し込み方法　各サ‾クルの連結先へ直接ご連絡・または

五ッ橋クラブ事務局へご連結をお願いいたします。

〒984－8519

仙台市若林区五橋三丁目2－1NTT五橋ビル内

1竜l：022－212－1443　Fax：022－212－1444

Mail：keyaki＠cocoa．ocn．ne．jp（平井）



例会は毎週土曜日（第5曜日を除く）の午後に行っています。
場所はNTT五橋第2ビル1階OBサロンです。

16名（会員13名）

会長：藤島　晃　　幹事：大澤　孝夫

（022）384－0560・090－1069－1073（大澤）

囲碁は脳の活性化にも良く、力の差があっても置碁により対等に遊ぶことが
できます。例会ではみんな和気あいあいと楽しんでいます。
各県との交流会（南3県：福島、山形、宮城）、（北4県：岩手、青森、秋田、宮城）
やJR囲碁クラブとの交流戦を毎年行って親睦を深めております。
初級者から高段者まで多くの皆さまのご加入を心からお待ちしています。 彗一，野

毎月第3金曜日　午後1時～3時（OBサロン）

6名

代表：青山　誠一　事務局：富樫　瞭

（022）218－3787（富樫）

句会は講評を行いながら交流とレヘル向上を望む会です。
俳句づくりは、今テレヒでも大好評。五七五を楽しんでみませんか。

初心者大歓迎l

釜　㌢∴言誓

毎月第4金曜日　午前10時30分より2時間

（OBサロン）

4名

代表：金澤　寛人

（022）278－0288（金澤）

明朗な雰囲気で句会を楽しんでいるサークルです。

川柳に興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

才．
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毎月1回第3木曜日　午前10時から

（OBサロン）

10名

会長：鎌田　善也

（022）244t3555（鎌田）

初心者大歓迎です。
水墨画を中′いこ描いています。お気軽にお出かけください。

なお会費は年2000円です。
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稽古日：月に3回水曜日　午後1時より（OBサロン）
発表会：春、夏、秋の3回（長町市民センター）

7名（会員4名）

会長：飯倉　丈夫

（022）386－1566（飯倉）

「能」を声だけで表現する「謡曲」を稽古していますが、腹の底から声を
出し日本の古典文化を勉強しています。特に伊勢物語、源氏物語、平家
物語などで多くの和歌も覚えることができます。昔習った方も初心者も
大歓迎。

毎月第4火曜日スケッチ会（OBサロン）

年1回展覧会のほかNTT、テルウェルビルへの展示

16名

会長：斎藤　正　　幹事：高砂　純治

（022）247－5785（高砂）

絵には「うまい絵」と「よい絵」があります。「うまい絵」が必ずしも見る人の心に響くもの

とは限りません一上手、下手を気にせず自然体で画くとき見る人の琴線にふれる「よい絵」

が期せずして生まれるようです。絵はタメと思っている人程大歓迎です。自分の才能に驚く

こと必定です〆まずは例会を覗いてみてください。

例会は4月から11月まで（8月除く）の原則第3火曜日

総会は3月で年間計画の調整と親睦会も行っています。

30名（会員26名）

会長：小久保　仁　　副会長：高橋　勝三

090－4880－3578（小久保）

仙台市内を中心に「城館跡・神社・仏閣」などを、当会の担当ガイドが案内します。

例会は大人の「遠足感覚」で史跡を訪ねます。年1回はハスをチャーターし、日帰りの行

程で遠隔地まで足を延はします。みなさん、例会に参加して歴史探訪してみませんか。

また、女性も例会を体験し歴女に変身しませんか。7名の女性会員がいます。

毎月最終水曜日、OBサロンにて定例会とし、臨時に
食事会、研修旅行を実施。
年1回展覧会のほかNTT、テルウェルビルへの展示

3名

代表：伊藤　四郎

（0223）29－2720（伊藤）

会員全員老齢なので心細いのと、クラフの存続をするには若い人が必要
なので是非加入して五ッ橋クラブの発展をさせてはしいのです。

稲荷山王如院ミ篇色町～の五百羅漢更にで
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練習場所：真申田中央公園サッカー場
練習：毎週月・金　午前9時から日辺GGと合同練習
年2回コンペあり。年会費1000円

練習日毎1人100円（会場使用料）

12名

会長：天野　哲雄　　事務局：武田　弘司

（022）24ト0155（FAXも）（武田）

和気あいあいで楽しむことが一番と考えているサークルです。道具

がなくてもサークルに練習用がありますので大丈夫です。

是非お出かけください。

■’′　ヰ　J　■　ヽ

月1回第3月曜日例会を開催

（OBサロン）午前10時から12時

電友会作品展等に作品を展示

8名

代表：武山　幸雄

電友会事務局（022）212－1443

FAX（022）212－1444

盆栽は難しそうと思っていませんか？盆栽が教えてくれる季節感、自由に自分の感性で作る楽しさ、小さな景色を自分なり

に作って癒しの時間を一緒に過ごしてみませんか。皆さんの参加をお待ちしています。

毎月第1・第2金曜日（OBサロン）

茶　道：午前11時から12時30分

着付け：午後1時30分から3時30分

9名

代表：渡凛　洋子　幹事：吉田　勝子

電友会事務局（022）212－1443

楽しいサークルです。箪笥に眠っている大事な着物を時折々に着て生活に潤いとゆとりを感じてみましょう。

初心者大歓迎です。まず自分で着て練習、先輩が着てるのを見て（見取り稽古）、他の人に着せてあげる、を繰り返して綺

麗にスマートに着こなせるようになり、嬉しさ倍増のサークルです．。

，頑肝響子

毎月1回の例会（毎回コースを変更）と11月か12月に各例会の1位、2位、BG者による特別例会

（チャンピオン大会）を実施。7月には南3県のOB会員とのコン
ペを開催、広く交流を図っています。さらにマッチプレーのゲーム

制を取り入れ趣向を凝らすなど変化をつけています。

46名（会員40名）

会長：小野　武　　事務局長：溢谷　健三

090－7065－9330（漉谷）

コルフ好きの会員達は“今日も楽しかったネ、IGC”を合言葉にプレーを続け、合間には近況報告等の情報交換等
を図り、OB・現役共々和気あいあいの雰囲気で競い合い楽しんでおります。



練習日：月2回（第2・第4月曜日）午前10時から11時30分（OBサロン）

発表会：年1回　ボランティア：年2～3回

10名

会長：萩野　芙沙子

電友会事務局（022）212－1443

和気あいあいのサークルです。先生がとっても価しく丁寧に教えて
くださいます。初心者の方大歓迎です。是非OBサロンにお出か

けください。

主に開上、烏の海、石巻等から出港する乗合船に乗り、仙台湾にて
季節の魚をねらっています。
例会は年7回はど開催しており、その他に臨時に年3回はど特殊な魚
を求めて腕を磨いています。

22名（会員21名）

会長：松本　善美　　副会長：鈴木　常雄　　事務局長：越後　祥己

（022）777－4510（越後）

魚を釣った時の感動と喜びを求め、大海原に出ます。また、釣った魚の料理も楽しく、おいしいも
のです。代表的な魚はメバル、カレイ、アイナメ、ヒラメ、ハセです。

初めての方も歓迎しますこ　道具の準備や釣り方等は親切にご指導いたします。

例会は月1回　第1月曜日午前10時～12時まで（OBサロン）

各月「担当制」で「テーマ」を決め、プロジェクター等を活用し、

学習内容の充実、会見相互の意識の向上を図って行く。

14名

会長：市川　和夫

（022）247－7133（市川）

例会は「担当制」でテーマを決め、プロジェクター等で発表し、会員相互に研修する。
例：PhotoGa‖aryの紹介、リナックスの種類、クラウドの話、Wl・Flと無線LAN．旧機（VISta）

再生への挑戦、写真とPC、敷買業務とIT、血液：検査の重要性、日本の海外ボランティア事情等
また、会員でハート・ソフトの専門家から汀全般について研修する。
・サークル専用メールを活用し、会員相互の情報交換を行っている。・lTに興味ある方の入会を歓迎します．、

敷；瑠㌻賢∵二∴霊芝竃竪琴蓑空襲幸肇
毎月第1・第2・第4木曜日　午後1時から2時間（OBサロン）

発表会実施・昇段審査・吟遊会への参加（希望者）・呼吸法の
伝授等。青葉祭でNTTの「山車」で木遣り紹介。

11名（会員7名）

代表：近藤　詣需　　幹事：浦島　巌

（022）243－4448（近藤）

E：kondoumj＠seagreen．ocn．ne．jp

会員の健康増進、親睦融和を第一としており、希望者へは稽古終了後「気」によ
る健康法・呼堀法等をご指導します。詩吟の他、木遣りも練習しております。練
習日に体験してください。

音更祭りでの木遣り手加メンハー

tomomi kudo
テキストボックス
第２水



毎月第1・第3水曜日　午前10時～11時30分

（OBサロン）

8名

会長：荻野　芙沙子　　事務局長：佐藤　紀也

090－5232－0014（佐藤紀也）

初心者はかりのサークルなので気軽に参加してください。先生の熱心な

指導と繰り返しの練習で誰でもが楽しく踊れるようになります。ダンス
は認知症予防・脳の活性化や足腰の強化に最適と言われています。レッ
スンの日にOBサロンに見学にいらしてください。

例会は月1回（第2火曜日午前10時から12時まで2時間）
（OBサロン）

年1～2回　野外等捷影会を実施します。

目名

会長：笹原　弘　顧問：阿部　豊　事務局長：佐藤　孫次

（022）219－3636（佐藤孫次）

例会には各自作品を持ち寄り、阿部顧問の講評を受け、相互に研修し、嬬影技
術の向上を図る。また、NTT五橋第2ヒル入口に月ごとに作品を展示しています。
ベテランの方・初心者大歓迎こ
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月2回（第1・第3木曜日
午前11時30分～午後5時頃迄）で例会を開催。

午前11時30分～午後1時まで昼食懇談
午後1時～各自自由選曲

12名（男6名・女6名）

代表：近江　洋一　事務局長：本間　吉雄

080－1655－6351（近江）か（022）246－7155（本間）まで

旧県民会館向いのシダックス仙台定禅寺クラブを会場に、年会費2000円・当日
1100円の格安会費で和気あいあいのカラオケ付き飲食パーティを楽しんでいます。

お気軽にご参加ください．。

日帰り登山を基本に実施。

毎月1～2回実施（第2・第4日曜日）

20名

会長：高石　茂

電友会事務局（022）212－1443

日帰りを基本に里山歩き・旧街道散策及び本格的な登山等、初心者から経験者まで楽しめる計画を立て各自の体力に合っ
た登山に参加できるようにしております。また、初心者には山岳上級指導員による安全登山の指導も行いながら安全な登山を

実施しておりますので、始めてみたい方の参加をお待ちしてありますっ




