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■新年度を迎えて 

福島地区電友会 

会長 斉藤 政夫 

新年度を迎えて早くも４カ月が

経過致しまして、今年も夏本番と

なり、福島名物の蒸し暑い季節の

到来となりましたが、会員の皆様

にはお変わりなくお過ごしの事と

思っています。 

昨年度の活動状況について顧みますと、４月

の総会に於いて会員の皆様から承認を頂きま

した活動計画に沿って取り組みを進めて参り

ましたが、文化講演会等、各種行事の開催、サ

ークル活動の活性化、そして新規会員拡大等、

概ね計画通り完了することが出来ました。 

特に最重点課題の一つでもありました新規

会員の拡大につきましては、２５名もの大幅な

新規会員の入会により、会員の減少に歯止めを

掛けると共に、念願でありました会員数の純増

を図る事が出来ました。 

また、昨年度は電友会活動の基本方針の一つ

でもあります、社会貢献活動に於いて、当福島

地区電友会の会員２名の方が電友会本部より、

ボランティア活動賞を受賞する等、喜ばしい出

来事もありまして、まさに「酉年」にちなんで

少しは羽ばたいた年になったのではと思って

おります。 

これもひとえに会員の皆様のご協力とご支

援の賜物と、厚く御礼申し上げます。 

さて、平成３０年度の活動につきましては、

「心豊かに・健やかに・ますます輝く毎日を」

を基本として、４月２６日に開催の総会及び観

桜会を皮切りに、５月中旬には東北地方本部の 

 

 

評議委員会、更に５月下旬には福島支部の総会

を順次開催しまして今年度の活動計画を審議

共有してきましたが、これ等を踏まえて去る６

月９日に地域担当幹事の皆さんを含めた全体

役員会を開催しまして、今年度活動の実行計

画の具体的取り組みを審議、確認致しました。                  

改めて今年度の活動計画の重点取り組みの

一部を紹介しますと、次の２点になると考えて

おります。 

①  会員の心豊かな生活と生き甲斐の支援

実施 

・新規会員の拡大・サークル活動の活性化 

・ボランティア活動の推進 

② ＮＴＴ諸施策への協力と連携強化 

・ＮＴＴ－ＣＳＲ活動への積極的参加 

・所外不良設備の情報提供の推進 

以上でありますが、①項の新規会員の拡大に

ついては、東北地方本部の新たな統一施策とし

て、ＮＴＴ退職、再雇用の契約社員の皆様を対

象として、年会費無料の準会員として体験入会

を勧奨していく事としました。 

会員の皆様の中で、友人、知人で、現在契約

社員として勤めている方がおりましたら、是非

入会勧奨の声掛けを宜しくお願い致します。 

また、②項の所外不良設備の情報提供につい

ては、今年度も８月～１０月を強調月間として

取り組みますので、設備系の会員の皆様の更な

るご協力方宜しくお願い致します。 

最後になりますが、今年度も会員の皆様のご

支援とご協力を切にお願いすると共に、益々の

ご健勝を祈念致しまして、簡単ではありますが

ご挨拶とさせて頂きます。 
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■福島地区定期総会・観桜会模様 

４月２６日午後３時からホテルエクセル福

島恵比寿において、平成３０年度福島地区電友

会定期総会を、会員６６名の参加を得て開催し

ました。 

 冒頭、昨年度亡くなられた会員３名に対し全

員で黙とうを行い、引き続き斉藤政夫会長があ

いさつに立ち、前年度重点施策として取り組ん

できた、会員増強施策についての成果について

報告があり、今年度は新たにＮＴＴを６０歳定

年後も、引き続きＮＴＴに契約社員として勤務

する社員の、入会増強施策について本総会で提

案したいとの話がありました。 

 

 

斉藤政夫会長挨拶 

 

山口相談役挨拶の後、今年米寿・喜寿を迎え総

会出席会員の方々に、それぞれ記念品が斉藤会

長から贈呈されました。 

 

米寿の皆さん 

 

  喜寿の皆さん 

 

次いで、総会に移り議長に須藤盛夫さんにお

願いし議事に入りました。 

 

 

議長の須藤盛夫さん 

 

事務局から、総会資格審査結果報告の後、平成

２９年度活動報告、収支決算報告及び、会計監

査報告を行いいずれも承認されました。 

 次に、平成３０年度の事業計画(案)・予算

(案)・会則一部改正(案)についての提案があ

り、会則２条の満９０歳以上特別会員の扱い

は、「当年４月１日時満９０歳以上の会員」と

することとし、承認されました。 

 次いで、役員補選についての提案があり、「新

任赤井善男」さん・「退任黒森澄夫」さんが、

それぞれ承認され、退任する黒森さんに斉藤会

長から記念品の贈呈があり、新旧役員の挨拶が

行われ、午後４時３０分総会は無事に終了しま

した。 
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退任の黒森澄夫さん  

 

 
新任の赤井善男さん 

 

定期総会終了後ＮＴＴグループ会社幹部、ＮＴＴ

労組退職者の会福島地区協議会及び電友吾妻

会各会長、高橋秀樹県議会議員等８名の来賓と

会員の計７２名の参加を得て観桜会が開催されま

した。 

 末永秀昭副会長開会の言葉、斉藤政夫会長が

あいさつの後、ＮＴＴ東日本福島支店石井宏昌企

画総務部長をはじめ、来賓の皆様からごあいさつ

を頂きました。 

 

末永秀昭副会長 

 

斉藤政夫会長 

 

 

来賓 石井宏明企画総務部長 

 

 

来賓 高橋秀樹県議会議員 

来賓あいさつの後、乾杯の音頭を長寿者を代表

し米寿を迎えられた加藤良栄さんが行い花宴に

移りました。 また、今回も抽選により東北の銘醸

が各テーブルに１本ずつ配られ、会員の皆さんか

ら好評を頂きました。 
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乾杯 加藤良栄さん                   

 

 

花宴会場① 

 

花宴会場② 

 

宴の余興は、恒例のカラオケクラブの司会による

カラオケタイムになり、自慢ののどを披露する方、

昔懐かしのヒットソングを歌う方など楽しい一時を

過ごすことが出来ました。 

閉めの挨拶は、横山紘副会長が行い１０月２３

日の「OB・OG交流会」での再会を約束し散会とな

りました。 

 

 

 

 カラオケ 森口善一さん 

 

カラオケ 天城容子さん 

 

   カラオケ 伊藤鉄次さん 

 

■第一回役員会兼地域担当幹事会開催模様 

 

６月８日(金)福島テルサにおいて、第１回役員

会兼地域担当幹事会議を開催しました。  

本会議は、先の定期総会で承認された今年度

の事業等を、役員及び地域担当幹事が、具体的

に展開するための意識合わせの会議となります。 

横山紘副会長から開会の言葉があり、その後

斉藤政夫会長があいさつに立ち、地域幹事の皆

さんは、「会員と事務局との橋渡しの役を担ってい

る」、「電友会の活動にとって欠かせない必要な方

々である」、今日の会議で意識を合わせ、今年度
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の事業を進めていきたいとの話がありました。 

 

斉藤政夫会長挨拶 

 

来賓に相談役でもある、ＮＴＴ福島支店八ツ井

総務担当課長をお迎えし、挨拶を頂いた後「ＮＴ

Ｔ東日本福島支店の取り組みについて」と題し、

講演を頂きました。 

 

 

 八ツ井宏崇総務担当課長 

 

休憩を挟み議事に入り、事務局から次の事項に

ついて説明を行い、意見交換を行い意識合わせ

と確認を行いました。 

 １、平成３０年度主な事業計画の展開について 

  (１)新規入会者の拡大施策について 

    ＊６０歳定年後「契約社員」として継続勤務 

される方の、電友会入会施策について 

(勤務期間は年会費を「無料」とする) 

  (２)事業計画の実施予定について 

  (３)役員の役割分担について 

 ２、地域担当幹事の任務等について 

  (１)地域担当幹事の役割について 

  (２)情報連絡系統及び連絡名簿について 

 ３、会員の近況調査について 

 ４、福島電友会だより第４８号(８月号)の発行に 

ついて 

 ５、その他 

  (１)サークル代表者会議の開催について 

  (２)福島ひまわり里親プロジェクト参加につい 

     て 

 

 議事終了後、長年にわたり地域担当幹事として

協力を頂き、今回で辞任する４名の方に記念を当

日出席の斎藤源一さんに、会長から贈呈されまし

た。 ☆長い間大変ご苦労様・ありがとうございま

した☆ 

           

 

    退任される斎藤源一さん(右側) 

 

 会議終了後別室にて、今年度のスタートとなる、

意識合わせの懇親会を行い有意義な一時を過ご

しました。 

           

 

    懇親会場模様 
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■サークル代表者会議模様 

 

７月１２日(木)、ＮＴＴ花園ビル２階会議室にお

いて、吾妻会と合同で１０サークル２１名が参加し

開催しました。 

会議はサークル助成金配賦額の変更に伴う説

明と、サークル助成金申請時の注意点の確認に

ついて、を目的に行いました。 

以下に、サークル助成金の変更点についてお

知らせいたします。 

 

１、助成金配賦額について 

・東北地本助成金 

１人当り ６００円(旧制度７００円) 

   ＊限度額 ３０,０００円(変更なし) 

・福島地区助成金 

  １人当り ２００円(変更なし) 

   ＊限度額  ５,０００円(変更なし) 

２、助成対象人員 

・１例会最多参加人員を対象とする 

  東北地本、福島地区共に適用となります 

   ＊旧制度 ⇒ サークル会員数(電友会員) 

 

 

■長寿者からの感想  （掲載順不同） 

□米寿のお祝い 

 

■佐藤 重雄さん 

 米寿のお祝いありがとう

ございます。平成元年に退

職して三十年間も経過しま

した。私は若い頃から高血

圧ということで治療を続けてきましたが、昨年

の五月頃からめまい、ふらつきがあらわれるよ

うになったので、危険を伴うようなことはしな

いように気をつけています。 

 私の趣味は将棋です。日本将棋連盟発行の将

棋雑誌で平成三年十一月に五段コースを卒業

してからは、のんびりとくらしております。で

も、たまに将棋名人戦全集の棋譜を並べて楽し

んでいます。 

 

■栃窪 一さん 

 米寿のお祝い有り難うござ

います。県内平均寿命男８０．

１歳、私は８７．５歳夫婦で

駑馬生活です。東京オリンピ

ックを楽しみに 

①朝、一生懸命４０分歩く。 

②食事の前後に歯を磨く。（入歯） 

③食事はよく噛み（４０回以上）強い体を作る。 

 ・満腹中枢を刺激し腹七分で満腹・唾液に凄 

  い消毒力がある。 

・細胞内戦争でガン細胞も抑圧する・若返る 

頭も・・・・。 

④正しい姿勢で２０分歩きストレスを解消す 

る。 

⑤足・腰・関節等モミモミし風呂で温める。 

 

■猪瀬 秀雄さん 

この度は、喜寿のお祝いを頂

き誠にありがとうございまし

た。３月頃から腰に痛みがあ

り病院で診察してもらったと

ころ骨折があり、骨粗鬆というこ

とで現在通院しております。今後は健康に留意

しながら頑張っていきます。 

 

□喜寿のお祝い 

 

■石田 康生さん 

 この度はお祝いありがとう

ございます。還暦、古希、喜

寿を迎えられたのも親と妻に 

感謝です。約三年前に妻が難

病を発生し、術後は安定して
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いましたが、一昨年頃から病気特有の症状が現

れはじめて、日常生活にも変化がありました

が、町内隣組の方々、知人、友人から励まし等

受けまして、今ではようやく穏やかな日々を過

ごしています。皆様に感謝しています。 

 

■天城 容子さん 

この度は喜寿のお祝いを頂

き、ありがとうございます。 

私は毎日何事もない平凡な

生活をしたいと思っていま

す。私の健康法はゴルフで約

二十年間仲間と楽しんでいます。他にはカラオ

ケクラブでは二カ月に一回スナック巡りをし

て、新曲を覚えて、歌って飲んで楽しいひと時

を過ごしています。又、月一回点字図書館でお

手伝いをしています。これからも健康第一に過

ごしていきたいと思っています。 

電友会の益々のご発展をお祈り致します。 

 

■八巻 俊一さん 

この度は喜寿のお祝いを頂

きまして、誠に有り難うござ

いました。私の近況は、住民

と行政のパイプ役として、約

五百世帯の町内会会長を務

め、地域の安全・安心と明るく元気ある街づく

りに日々頑張っています。これからも健康に留

意しながら傘寿まで継続してまいります。最後

に、電友会の益々のご発展をお祈り申し上げま

す。 

 

■水間 義宗さん 

 喜寿のお祝い頂きまして、

誠に有り難うございまし

た。 

よくぞここまで生きてこ

られたものと感心しているのが

本音です。喜寿ともなると私一人の力で今日ま

でいきてこられたものだとは思っておりませ

ん。友人、知人、諸先輩方多数の人々のお陰で、

今日が現存しているのだと思っております。こ

れからは、一日生き延びたら、その一日に感謝

するという気持ちを持って、有意義な生活を目

指し生きたいと考えております。電友会の益々

の発展を祈念し御礼の挨拶とさせて頂きます。 

 

■仁後 康さん 

驚きました！もう喜寿世代

とは！道理で、思考力及び体

力の衰え、両親等の思い出や

現役時代の友人等との記憶力

低下が再認識されました。さて、

これからどうしたものか、信夫山頂上から見た

マッチ箱の市街地、一粒の我が家、無精ひげ、

筆不精の我が身に家族や友人等に迷惑をかけ

ず、安全と安心にして健康的な日々を過ごさね

ばと知らされました。年寄りでも小さな夢と希

望を持ちつつ、地域貢献やＯＢ会等への支援、

友人交流、家庭菜園やパソコン囲碁等を継続

し、感謝の気持ちを忘れずに生きたいと願って

います。 

尊敬します「良寛様」！ 

まずは、電友会福島の皆様から頂戴しました

「喜寿祝」に心から御礼を申し上げます。あり

がとうございました。 

 

■森口 善一さん 

この度は、喜寿のお祝いを

頂きありがとうございまし

た。平成９年に５５歳でＮＴ

Ｔを退職し、２１年が過ぎ、

後期高齢者の仲間になりまし

た。現在は、眼も耳も悪くなり、医者には「加

齢です」と言われておりますが、月１回の電友

会サークル活動で、月曜日は「カラオケサーク

ル」・水曜日は「蕎麦を楽しむ会」・木曜日は

「パークゴルフ」・金曜日は「里山トレッキン

グ」と楽しんでおります。また、暇があればス

ポーツジムで汗を流すことにしており、ピンピ

ンころりを目標に、一日一日を大切に過ごして

行きたいと思っております。最後に、電友会の
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益々のご発展をお祈りします。 

 

■柾谷 隆雄さん 

 この度は、電友会の総会に

於いて喜寿のお祝いを頂戴

し誠に有り難うございまし

た。本来なら総会に出席して

頂戴する予定でしたが、体調を崩 し

て出席出来なかった事を申し訳なく思ってい

ます。福島で生活を始めて二十年、古希を迎え、

そして今回喜寿を迎えましたが、本当に早い七

年でした。振り返ってみれば、ＮＴＴでは海外

勤務を二度、福島での永住と、色々な経験をし

た事が思い出になっています。これからは、人

生１００年の時代とのこと、現在、健康のため

の運動を継続しながら、元気な毎日を過ごして

行きたいと思っています。電友会の益々のご発

展をお祈り申し上げます。 

 

■菊田 秀雄さん 

 この度は喜寿のお祝いをあ

りがとうございました。オー

ブントースターを頂き重宝し

ております。ここまで来れたの

も妻の支えがあっての事と感謝

しております。これからも里山登山やパークゴ

ルフ、地域でのふれあい（老人会等々）を継続

するとともに、食生活に留意して健康を維持

し、少しでも余生を楽しんで行ければと思って

おります。 

電友会の益々のご発展をお祈り致します。 

 

■石川 修さん 

この度は、喜寿のお祝いを頂

戴して、誠に有り難うございま

した。退職後は、健康維持のた

めに見守り隊を続けています。

また、介護の合間をみて菜園を耕

作し、収穫する楽しみを味わう日々を過ごして

おります。地域の交流では、各行事に参加して

脳活と健康に頑張っております。 

■ 菅家 紀男さん 

 今このたびは喜寿のお祝い

をありがとうございます。贈

呈のお知らせを頂戴した時は

「アレ～誕生日も来ないから

まだ７５歳だけど」と思いまし

たがめでたい事は早いのも結構と思い、ありが

たく卓上ガスコンロを頂戴しました。5 年前に

妻を亡くしましたが、単身になっても在職中趣

味で覚えた民謡の太鼓伴奏で年４０回程老人

ホーム、老人介護施設等を慰問又、頭の病気に

ならないよう刺激を求めて地域では２～３の

団体で役員として頑張っていますが、体はそう

はいかないですね。右の耳は突発性難聴、眼は

白内障で両目を手術、左足は動脈硬化で歩行は

若干不便になりました。単身赴任の生活で痛感

しましたのは背中に湿布薬を貼るのが不自由

（笑）種々記しましたが、地域の皆さんに支え

られ乍ら心身共に頑張ります。 

 

《その他の長寿の皆さん》 

[米寿]  愛澤寛さん    加藤良栄さん  

     高橋昭雄さん   森仁一さん 

 

[喜寿]   松本敏さん      太田幸男さん 

       渡辺忠さん    

        

 

 

 

 

https://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=1010198&word=%E9%B6%B4%E4%BA%80%E3%80%80%E6%9B%B8%E9%81%93%E3%80%80%E6%AF%9B%E7%AD%86%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88
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  新 入 会 員 紹 介 

                     

（掲載順不同） 

■樫村 徹夫さん 

川俣町在住の樫村です。 

昭和５１年２月あぶくま洞

のある滝根町郵便局に採用

になり、昭和５２年５月二

本松電報電話局（機械課）

に、平成元年３月ＮＴＴ花園（１１３担当）、

平成２５年４月ＮＴＴ大町（テクニカルサポー

ト担当）、平成２７年８月ＮＴＴ福島ＬＭＣ（設

備管理担当）、平成２９年４月から金曜日週休

の週４日勤務の契約社員となりました。金曜日

はゴルフ、土曜日と日曜日は在宅競馬と少ない

収入で頑張っています。ゴルフ等のサークルを

通じて会員の皆様と親睦を深めてまいりたい

と思いますので宜しくお願い致します。 

 

■佐藤 公広さん 

昭和４６に福島電報電話

局に採用後、今日まで無事に

努め、平成３０年に４７年間

の勤めに終止符をうちまし

た。思い出せばよくこんなに永

い間、務められたものだと、感心してい

ます。この間、いろいろな事がありました。職

場は共通系が主でしたが、総務、労厚、人事、

広報、財務と経験させていただき、大変勉強に

なりました。特に人間関係では色々な人がい

て、十人十色、百人百色だなと感じましたが、

さいわい良い人とのめぐり合いが多く、本当に

感謝しております。今は、勤めていたころから

の町会長の仕事や地域の育成会、スポーツ少年

団の会計監査等、子ども達のためになれる様、

微力ではありますが頑張りたいと思う今日こ

の頃です。退職してまもなく、麻雀クラブに入

れてもらい、早々に大会に参加させていただき

ました。これからも、永いおつき合いをお願い

したいと思います。最後にこれからも人に対し

て「感謝」の気持ちを忘れず、特に妻への感謝

を忘れずに過ごして行きたいと思います。これ

からも宜しくお願いいたします。 

 

■渡辺 栄二さん 

  昭和４９年４月に千葉

県の市原電報電話局線路宅

内課に採用され、平成３０

年３月に４４年間の勤めに

終止符打ちました。千葉県に１

６年間、福島県に戻り２８年間勤務しました。

千葉で勤務していた当時の千葉市幕張の状況

は、埋め立てのままの原野に近い状況でした

が、福島県に戻ってから幕張へ行く機会があっ

たのですが、ビル等建ち並び驚くほど変改して

いました。出身地の二本松はほんど変わってい

ないのに。福島県に戻った平成２年からは電話

系の業務から離れ、ＮＷセンターの長距離系

や、ＴＥ・ＭＥとＩＴ系へ移行する感じになり、

法人営業が最後の働き場でした。ＩＳＤＮ、Ａ

ＤＳＬ、光へと技術は変化し、採用当時とは別

の会社になったような気がします。印象的な業

務として、平成１１年から某大学へ出向し６年

以上にわたり常駐業務に従事しました。ＮＴＴ

が常駐業務を請け負って出向することに馴染

みが薄いと思いますが、ＰＣ・サーバ・ネット

ワーク等の運用管理や、ヘルプデスクなどを実

施しておりました。私の知る範囲でも、会津・

秋田・岩手の某大学、広島の自動車会社などへ

は常駐していたようです。退職後は、バイクツ

ーリング・下手の横好きのＤＩＹをじっくり楽

しみたいと思っています。また、バスを買って

全国旅をしたい夢があるのですが、先立つもの

が無いので、宝くじを絶対あてるぞと思ってお

ります。皆様にはお世話になります。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

■服部 久夫さん 

 今年 3 月末で退職しまし

たが、引き続き契約社員と

して勤めている関係もあ
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り、まだ実感がそれほど感じられないのが正直

なところです。この度電友会からお声を掛けて

いただきましたので、準会員として入会させて

いただくことになりました。平電報電話局採用

後、退職再雇用の前年に１４回目の転勤でやっ

と福島県に戻って来て、県内勤務が一番永くな

り地元に貢献できたかなと勝手に自負してい

ます。趣味の一人旅では、しばしば北は青森か

ら西は長野、山梨辺りまでＳＵＶ車で夜間ドラ

イブ（車中泊）をしていますが、疲れが数日間

残り、年々体力が落ちているのを痛感させられ

ています。今後は特に足腰が衰えないよう体力

向上（維持？）に努めなければ・・・・と思っ

ている次第です。また、皆様には何かとお世話

になるかと思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

■高橋 正人さん 

昭和５０年４月入社し、

二本松電報電話局を皮切り

に、県内、宮城、岩手、東

京など４２年間勤めさせて

いただきました。この間、行

く先々で公私共にお世話になるのは諸先輩方

々で、今振り返ると、この会社の人の繋がりで

ここまで勤めあげられたものと思っておりま

す。電友会は遠いものだと思っておりました

が、光陰矢のごとしで入会する年齢になりまし

た。入会により、これまでの繋がりを断ち切る

ことなく諸先輩方とこれからも歩んで行かれ

ればと思っております。4 年ほどまえヘルニア

の手術をし、以来、腰痛でウォーキング程度の

運動しか出来ませんが、好きな温泉巡りを楽し

んでおります。しばらくは準会員として電友会

に加わり、改めて皆様のご指導を頂ければと思

います。 

 

■遠藤 経雄さん 

この度は、電友会へのお誘

いいただき、ありがとうござ

います。私は、いわき市好間

出身で現在、縁があり福島市大森に住んでいま

す。 

家族は、妻と娘がいますが、娘は現在、仙台市

の方で暮らしています。昭和５１年に勿来電話

局線路宅内課に配属となり、現在まで４３年

間、線路、土木、光ファイバー網構築、マイラ

イン（営業）、Ｂフレッツの導入展開（ＰＴ、

１１６担当）、道路占用と多種にわたり担当し

てきました。やはり、忘れられないのは、昭和

６０年の民営化及び事業部制導入、マイライン

東京支援、５０歳で退職です。と言っているう

ちに本当の退職が目の前に迫り、不安ですが、

心強い諸先輩の皆様のアドバイスで乗り切り

たいと思っています。さて、唯一の趣味は、何

年やっても下手なゴルフです。しかし、色々な

人と知り合いになることができ、公私ともに楽

しんだり、助けられたことも沢山ありました。

電友会にもゴルフ部がありますので是非参加

したいと思います。あとは美味しいものを見つ

け、旨い酒で食することです。若い時は、夜の

巷によく行ったものですが、今は家飲み専門に

なっています。安くて旨い酒が有れば、是非、

教えてください。今後、趣味も増やしていきた

いと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

 

■尾形 省治さん 

昭和５３年、電電公社に採

用になり、最初の配属先は

原町電話局のＬＭＣでし

た。人事異動で福島のＬＭ

Ｃや山下ビルで勤務してい

る際に、家内と知り合い結婚し ま

したが、結婚と同時期に東京への異動を命じら

れました。 

それ以降十数年の単身赴任生活を経てやっ

と山下ビルに戻ってくることができました。 

山下ビル勤務時に、葛尾村の全戸 1,700軒にＴ

Ｖ電話を設置し、ＶＯＤ、遠隔医療、遠隔授業

など様々な実験をおこなったことが一番の思

い出です。福島に戻って来れたので、自宅を新
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築した途端、東京への異動を命じられ再びの単

身生活、当時流行った「亭主元気で留守がいい」

そのものとなってしまいました。再びの東京で

は、大企業への専用線やシステム提案を行う営

業の仕事でしたので、国内はもとより海外にも

出張していました。営業して取れた案件をシス

テム構築までおこなっていたため、訪問した国

は３０か国近くになったと思います。長距離の

移動、日本との時差、外国人（福島でいえばＴ

ＴＫのおじさん）との現場作業など仕事は超き

つかったですが、今となってはこれもいい思い

出です。唯一の楽しみは休日に観光地をめぐる

ことで、訪問した国のメジャーな観光地はほぼ

制覇しました。５年前にＮＴＴコミュニケーシ

ョンズを退職し、１５年振りに自宅に戻り、仙

台の子会社に５年間新幹線通勤をしました。今

年の４月からは三度目の会社として、自宅から

車で通える福島市内のコールセンタ（OCN のテ

クニカルサポート）で仕事をしております。い

つでも自由に休みが取れるので（いてもいなく

てもいい存在？？）、ゴルフのメンバーが足り

ない時などは是非お声掛けいただければと思

います。みなさま、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

■高橋 徳男さん 

平成２７年３月に定年退

職し、翌月から契約社員と

して勤務しています。定年

まで働いていた職場は新規

事業担当で、電友会の皆様に

は大変お世話になりました。ありがとうござい

ました。平成２８年４月からは、契約社員とし

て郡山に勤務しています。慣れない職場ですが

なんとかやっています。この度は、完全退職し

ていなくても（定年退職していれば）電友会に

加入できると聞き、入会させていただきまし

た。準会員ということですが、よろしくお願い

いたします。 

 

 

■高橋 幸雄さん 

震災があった、平成２３年８月

ＮＴＴ東日本-東北福島支店を

最後に退職し、７年余りが過ぎ７

０歳になってしまいましたが、こ

の度、知人の誘いもあり電友会に

入会させていただきました。  

正直、電友会にいろんなサークルがあり、皆さ

んが楽しく過ごしていることを知りませんでした。 

 私も早速「そばの会」と、今度発足予定の「ボー

リング」サークルに加入させていただきます。 

趣味のサークルを介し、旧知の方々とお会い

出来ることを楽しみにしていますから、よろしくお

付き合いお願い致します。 

 

■杉 才芳さん 

生まれと育ちは、南相馬市

原町区です。相馬野馬追で有

名な閑静な街です。昭和四十

六年の暮れでしたか、高校卒

業まじかに入社試験を受けに、

仙台五橋にある当時の、東北電気通信局に行

き、五橋ビルの大きさに圧倒されたのを覚えて

います。そして、合格させていただき、翌年の

昭和四十七年四月に千葉電気通信部市川電報

電話局曽谷線路宅内課（曽谷分局）に勤務、鼻

たれ小僧を周りの先輩方の手厚いサポートに

より育てていただきました。 

当時の曽谷分局は、機械課と線路宅内課が同

居する交換局ビルで、機械課の先輩からは、回

線の故障修理では、ＣＣＰ回線が悪いと、故障

点まで切り分け修理をしない限り、新しい、芯

線に切り替えさせていただけない、「切り分け

修理が完了するまで帰局することかない」とい

う気風のの中で、厳しく育てていたきましたこ

とは、今でも感慨深い思い出です。 

そこでの仲間たちが全国にちらばっていま

すので、昨年は、九州復興支援旅行を行ったり

と今でも諸々のお付き合いが続いております。 

昭和から平成へと月日が流れ、また新しい年号

になる直前にＮＴＴを退職し、現在は伊達市に
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居を構え。福島電話工事（株）さまにお世話に

なっておりますが、今後は、趣味のオーディオ

等を通じ地域の皆様にお役にたてることを行

いたいと考えておりますので、よろしくお願い

致します。  

 

《その他の新入会員の皆さん》 

西村 芳夫さん 伊藤 通志さん 

松本 高幸さん 安孫子 忠一さん 

 

■ご冥福をお祈りします 

○桑原 博夫 様 

 （平成２９年１２月２６日 享年８５歳） 

     
 

趣 味 の コ ー ナー 

油絵「趣味に生きる楽しい人生」 

         水口 厚三さん 

今振り返って考えますと絵を描くことは、子

供のころから好きだったと思います。当時は水

彩画でしたが、小中学校時代は何度か展覧会で

入賞したりしていました。 

 電電公社に入り、当時の福島電気通信部線路

工事課に配属になり、工事のため長期の出張が

多い職場でしたが、先輩に今は亡き今野（後の

星）さんがおり、この今野さんが油絵を描いて

おり、その影響もあり昭和４０年頃に、水彩か

ら油彩に変更することになりました。 

 私の画題はほとんどが風景画です。油彩を始

めて困ったことは、水彩と違い短期間で作品を

仕上げることが出来ないことです。私は現在、

福島県美術協会員として登録していますが、展

示会は９月から１１月に集中します、画題を求

めて現地にスケッチに行く訳ですが、現地であ

る程度の構図をスケッチし、何度も現地に行け

ませんし、また、日により天候も一定でありま

せんから、現地の風景を写真に撮って持ち帰

り、後は自宅アトリエでの制作になります。そ

んな事情もあり、年間３作品位のペースで描く

ことが多くなっています。 

今年も秋には、「福島県美術協会展」(過去

に入選の経験あり)と「福島県シルバー美術展」

がありますので、現在出展作品（５０号）の制

作中ですが連日の暑さで、なかなか制作のピッ

チが上がらず苦労しています。 

 

 
写真;自宅アトリエ 

≪秋の展示会出品予定作品の前で≫ 

 また、伊達市交流館での絵画サークルにも加

入しており、気の合った仲間とワイワイ話しな

がら楽しく、自分の趣味である絵画にこれから

も関わって行けたらと考えています。 

 
写真;自宅廊下 

≪昨年の福島県美術協会展出展作品 

画題「自然の美・銚子ケ滝」の前で≫ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQptOJoKHVAhVI3GMKHXMGBs4QjRwIBw&url=https://pixta.jp/tags/%E7%99%BD%E8%8F%8A %E8%8F%8A %E8%91%AC%E5%BC%8F %E8%91%AC%E5%84%80&psig=AFQjCNE9PpSxdjvlWlDHCobTFomZpgC33Q&ust=1500962664180046
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【取材後記】 

水口さん宅にお伺いしたのは７月の暑い日

でした。玄関を入り目にしたのは昨年度の県美

展への出展作品、若葉の中の「銚子ケ滝」一気

に清涼感が伝わってきました。 

         事務局 髙橋敬一 

 

 

Ｎ Ｔ Ｔ 施 策 に 協 力 

 

■「福島ひまわり里親プロジェクト」に協力 

今年も３０名の地区会員の方に協力を頂き、

秋の種収穫に向けて、自宅の庭や畑で栽培をし

て頂いています。 

 

■「福島空港花咲かそう PT」の参加 

６月２３日「福島空港花咲かそう PT」に、４

名の会員の協力を頂き、ＮＴＴ社員・ＡＮＡ社

員と共に福島空港の斜面に、ひまわりの苗をハ

ート型の花壇に植え付けしました。(福島空港

に行きましら送迎デッキ方向をご覧下さい) 

作業終了後、参加者全員でバーベキューを行

いましたが、遠くは北海道から参加したＮＴＴ

社員もいたようです。 

 

ひまりの苗を植える羽田さん 

１２月までの催し物 

 

１.ボーリング大会 

  日時：８月３１日（金） １３時～１６時 

 場所：からしまボール（本内） 

申込：電友会事務局 531-7421 

      鈴木敏和 090-2798-7033 

         荒木省一  080-1670-6856 

 

２.第２回地区役員会議 

日時：９月６日(木) １５時３０分～ 

  場所：(OBサロン) 

 

３.文化講演会 

日時：１０月２３日(火) １３時３０分～ 

  場所：ザ・セレクトン福島 

 

４.ＮＴＴグループＯＢ・ＯＧ交流会 

日時：１０月２３日(火) １５時３０分～ 

  場所：ザ・セレクトン福島 

 

５.第３回地区役員会 

日時：１２月１８日(火) １５時３０分～ 

  場所：花園ビル会議室 

             

事 務 局 だ よ り 

 

 ≪相談役の変更≫ 

    ＮＴＴ東日本の人事により相談役に変更が

ありました。 

  ◇新任（平成３０年７月２日付） 

    田高 将光（福島支店総務課長） 

 

  ◆退任（平成３０年６月８日付） 

    八ツ井 宏崇（東日本本社へ転出） 
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＜会員の皆様へお願い＞ 

１．「会費納入」促進のお願い 

会員の皆様方にお願いしています会費は、電

友会活動を支える大切な財源になっております。

まだ納入されていない方は、大変申し訳ありませ

んが早めに納入をお願い致します。なお、「振込

取扱票」の紛失された方もいらっしゃると思います

ので、今回の会報等の配布時に再発行させて頂

きますので宜しくお願い致します。 

（問合せ先：電友会 会計担当 531-7421） 

 

２．不良設備情報の提供 

特に線路系出身の会員の皆様方には、最低一

人１件の提供をお願いします。 

３．東北会報８４号の原稿提供 

 （随想、俳句、川柳等）  

 締切は平成 30年12月15日事務局必着となり

ます。 

 

 

 
 

残暑の厳しい日が続いており

ます。水分の補給など熱中症対

策をしっかりとやりましょう。 


