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ＪＦＥスチール福山ＯＢ会
会長　石田 泰正

　５月27日（金）福山市グラウンドゴルフ場におきまして、恒
例の「春のグラウンド・ゴルフ大会」を、114名の参加で行な
いました。
　前日の降雨で少し心配しましたが、影響もなく最高のコン
ディションのもと開催できました。
　また、「稲葉県議」、福山労組の「本田部長」「竹次執行委員」
にご来賓として来ていただき、プレーにも参加していただきま
した。
　スタートの合図のもと、随所で歓声の声が上がり、盛り上がっ
た大会となりました。
　上位入賞されました方、おめでとうございます。
　参加いただきました皆さま、お疲れ様でした。
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春のグラウンド・ゴルフ大会を行ないました！
順位 ブロック 氏　　名 合計打数
優勝 4 濱田　睦子 48
２位 6 稲田　美昭 49
３位 5 石田　敏美 55
４位 5 亀渕　勝剛 55
５位 1 徳永　修一 56
６位 3 黒木　　久 57
７位 1 金丸　賢一 57
８位 6 齊郷　仙志 58
９位 6 升谷美奈子 59
10位 4 近藤　正伍 59

右 稲葉県議　　
中 本田部長　　
左 竹次執行委員

優勝：濱田さん（中）
２位：稲田さん（左）
３位：石田さん（右）

参加された皆さま

優勝～10位の皆さま　おめでとうございます！

第2回目の「清掃ボランティア」活動
　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２回目として、6月25日（土）にＪＦＥ競走部　伊藤監督、久保岡
コーチ、土久岡・山下マネージャーと浜本市議の協力のもと、総勢28名
で実施しました。
　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。

伊藤監督・
土久岡マネージャー 山下マネージャー 浜本市議



2022年 6 月30日〔第73号〕 （2）

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

2022年 4 月
ボウリング ４月15日 キャッスルボウル福山 ４月月例会　　　優勝：小畠富範（S535）　第2位：吉田秀光（S640）　第3位：安東　勇（S474）
ゴ ル フ ４月21日 福山カントリークラブ 第360回コンペ　優勝：龍王恵三（G84）　　第2位：浦田健雄（G95）　　第3位：桑原博美（G92）

2022年 5 月
ボウリング ５月17日 キャッスルボウル福山 ５月月例会　　　優勝：吉田秀光（S667）　第2位：井田義輝（S522）　第3位：橋本典章（S518）
ゴ ル フ ５月19日 岡山西ゴルフ倶楽部 第361回コンペ　優勝：松尾義幸（G84）　　第2位：山盛実孝（G88）　　第3位：森脇美樹（G89）

2022年 6 月
ゴ ル フ ６月20日 マーメイド福山ＧＣ 第362回コンペ　優勝：大原茂実（G83）　　第2位：米本賢治（G82）　　第3位：金尾博行（G75）　
ボウリング ６月21日 キャッスルボウル福山 ６月定例会　　　優勝：川上浩只（S484）　第2位：安東　勇（S461）　第3位：赤瀬朝喜（S535）
囲 碁 ６月28日 Ｏ Ｂ ル ー ム 第１回大会　　　優勝：田中信明（11勝2敗）　準優勝：相良　薫（10勝3敗）　第3位：辻　宏（9勝4敗）

同好会活動の近況報告

没月日 氏　　名 享年 元　籍 住　所 没月日 氏　　名 享年 元　籍 住　所
令和 4年 3月２日 鶴成　仁作 78 冷　延 福山市青葉台 令和 4年 5月３日 前田　陽子

（前田　修身） 78 冷　延 福山市神辺町令和 4年 4月２日 足立　研一 79 設　備 福山市能島
令和 4年 4月11日 山田　勲二 76 製　銑 福山市神辺町 令和 4年 5月10日 岩出　信夫 93 熱　延 福山市春日町
令和 4年 4月12日 山田　義雄 91 条　鋼 福山市春日台 令和 4年 5月16日 岡崎　裕子

（岡崎　敬昌） 73 鍍　金 福山市神辺町令和 4年 4月14日 小林　次郎 93 制　御 福山市春日町
令和 4年 4月20日 篠田　孝義 87 鍍　金 福山市向陽町 令和 4年 6月５日 町田　智江

（町田　真義） 86 制　御 福山市神辺町令和 4年 4月25日 加藤　茂雄 88 製　鋼 福山市東陽台
令和 4年 4月28日 高垣　法義 75 製　銑 福山市神辺町 令和 4年 6月９日 深井　羽洋 84 冷　延 福山市神辺町

令和 4年 6月26日 劔持　保男 98 設　備 福山市蔵王町

2022年4月1日～2022年6月30日の間、14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。お悔やみ

都市対抗野球本大会への出場権を獲得！
　ＪＦＥ西日本硬式野球部は、都市対抗野球中国地区予
選に優勝し、7月18日～東京ドームで行われる本大会に
第１代表として出場権を獲得しました。
　本大会では、7月20日（水）10：00～上市町「ロキテク
ノ富山」と対戦します。大きなご声援をよろしくお願い
いたします。

　6月16日（木）10：00 ～福山労組大ホールにおきまして、
ＯＢ会員、ご家族、61名の参加をいただき、開催しました。
　＊相続の最新情勢について
　　講師：相続手続き支援センター　小田 宏治 様
　＊快適リフォームについて
　　講師：住友林業ホームテック㈱ 様

不定期セミナーを開催しました！

会場風景

今回、15組のご夫婦などでの同伴参加がありました。
ご自身のことに置き換えて、熱心に聴講されていました。
ご参加できなかった方で、資料の必要な方がおられましたら、ＯＢ会にご一報ください。準備します。

相続の最新情勢について 快適リフォームについて
【お話いただいたこと（要旨）】

＊相続に関する法改正
　・自筆遺言書の制度改訂・特別の寄与制度
　・預貯金の払戻し制度・配偶者居住権など
＊最近の相続関連事情
＊今後の流れ（予定されている制度改正）
　・不動産登記法・相続土地国庫帰属法など

【お話いただいたこと（要旨）】
最初に、ＪＦＥライフ㈱小川さんより
　＊ＪＦＥライフ マイホーム割引について説明
続いて、住友林業ホームテック㈱様より
　＊古民家のリフォーム事例紹介
　　・古民家梁を活用したリフォーム事例
　　・光をふんだんに取り入れたリフォーム事例
　　・リフォームに関するアンケート記入など

相続手続き支援センター　
センター長 小田 宏治 様 ＪＦＥライフ㈱ 小川さん
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