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会長　石田 泰正

第44期を振り返り
福山ＯＢ会　石田泰正

　ＪＦＥスチール福山ＯＢ会第44期（2021年度）を振り返っ
てみると、コロナ第４波に始まり第６波に終わった一年では
ないでしょうか。
　ＯＢ会は例年と同じく年間計画をたて、総会承認を得て、
全ての計画を実施前提とし準備を進めましたが、春ウオーク
中止、５月のグラウンド・ゴルフ大会は直前の感染者急拡大
により使用施設が閉鎖のため中止の憂き目にあいました。
　実施できた企画は、10月秋のグラウンド・ゴルフ大会125
名参加、11月秋のウオーキング大会（備中松山城）65名

参加と４回の通勤通学歩道の清掃ボランテイア（地域貢献活動）
でした。
　第45期はワクチン３回目接種率向上と治療薬提供により健
康活動を中心に活動再開できればと考え、現在は約100名の
参加者を得て４月４日春のウオーキング大会（井原小田川堤）
に向け準備を進めております。
　飲食を伴う懇親会は時期尚早と思いますが、屋外で開催の
グラウンド・ゴルフ大会・ウォーキング大会には振るっての
参加をお待ちしています。

2022年3月31日

第44期（2021年度）を振り返って

秋のウォーキング大会（備中松山城）
秋のグラウンド・ゴルフ大会（北山コース）

　例年、ＯＢ会の社会貢献活動として実施し
ている「清掃ボランティア」活動の４回目と
して、１月25日（火）に行ない、　ＯＢルーム
南側市道の歩道の雑草、落ち葉がきれいにな
りました。
　協力いただきました皆さま、ありがとうご
ざいました。

『福山旅行センター』
営業終了のお知らせ

　管理センター別館で営業していました
「旅行センター（ＪＦＥトラベル）」は、
令和４年３月31日をもちまして、営業を
終了しました。
　長年のご愛顧にお礼申し上げます。

第４回目の「清掃ボランティア」活動

協力いただいた方々

【振り返ってみましょう】過去10年間のＯＢ会全体行事
年度 ウォーキング大会 グラウンド・ゴルフ大会 全体旅行

2012
春 笠岡　水と緑の回廊ウォーク� 97名 春 笠岡総合スポーツ公園� 221名 南九州　指宿・霧島方面

　2泊3日� 参加者 79名秋 笠岡　御嶽山からの展望� 96名 秋 20周年グラウンド� 193名

2013
春 神辺歴史街道・神辺城跡� 143名 春 笠岡総合スポーツ公園� 194名 伊勢・三河方面

　2泊3日� 参加者 64名秋 上帝釈峡　紅葉ウォーク� 130名 秋 笠岡総合スポーツ公園� 214名

2014
春 井原　小田川堤桜ウォーク� 190名 春 笠岡総合スポーツ公園� 190名 平戸・長崎方面

　2泊3日� 参加者 73名秋 芦田川源流を求めて� 88名 秋 笠岡総合スポーツ公園� 187名

2015
春 井原　小田川堤桜回廊� 190名 春 笠岡総合スポーツ公園� 193名 錦秋の東北周遊

　3泊4日� 参加者 45名秋 吹屋ふるさと村歴史探索� 109名 秋 笠岡総合スポーツ公園� 178名

2016
春 内海「憩いの森」桜ウォーク� 218名 春 笠岡総合スポーツ公園� 164名 奈良世界遺産めぐり

　2泊3日� 参加者 49名秋 中央森林公園&三景園� 106名 秋 笠岡総合スポーツ公園� 167名

2017
春 井原　小田川堤桜ウォーク� 188名 春 笠岡総合スポーツ公園� 188名 富士山・箱根・伊豆方面

　2泊3日� 参加者 54名秋 八田原ダム湖ウォーク� 97名 秋 福山市グラウンド・ゴルフ場北山� 167名

2018
春 雲南市・斐伊川堤桜ウォーク� 189名 春 笠岡総合スポーツ公園� 184名 北海道　道南・函館方面

　2泊3日� 参加者 45名秋 蒜山高原ウォーク� 110名 秋 福山市グラウンド・ゴルフ場北山� 147名

2019
春 雲南市・斐伊川堤桜ウォーク� 85名 春 笠岡総合スポーツ公園� 169名 北陸・能登周遊

�　2泊3日� 参加者 31名秋 芦田　別所砂留ウォーク� 81名 秋 福山市グラウンド・ゴルフ場北山� 127名

2020
春 【コロナ禍のため中止】 春 【コロナ禍のため中止】

【コロナ禍のため中止】
秋 【コロナ禍のため中止】 秋 【コロナ禍のため中止】

2021
春 【コロナ禍のため中止】 春 【コロナ禍のため中止】

【コロナ禍のため中止】
秋 備中松山城・城下町散策� 65名 秋 福山市グラウンド・ゴルフ場北山� 126名
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没月日 氏　　名 享年 元　籍 住　所 没月日 氏　　名 享年 元　籍 住　所
令和 3年 8 月16日 狩野庄治郎 97 設　　備 福山市春日台 令和 4年 1 月24日 赤間　　満 84 条　　鋼 福山市幕山台
令和 3年 8 月30日 河原　義和 71 製　　銑 福山市駅家町 令和 4年 1 月24日 永野　博徳 81 条　　鋼 福山市坪生町
令和 3年 9 月 3 日 岡田　　博 72 熱　　延 福山市引野町 令和 4年 1 月27日 宇都宮政光 83 厚　　板 福山市幕山台
令和 3年11月21日 三根　辰次 94 製　　銑 福山市伊勢丘 令和 4年 1 月28日 鈴木　善夫 84 制　　御 福山市伊勢丘
令和 3年12月 5 日 藤永　浩司 79 総 人 業 福山市青葉台 令和 4年 2 月 7 日 松本　一男 100 製　　鋼 福山市伊勢丘
令和 3年12月10日 稲垣　徳道 92 厚　　板 福山市能島 令和 4年 2 月11日 斎藤　好夫 92 総 人 業 福山市伊勢丘
令和 4年 1 月 3 日 木下　壽郎 88 コークス 福山市東陽台 令和 4年 2 月12日 小田　　功 93 条　　鋼 福山市向陽町
令和 4年 1 月 5 日 宮内　　清 83 熱　　延 福山市東陽台 令和 4年 2 月18日 想田　陽一 85 製　　銑 福山市東陽台
令和 4年 1 月11日 五十嵐　昭 85 検　　品 福山市幕山台 令和 4年 2 月19日 八谷　武夫 88 熱　　延 福山市春日町
令和 4年 1 月17日 折本富士雄 77 コークス 福山市幕山台 令和 4年 3 月15日 宮之脇博文 91 製　　鋼 福山市東陽台
令和 4年 1 月21日 内田　隆士 72 条　　鋼 福山市神辺町 令和 4年 3 月23日 古賀　　勇 73 厚　　板 福山市引野町

2021年12月16日～2022年3月31日の間、22名の会員および会員夫人の方がご逝去されました。
心から哀悼の意を表し、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

　同好会発足は平成元年で、会員数は17名でした。
　現在は体調不良・免許証の返納等で会員数が減り11名です。
　平均年齢は74歳、最高齢は94歳で、女性会員が若干多くなり、楽しく活
動しています。
　また、昨年は60代の新会員が入り、歓迎会（食事会）を行ないました。

　最初は、「水墨画」で始まりましたが、今は「日本画」「水彩画」「墨彩画」
「ちぎり絵」「押し花絵」「油絵」等、個々人の技術で作品を創り上げ、活動ジャ
ンルの広がりとなっています。
　若い人の入会を募集しています。心よりお待ちしています。

《主な活動内容》
　○鋼管病院での展示（１回／月） ‥全員
　○日本画同好会に参加展示（リーデンローズ） ‥１名
　○福祉を高める会での指導（ちぎり絵・押し花絵） ‥１名
　○駅家墨友会に参加展示（２回／月）
　○神辺水墨画同好会に参加（２回／月） ‥２名
　○老人大学（日本画・水墨画）に参加‥２名　　など

同好会の活動紹介と会員募集

水墨画・絵画同好会 テニス同好会
　硬式テニス同好会は、2001年（平成13年）に10番目の同好会として発足し
ました。
　発足時は、定年直後の方も多く、元気にプレイされていたと聞いています。
また、当時は奥様を誘ってラケットの握り方、ボールの打方、ルール等々を
教えられ、夫婦で早朝から楽しんでおられ、今現在も夫婦同士でゲームをさ
れています。
　現在（2021.6）の会員数は34名（男性26名、女性８名）で夫婦会員は 7組
となっています。しかし、会員の年齢層も次第に高くなり、80歳代が 5人
となりましたが、まだまだ元気に華麗にボールを打ち返しています。
　また、ＪＦＥテニス部員の若い方達が気軽に声をかけてくれて、一緒にダ
ブルスでゲームを楽しんでいます。
　一昨年からの新型コロナウイルスにより、５～10月の長い期間、社内の施
設の使用禁止が決まり、春と秋に実施していたＯＢ親睦テニス大会も中止と
なり、今年も早々にコロナまん延拡大防止により、コートが使用禁止になり
ました。解除になり次第衰えてきた足腰をもう一度鍛え直して健康で頑張ろ
うと思っています。

☆ＯＢ親睦テニス大会（2019年秋の大会）
種々な組合せにより珍プレーあり、白熱ありで、昼食を囲みながら和気あ
いあいと楽しんでいます。

開 催 月 同 好 会 開 催 日 場　　　　　所 内　　　　　　　　　　　容

2021年12月
ボウリング 12月21日 キャッスルボウル福山 12月月例会　優勝：清水　悟（S555） 第2位：小畠富範（S538）　第3位：阿賀野裕治（S610）
ゴ ル フ 12月22日 マーメイド福山ＧＣ 第356回コンペ　優勝：徳地　實（G74）　第2位：山下鉄夫（G79）　第3位：東山伸敏（G76）

2022年 1月 ゴ ル フ 1 月25日 岡山西ゴルフクラブ 第357回コンペ　優勝：山本　茂（G78）　第2位：下畠則雄（G75）　第3位：川田仁司（G84）
2022年 2月 ゴ ル フ 2 月21日 マーメイド福山ＧＣ 第358回コンペ　優勝：君塚三郎（G73）　第2位：原田昭一（G80）　第3位：柳楽憲吾（G88）

2022年 3月
ボウリング 3 月15日 キャッスルボウル福山 ３月定例会　優勝：小畠富範（S485）　第2位：小田明治（S446）　第3位：清水　悟（S495）
ゴ ル フ 3 月22日 ＪＦＥ瀬戸内海ゴルフ倶楽部 第359回コンペ　優勝：遠藤元春（G89）　第2位：川崎政行（G98）　第3位：上田端司（G93）

同好会活動の近況報告

お悔やみ

※問い合わせ先
　小柳　電話０９０－５２６３－２４２９
　　　　　 よろしくお願いいたします。

鋼管病院展示会場
☆場所…ＪＦＥコートは鋼管病院の上の駐車場を上がったらわかります。
☆応募…常時受け付けます。
　　　　平日の午前中にＯＢの方が活動されています。
　　　　気軽に声をかけて一緒にテニスをしたいと言ってください。
　　　　初心者、奥様同伴も歓迎します。


