
2021年度　友の会行事カレンダー　(過去は実績、今後は概略予定です）

2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月

友の会 5日役員会 18日役員会 12日役員会 14日大相撲観戦 6日役員会 9日役員会 9日役員会 5日役員会 12日役員会 友の会

会長　日比正徳 13日会計監査 29日総会中止 23日趣味の会 会長　日比正徳
事務局長　森川広美 13日編集委員会 連絡会 三重工場納涼祭 工場見学会 地域美化活動 27日役員会 グランドゴルフ大会 事務局長　森川広美

13日幹事会 23日役員会

27日幹事会

囲碁部 春季大会 秋季大会 囲碁部

部長　伊藤英彦 中止 部長　伊藤英彦

幹事長　玉置孝盛 幹事長　玉置孝盛

ウオーキング部 16日ふるさと巡り 17日ふるさと巡り 下旬バスハイク 20日ふるさと巡り ウオーキング部

部長　日比正徳 雨天中止 いなべ市 鈴鹿市 部長　日比正徳

副部長　黒川徳男 副部長　黒川徳男

家庭菜園部 ｽｲｰﾄｺｰﾝ種配布 野菜苗配布 家庭菜園部

部長　河田詔二 部長　河田詔二
幹事長　生川喜代一 幹事長　生川喜代一

カメラ部 22日撮影会 24日　例会 28日　例会 26日　例会 23日　例会 27日　例会 25日　例会 29日　例会 27日　例会 24日　例会 28日　例会 28日　例会 カメラ部

部長　戸田英義 26日　例会 下旬撮影会 下旬撮影会 中旬撮影会 部長　戸田英義

幹事長　安藤宣朗 幹事長　安藤宣朗

カラオケ部 7日　例会 カラオケ部

部長　岡本一見 部長　岡本一見

幹事長　市川謙三 幹事長　市川謙三

8日大会 4日　大会

会長　黒川益雄 会長　黒川益雄

幹事長　土肥耕三 幹事長　土肥耕三

ゴルフ同好会 15日大会 9日大会中止 6日　大会 15日　大会 ゴルフ同好会

会長　堀内　定 会長　堀内　定

幹事長　児玉吉彦 幹事長　児玉吉彦

旅くらぶ 旅くらぶ

部長　大岡利勝 部長　大岡利勝

幹事長　黒川徳男 幹事長　黒川徳男

パソコン部 20日　例会 18日　例会 15日　例会 20日　例会 17日　例会 21日　例会 19日　例会 16日　例会 21日　例会 18日　例会 15日　例会 15日　例会 パソコン部

部長　日比正徳 部長　日比正徳

幹事長　辻　久雄 幹事長　辻　久雄

船釣り部 15日　例会 19日　例会 17日　例会 21日　例会 18日　例会 16日　例会 20日　例会 18日　反省会 船釣り部

部長　平子光則 中止 中止 中止 中止 部長　平子光則

幹事長　大井政幸 幹事長　大井政幸

盆栽園芸部 4/下～5/上 15～22日 盆栽園芸部

部長　木村修太郎 菊の差し芽 ｻﾂｷ盆栽展 菊花展 部長　木村修太郎

幹事長　森東巳男 幹事長　森東巳男

朗吟部 全富士大会 三重吟道大会 朗吟部

部長　佐野誠一 中止 部長　佐野誠一

幹事長　藤本菊水 幹事長　藤本菊水

参考 参考

三泗地区高齢者 25日総会 三泗地区高齢者

退職者連合 この総会で退会します。 退職者連合

副会長　黒川益雄 副会長　黒川益雄

三泗地区高齢者 25日総会 三泗地区高齢者

2023年度退会に向けて交渉します。 退職者福祉共済会

会長　藤本菊水 会長　藤本菊水

2021年6月1日

グラウンドゴルフ同好会 グラウンドゴルフ同好会

事務局長　生川喜代一 事務局長　生川喜代一

退職者福祉共済会



2022年度　友の会行事カレンダー　(過去は実績、今後は概略予定です）

2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月

友の会 2日役員会 　　役員会 友の会

会長　日比正徳 6日会計監査 会長　日比正徳

事務局長　森川広美 6日分科会 　　総会 事務局長　森川広美

囲碁部 囲碁部

部長　伊藤英彦 部長　伊藤英彦

幹事長　玉置孝盛 幹事長　玉置孝盛

ウオーキング部 ウオーキング部

部長　日比正徳 部長　日比正徳

副部長　黒川徳男 副部長　黒川徳男

家庭菜園部 家庭菜園部

部長　河田詔二 部長　河田詔二

幹事長　生川喜代一 幹事長　生川喜代一

カメラ部 カメラ部

部長　戸田英義 部長　戸田英義

幹事長　安藤宣朗 幹事長　安藤宣朗

カラオケ部 カラオケ部

部長　岡本一見 部長　岡本一見

幹事長　市川謙三 幹事長　市川謙三
グラウンドゴルフ同好会

会長　黒川益雄 会長　黒川益雄

幹事長　土肥耕三 幹事長　土肥耕三

ゴルフ同好会 ゴルフ同好会

会長　堀内　定 会長　堀内　定

幹事長　児玉吉彦 幹事長　児玉吉彦

旅くらぶ 旅くらぶ

部長　大岡利勝 部長　大岡利勝

幹事長　黒川徳男 幹事長　黒川徳男

パソコン部 パソコン部

部長　日比正徳 部長　日比正徳

幹事長　辻　久雄 幹事長　辻　久雄

船釣り部 船釣り部

部長　平子光則 部長　平子光則

幹事長　大井政幸 幹事長　大井政幸

盆栽園芸部 盆栽園芸部

部長　木村修太郎 部長　木村修太郎

幹事長　森東巳男 幹事長　森東巳男

朗吟部 朗吟部

部長　佐野誠一 部長　佐野誠一

幹事長　藤本菊水 幹事長　藤本菊水

参考 参考

三泗地区高齢者 三泗地区高齢者

退職者福祉共済会 退職者福祉共済会

会長　藤本菊水 会長　藤本菊水

グラウンドゴルフ同好会

事務局長　生川喜代一

2021年6月1日


