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表紙の写真は、地元企業の1.2MW太陽光発電所をドローンにて撮影したものです。

ドローンにサーモカメラを搭載することによりセルの異常を容易に発見できますが、

カメラ自体が高価なこともありハードルが高いのが現実です。

当面はパネル割れの確認用に活躍してもらっています。
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新年あけましておめでとうございます。会
員の皆様には日頃より支部活動にご協力をい
ただき、誠にありがとうございます。この度
は副支部長の大役を果たせないまま一期で退
くことになりましたが、貴重な経験をさせて
いただきました。

さて、新年を迎えてのごあいさつ代わりに、
私の温故知新をお話ししたいと思います。

私は当協会にお世話になって17年になりま
す。特に7年前に起きた東日本大震災では、
東京電力福島原子力発電所の崩壊の件でいろ
いろなことを考えさせられました。放射能が
無害になり人間が地元で生活できるようにな
るには、50年以上もかかると言われています。
被爆国として、将来のある子供たちに置き土
産を残さず、きちんとした形で解決しなけれ
ばならない問題だと思います。
親は福島に残り、子供(10歳)が鶴岡の祖父

母(70歳代)のもとに疎開している家族がいま
す。そういった被災者の方に、毎年落語を見
る会の入場券の一部を助成しています。

私の電機との巡り会いは、小学校の理科の
授業で模型モーターを作ったことでした。電
池をつなぎシャフトを指で回すと、モーター
が回り続けた時の感激は､今でも忘れません。
中学校を卒業後すぐに、地元の田川鉱山に

入社しました。電気係に配属となり、電機の
知識を先輩から教えていただきました。
私の部署では、重電機モーターやトランス

などの機器が故障した時すぐに交換できるよ
うにと、予備の機器を整備することが仕事で
した。その中で、寵形誘導電動機や巻線形誘
導電動機の回転機構を、初めて知ることがで

きました。それまではコンミテーターから回
転子部分に電気を供給しないと、モーターは
回転しないものだと思い込んでおり、まった
く無学でした。
次の職場では選任電気主任技術者となり、

いろんな事故に遭遇しました。
高圧ケーブルの端末処理の施工ミスで地絡

事故に至ったことがありました。ストレス
コーンの銅テープを、1線だけ切り取り忘れ
て残していたことが原因でした。
柱上油入開閉器では、高圧ケーブル引下げ

部分の銅管ターミナルで、水切り処理しない
まま松葉ジョイント処理したため、ケーブル
の心線に雨水が浸入し地絡事故に至ったこと
もありました。現在では端末キットで施工し
ているのでこんなことはありません。そこに
は地絡継電器付きPASが設置されておらず、
その頃はまだ24時間有人監視だった鶴岡変電
所のDGRを使って発見に至りました。携帯電
話もない時代であり、時間もかかり東北電力
様にも大変ご迷惑をおかけしました。
砕石場を委託管理していた時には、高圧

モーターのトラブルがありました。田川鉱山
にいた頃にやった「巻線形モーターの試験方
法」を思い出し実践しました。運転監視所で
二次電圧を測定したところ、1線が他より低
い指示でした。モーターのスリップリングで
は三相とも同じ値を示したので、1線が断線
していることが判明しました。運転監視所と
スリップリングの間隔は約100ｍでした。
一緒に見ていた工事担当者に内容を説明し、

さっそく改修をお願いしました。

などなど、いろんなことを思い出します。
今年も古いことを大いに生かし、新しいこと
にも挑戦しようと思っています。

副支部長 関原 正
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開催日 ：平成29年11月28日～29日
場所 ：グランドホテル舞鶴荘(天童市)

2日目は 加茂水族館(鶴岡市)

【第１部 臨時総会】
〇1号議案：平成30･31年度支部役員選出
支部会員56人中、出席40人、委任状15

人、98.2％にて総会が成立し、議長には江
澤善徳さんを選出し、下表のように決まり
ました。敬称は省略いたします。

【第２部 研修会】

(1)PCB調査の話 … (株)クリーンシステム

(2)東北電力(株)からの情報提供

… 東北電力(株)山形支店

(3)新損害保険について … 池垣総務委員

(4)地区持回り研修 … 鶴岡･酒田地区

損害保険の話は、現在加入している保険
では適用外である、「物的損害のない賠償
事故」にも対応する保険への移行について
の説明でした。お金はかかりますが、移行
は必須だと思いました。
注目の「地区持回り研修」は、酒田地区

の若手2人、江澤徳之さんと山田俊一さん
によるものでした。

インターネットを活用した情報共有につ
いての講演でした。インターネット端末が
スマホやタブレットといった、モバイル型
に進化したことを有効活用したものです。
いずれ他の地区へも展開できれば素晴らし
いですね。
【第３部 懇親会】
千葉吉春さんの司会進行で、東北電力

(株)会田様の乾杯のご発声で、宴が始まり
ました。日頃のストレス発散と、よき情報

広報委員 栗田 浩二

区分 役職名 役員名

(新任) 本部理事 後藤 長生
再任 支部長 田中 均
再任 副支部長 大場 吉裕
(新任) 副支部長 岸 勇一
再任 常任幹事(本部総務委員) 池垣 良広
再任   〃  (本部技術安全委員) 大場 吉裕
再任   〃  (本部広報委員) 栗田 浩二
(新任)   〃  (本部研修委員) 佐藤 喜由
再任   〃  (支部会計) 片岡 廣
再任 支部監事 海野 陽一
(新任)   〃 皆川 幸夫
再任 全友会担当 荒井 努
(新任) 酒田地区 地区幹事 本間 隆介
(新任) 鶴岡地区 地区幹事 山田 勝太郎
再任 新庄地区 地区幹事 斎藤 章
(新任) 天童・寒河江地区 地区幹事 清野 一司
再任 山形(1)地区 地区幹事 長沼 照幸
再任 山形(2)地区 地区幹事 荒井 努
(新任) 置賜地区 地区幹事 佐藤 喜由
再任 事務局 片岡 廣
再任 ホームページ担当 大場 吉裕
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交換の場になりました。
【第4部 施設見学会】
翌29日は好評の施設見学会でした。今回

も東北電力(株)のご協力により実施されま
した。場所は鶴岡市の加茂水族館、2回目
ということもあり、参加は8人でした。あ
いにくの雨でしたが、往路の月山道では虹
が現れ心が和みました。
現地に到着しますと、2人のガイドさん

が迎えてくれました。写真撮影の許可をい
ただき、遠慮なく撮りまくってきました。
通常の見学コースもガイド付きですと、何
倍も楽しめました。私にとって魚は、基本
的に食物ですので、生体とかにはまるで無
知でした。山形県の「県の魚」といえばサ
クラマスですが、これはヤマメが海に降り
たものなんだそうですね。

お約束のバックヤード、いわゆる舞台裏
もしっかり見学させていただきました。い
ろんな工夫を目の当たりにして、スタッフ
の方々の汗と涙の結晶なんだと思いました。

私にとっての加茂水族館は、お気に入り
スポットのひとつであり、ついつい筆が進
んでしまいました。新館になってから5～6
回は足を運びました。クラゲにより経営の
危機を脱したという話は有名ですが、シン
ボルでもある直径５mの巨大水槽のクラゲ
たちを眺めていると、心が洗われます。

さて、電気屋の見学会でしたので、少し
専門的な部分にも触れたいと思います。
この水族館はオール電化システムが導入

されていました。①電化厨房、②ヒートポ
ンプ空調、③水槽の水温調整用ヒートポン
プ、④電気床暖房、といったシステムを採
用し、安心で快適な、また効率的なきめ細
かい管理を実現していました。特にクラゲ
は水温には敏感な生き物らしく、電気制御
ならではの正確さが有効なんだそうです。

最後に豪華な海の幸をご馳走になり、散
会となりました。暖かい季節になったら、
また行ってみたいと思います。癒しの空間
を求めて。

－3－



開催日 ：平成29年8月30日(水)
場所 ：新庄市民プラザ(新庄市)
講演内容：
(1)感電について … 栗田晃一会員

(2)高圧電気事故について … 佐藤信也会員

(3)電気安全の取り組みについて

… 東北電力(株)新庄営業所／吉田誠主査

平成29年8月30日(水)、新庄市民プラザ
にて新庄地区による平成29年度電気使用安
全講習会が行われました。 当日は新庄最上
地区の８市町村を中心に地元企業の担当者
から総勢51名の参加を頂きました。
最初に田中県支部長から挨拶を頂き、講

習会がスタートしました。新庄地区の会員
からの絶大な協力により、会員講師による
講演をメインにすることができました。

最初の講演は栗田晃一さんによる「感電
について」でした。海外での事故事例の動
画を例に、初めて電気に関わる人でも、電
気がいかに危険なものであるかが、すぐに
わかるような内容でした。
次の講演は佐藤信也さんによる「高圧電

気事故について」です。実際にあった高圧
事故の事例をスライドで紹介し、解説して

もらいました。若手ではありますが、わか
りやすい講演でした。

最後に東北電力(株)新庄営業所の吉田様
より、「電気安全の取り組みについて」講
演して頂きました。東北電力内での日常的
な安全の取り組みについて、具体的に説明
して頂きました。
参加者も地区の会員も含め、新庄まつり

後のバタバタした時期に、大きなトラブル
なく無事終了できたのは大変ありがたいこ
とだと思います。会場の都合もあり、蒸し
暑い中での講習となりましたが、皆熱心に
聴講して頂きました。
又今回は、鶴岡地区の方々にも大勢参加

していただき、当初の想定人数を超える状
況で開催できたのも、とても良かったと思

新庄地区 会員番号802 斎藤 章

－4－



います。次年度も含め、今後の電気安全講
習会の益々のステップアップにつないでい
ただければと思っています。

最後にアンケート結果を掲載します。概
ね良好の回答をいただき、ある程度の成果
があったものと確信しました。
【設問1】会場の運営、雰囲気はいかがでし

たか？

【設問2】講習会の内容（レベル）はいかが

でしたか？

【設問3】講習会の理解度はどうでしたか？

【設問4】講習会が今後の皆様の業務に役立

つでしょうか？

【設問5】講習会について感想、提案等を
お聞かせください。
・事故例をもっと紹介してもらいたい
・年に２～３回してほしい
・感電事故の事例を見られてよかった
・電気事故の危険性について勉強になった
・今の業務を再確認する良い機会になった
・感電時の救急対処方法が知りたかった
・東北電力の消費傾向、生産状況などを知
りたかった

・時間配分がちょうどいい
・従業員が電気修理することがあるが、危
ない事がわかったため、プロに任せたい

・資料が大きく見やすかった
・保護継電器にて事故の拡大を防ぐ事が大
切だと思った

低い
0%

やや低い
2%

丁度良い
84%

やや高い
7%

高い
7%

良い
35%

大体良い
39%

普通
21%

やや悪い
5%

悪い
0%

よく理解できた

大体理解できた
54%

あまり理解できなかった
2%

役立つ
84%

少しは役立つ
16%

役立たない
0%
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開催日 ：平成29年10月25日(水)
場所 ：江陽グランドホテル（仙台市)

山の色づきの候10月25日、仙台市の江陽
グランドホテルにて、当協会法人化30周年
記念式典並びに祝賀会が、大々的に開催さ
れました。山形県支部からは22名の出席を
いただきました。

【第１部 記念式典】
司会にフリーアナウンサーの黒田弘子さ

んを迎え、三浦会長の開会の辞で幕開けと
なりました。

関東東北産業保安監督部､東北電力(株)、
全国電気管理技術者協会連合会のお三方の
ご来賓より祝辞を賜りました。記念功労表
彰では、本県支部から、佐藤智さん･阿部英
明さん･江澤義德さん、又本部理事として天
野良一さん･田中均さんが受賞されました。

【第２部 記念講演】
『超電導技術で拓く未来』と題し、山形

大学名誉教授･客員教授の大嶋重利様よりご
講演を賜りました。超電導技術を活用した、
リニア新幹線･無損失電力送電･高度最先端
医療技術について講じられ、近未来への展
望が広がりました。

【第３部 記念祝賀会】
式典実行委員長の長谷川副会長のご挨拶

で開会となり、(一財)東北電気保安協会の
ご来賓よりご祝辞をいただきました。「よ
いしょ、よいしょ！」の掛け声で鏡開きが
おこなわれ、(公社)東京電気管理技術者協
会の今田会長の乾杯で､宴が始まりました。
アトラクションとしてサウスシーJBバン

ドのハワイアンショーが披露されました。

最後になりましたが、実行委員として受
付を担当されました、長沼照幸さん･佐藤信
也さんには、大変お疲れさまでした。

広報委員 栗田 浩二
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私が契約している事業場は、割合に容量の小さなところが多く51件あります。隔月点検に

しているところも結構あり、点検に行くところ、行かなくても良いところ、既に行ったところ

の区別が、頭の中だけではできません。それで私はエクセルで作った一覧表で管理をしている

のですが、自分なりに見やすくする工夫をしていますのでご紹介いたします。

図１の中で「×」の入っているところは、今月回らなくて良いところです。

普通はエクセルのこの形ですが、イマイチ見やすいとは言えません。そこで「並べ替えと

フィルター」機能を使います。私のエクセルはバージョンが2007ですが、皆様のエクセルに

も同じ機能があるはずですので探してみて下さい。

図２の「並べ替えとフィルター」をクリック

すると図３のようになりますので、その中から

「フィルター(F)」を選びます。

◇ ◇ 私の点検先管理 ◇ ◇

山形地区 会員番号730 大場 吉裕

図１

図２
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そうすると図４のように月の所に「▽」マークが出ます。更にこの「▽」をクリックすると
図５のようになりますので、「(空白セル)」だけにチェックを入れてOKをクリックします。

そうすると図６のように、画面には未訪問の所だけが表示されてとても見やすくなり、これ
で訪問忘れも防ぐことができます。訪問するたびに日付を記入して再度フィルター機能を使え
ば、まだ訪問していないところが一目瞭然です。
このやり方を使えば年次点検の未実施一覧表もできます。図６の黄色に染まっている事業所

は年次点検がまだの所です。

図３

図４ 図５
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ここまでは皆さんお持ちのエクセルで簡単にできると思いますが、私はさらにマクロを利用
して図７のように「あと〇〇軒」と表示しています。

こちらはマクロの記述が必要ですので紙面での説明はちょっと困難です。ご希望の方にはマ
クロを組み込んだファイルを差し上げますので、大場までお申し付けください。

図６

図７
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私が、諸先輩方の一員に加えていただい
たのが平成22年2月２日。今年で8年になり
ます。
それ以前は、皆さんには馴染みの深い紙

幣やカレンダー、チラシ等々を印刷する機
械の製造会社に25年ほど勤めておりました。
会社では、国際標準化機構(ISO)を長年展
開し、自分も少しは携わってきました。
ISOの要求事項の中に「顧客満足」があ

ります。またISOを進める上での8原則のひ
とつに最も重要と思われる「顧客重視」、
いわゆる｢お客様は神様です｣とまではいか
なくても、常にお客様の視点に立ちいかに
喜んで頂けるか、そしてお客様からどれだ
け信頼を得ることができるかを念頭に、こ
の8年間少しだけこだわりながら進めてき
たことを紹介したいと思います。
お客様との契約に於いて、まず気になっ

たのが印鑑です。お客様には丸判の代表印
を押印していただくわけです。それに対し
一般的な個人印鑑では、少なからず不信感
を持たれるのではないかと思い、入会後ま
もなく同等の代表印を準備して、つい先頃
まで使用してきました。しかし使用はＮＧ
ということですので残念です。
契約書その他、お客様に提出する書類全

般の、用紙の紙質についても、自己満足に
過ぎないのですが、白色度の高いまた若干
厚め(1枚1円)のコピー用紙を使用していま
す。領収書や請求書の作成でも、少しでも

好感度アップになればと思い工夫している
つもりです。なお請求書については、封筒
に入れてお出しする様にしています。
続いて心掛けている事ですが、南陽市内

の小中学校9校を担当して7年になります。
7年前も現在の風貌と対して変わりありま
せんでした。そこに無精髭の上、よれよれ
の作業服姿で行ったら子供たちから、｢この
はげー！｣｢はげちゃびんの変なじじーがい
る！｣と指を差されてしまいます。先生方か
らも怪しい目で見られ、職務質問間違いあ
りません。そこで、頭のことはさておき服
装です。下は普通のスラックスに上は作業
服、そしてクールビズ期間を除き、ネクタ
イを締めて出向くようにしています。
学校以外でも行政機関や飲食業といった

お客様には同様の対応を心掛けています。
子供たちからはきちんと挨拶してもらえる
し、先生方からの応対もすこぶる良く感じ
られます。意識過剰の側面も否めませんが、
今後も継続していきたいと思ってます。
さらに気をつけている事は、先輩から

譲っていただいたお客様に豚舎3件があり
ます。いずれもすさまじい環境です。いま
だその環境に順応出来ずにいる状態ですが、
大事な大事なお客様です。点検時は当然で
すが、キュービクルだけでなく、豚舎内く
まなく見て廻ります。その際、サングラス
にマスクをしたいのはやまやまですが、意
地でもしないようにしています。そこでの

置賜地区 会員番号772 須貝 一彦

【少しのこだわりとちょっとだけ自慢したい事】

仕事上の工夫やこだわり、プライベートの

趣味などを紹介して頂くコーナーです
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作業者は半数以上が女性で、中には若い方
もおられますが、だれ一人マスクを着けて
いません。若い方に嫌われてしまいます。
最後にちょっとだけ自慢してもいいかな、

というのがあります。それは、入会後まも
なく双興製のOCR試験器を購入しました。
その当時、受託件数が少なく使用頻度もご
くまれでしたが、いつ何時でも対応出来る

ようにと、一年を通して愛車に常備してい
ました。大切な商売道具です。傷がついて
は大変と思いダンプラを利用しての保護
ケースを製作しました。試験の際は試験器
の台に早変わり、また試験器の蓋やケーブ
ル入れの収納スペースにもなり見た目スッ
キリ。自己満足です。

山形地区 会員番号705 荒井 努

趣味を楽しむ

健康法やリフレッシュ法などを

紹介して頂くコーナーです

私にとって元気のみなもとと言えば、趣
味を楽しみ自分の居場所を作ることだと思
います。
私の趣味はスキー、山歩き、ソフトボー

ル、アユ漁、釣り等いろいろですが、最近
一番はまっている趣味は開拓と果樹栽培で
す。もともと父が若いころ山林を購入した
のですが、何年も放置していたためすっか
り荒れ果て、笹藪林のようになってしまい
ました。この山林は管理技術者になって間
もないころ父から引き継いだのですが、生
活に追われ毎日が自転車操業で、趣味どこ
ろの話ではなく益々荒れ果てていきました。
でも独立してから5年位してようやく生活
も安定し、趣味の時間を作る事が出来るよ
うになってきました。
そんなころ山に行ってみたのですが、数

年前は笹薮林だった所の雑木が大きく成長
し森になっていて、あまりの荒廃ぶりに愕
然としました。それでも5年後、10年後に
果実を収穫している様を頭で想像すると、

メキメキとやる気が湧いてきて、まずは鋸
や鍬、刈払機等など道具を準備して、少し
ずつ木を伐採し笹を刈って鍬で土を耕して
みました。でもやってビックリ超辛い。汗
が吹き出しほんの数分でギブアップ。笹や
雑木の根っこが縦横無尽に張っていて、す
ぐに鍬の歯はボロボロ状態。その都度サン
ダーで目立てをしながらコツコツと開拓し
ましたが、鍬の歯もだんだん短くなってく
るので5本位ダメにしてしまいました。そ

栗の木の接ぎ木
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の上藪蚊やブヨ、アブ等がワンサカいて本
当に辛かったです。
でも不思議な事ですが全然嫌な気分には

なりませんでした。むしろ楽しく、時間を
忘れて開拓を楽しんでいる自分がいました。
鍬で耕す作業もコツがわかり長時間作業も
できるようになりました。そして4年程前
からサクランボ、桃、葡萄等の苗木を植え
て、去年くらいからボチボチ収穫も楽しん
でおります。それでも色々な病害虫や動物
の食害、今年はクマに桃数十個を一晩でペ
ロッとやられましたが、電気柵を設置し何
とかくい止めました。

今は冬支度も終わり当分の間は畑作業は
休みです。ただ時々葡萄棚や苗木の枝に積
もった雪を下ろしに行かなければなりませ
ん。冬は車が入れないのでスキーを履いて
１時間くらい山道を登らなければなりませ
んが、道の途中に広大な棚田が広がる、と
ても美しい場所があります。その景色を見
ていると、重機のない時代にこの棚田を作
るのにどれほどの時間と労力をかけていた
のだろうか？と感心します。以前の自分は
棚田を見ても何とも思いませんでしたが…。

雪下ろしを終えた後、まきストーブの炎
を眺めながらコーヒーを飲むと、落ち着い
た気分になります。今年は雪も早く積雪も
平年より多いと思うので果樹の枝が雪で折
れないように注意したいです。

今は春になるのがたのしみです。来春、
新たに開拓した場所に果樹苗を植える事を
思うとワクワクします。
今後5年後、10年後のことを想像すると

本当に楽しみです。そして自分が晩年を迎
えたころの生きがいになれば最高です。

葡萄（ナイヤガラ）

まきストーブで冬も暖か

大場さんから頂いた赤紅葉
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～ これまでの経過 ～
区 分 名 称 日 時 場 所 備 考

本部
法人化30周年記念式典
        ･祝賀会

H29/10/25(水) 江陽グランドホテル(仙台市)
山形県支部
22名出席

第2回支部研修会 H29/7/28(金) 山形ビッグウィング(山形市)

電気使用安全講習会 H29/8/30(水) 新庄市民プラザ(新庄市) 新庄地区

第2回支部役員会 H29/10/3(火) 山形ビッグウィング(山形市)

H29/11/28(火) 舞鶴荘(天童市)

H29/11/29(水) 加茂水族館(鶴岡市)

天童・寒河江地区
   第1回地区研修会

H29/8/7(月) ベルブランシェ天童(天童市)

新庄地区 自家用
 波及事故防止対策委員会

H29/9/6(水) 東北電力(株)新庄営業所

新庄地区
 東北電力(株)との懇親会

H29/9/6(水) 味奈味(新庄市)

村山地区 自家用
 波及事故防止対策委員会

H29/9/7(木) 東北電力(株)山形営業所

山形地区 第1回地区研修会 H29/9/7(木) 瑞宝閣(山形市)

鶴岡地区 第1回地区研修会 H29/9/20(水) 盛華楼(鶴岡市)

酒田地区 第1回地区研修会 H29/10/8(日) うなぎ割烹 玉勘(酒田市)

新庄地区 公益清掃活動 H29/10/30(月) 神室荘(新庄市）

新庄地区 第2回地区研修会 H29/10/30(月) 鳥慶(新庄市)

置賜地区 第2回地区研修会 H29/11/22(水) 鮨いなば(長井市)

新庄地区 (一財)東北
 電気保安協会との懇親会

H30/1/12(金) 山葵家(新庄市)

天童・寒河江地区
   第2回地区研修会

H30/1/17(水) 山牛(寒河江市)

～ これからの予定 ～
第3回支部役員会

山形地区 第2回地区研修会

鶴岡地区 第2回地区研修会

酒田地区 第2回地区研修会

県支部

県支部臨時総会
第3回支部研修会

各地区

会員の増減はありませんでした。
正会員数 ５６ 人
個人賛助会員数 １1 人 (＊)

企業賛助会員数 ５ 団体
(＊)前号｢No.53｣に記載の10人は11人の誤りでした。

≪ 支部会員の動き ≫
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＝ 平成30年度の
原稿のお願い ＝

来年度の地区持ち回り原稿の担
当について連絡いたします。右表
の地区を予定していますので、ご
確認のほどお願いいたします。ま
た、フリーでも受付けていますの
でよろしくお願いいたします。

支部だより No.５４
平成30年1月31日発行

(一社) 東北電気管理技術者協会 山形県支部
〒990-0863
山形市江南四丁目10番14-10号
ＴＥＬ ０２３－６６５－１０７０
ＦＡＸ ０２３－６６５－１０７１
Ｅメール info@eme-yamagata.com

編集責任者 広報委員／ 栗田 浩二

＊＊＊＊＊ あとがき ＊＊＊＊＊

広報委員 栗田 浩二

いよいよ平昌オリンピック・パラリンピッ
クの開幕ですね。私の注目は、フィギュアス
ケートとスキージャンプです。多くのメダル
を期待したいものです。
我々の仕事にはメダルはありませんが、無

事故無違反で誠心誠意務め、安心安全な電気
を提供することが、金メダルなのではないで
しょうか？今年も頑張っていきましょう。

先日、酒田地区の本間隆さんから、次のよ
うなメールが届きました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本日、私の可愛い孫がテレビ出演予定です。
山形放送の「めばえ」で、いつも18時50分
くらいから報道されています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
見逃すと大変なので早速録画予約をして、

しっかりと拝見いたしました。

番外編

支部だより51号に投稿いただいた本間隆介
さんに、第2子が誕生したんですね。おめで
とうございます。あの時の日葵(ひまり)ちゃ
ん、お姉さんぶりを発揮ですね。

お名前は夕莉(ゆうり)ちゃん、月夜や花の
香りのような人を引きつける魅力的な子にな
るように、とのことです。健やかなる成長を
お祈り申し上げます。

H29年度 H30年度

山形1 置賜

天童･寒河江 山形1

鶴岡 天童･寒河江

酒田 鶴岡

新庄 酒田

山形2 新庄

置賜 山形2

表紙写真、表紙のことば

元気のみなもと

私のこだわり自慢

冬号

夏号

項目・テーマ

表紙写真、表紙のことば

失敗は成功のもと

わが家の宝物

おすすめスポット地元自慢

広報委員 栗田 浩二

～ 本間家に第2子誕生 ～
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