
平成22年（2010）

平成23年（2011）

〈２月〉 第２回「いきいき発表会」
〈３月〉 ※『結成１０周年記念式典・記念講演会』開催（講師; 北海道大学大学院教授 山口 二郎 氏）
〈５月〉 第１１回定期会員総会（会員３５８名） 〈10月と11月〉 「いきいきネット講演会」
〈11月〉 ※ウェルネツトみやぎ『ボランティア活動賞』受賞（電友会より）

〈２月〉 第３回「いきいき発表会」 〈３月〉 ※３月11日『東日本大震災』発生
〈５月〉 第１２回定期会員総会（会員３５４名）
〈７月〉 「いきいきネット講演会①」 東北大学教授 平川 新 氏
〈11月〉 「いきいきネット講演会②」 TBC東北放送ｱﾅｳﾝｻｰ 若生 哲旺 氏

ＮＰＯ法人「でんでん宮城いきいきネットワーク」

創立から１０年、そして２０年の主な活動



平成24年（2012）

平成25年（2013）

平成27年（2015）

〈２月〉 第４回「いきいき発表会」 〈５月〉 第１３回定期会員総会（会員３５７名）
〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 NTT東日本東北病院部長 吉田明美氏
〈９月〉 「いきいきネット講演会②」 NPO みやぎ生涯学習指導支援ｾﾝﾀｰ顧問 小岩公彦氏
〈12月〉 「いきいきネット講演会②」 NPO ロージーベル代表 保護司 大沼 えり子 氏

〈１月〉 ※「情報労連”愛の基金”」助成団体として目録を贈呈される
〈２月〉 第５回「いきいき発表会」（１７演目 ２０ｸﾞﾙｰﾌﾟ １１６名出演）
〈５月〉 第１４回定期会員総会（会員４３０名）
〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 NTT東日本宮城支店長 五十嵐克彦 氏
〈９月〉 「いきいきネット講演会②」 仙台往診ｸﾘﾆﾂｸ 院長 川島孝一郎 氏
〈11月〉 「いきいきネット講演会③」仙台市南警察署係長 武内和也 氏他

平成26年（2014）
〈２月〉 第６回「いきいき発表会」（１６演目 １８ｸﾞﾙｰﾌﾟ １０６名出演）
〈５月〉 第１５回定期会員総会（会員４１２名）
〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 仙台市若林区市民ｾﾝﾀｰ長 村上 佳子 氏
〈９月〉 「いきいきネット講演会②」 NTT-OB  歴史愛好家 松田幸雄 氏
〈11月〉 「いきいきネット講演会③」県警生活安全企画課長補佐 木村光弘 警部

平成28年（2016）

〈２月〉 第７回「いきいき発表会」（１７演目 １８ｸﾞﾙｰﾌﾟ １２０名出演）
〈５月〉 第１６回定期会員総会（会員４２８名） ※理事長に佐藤紀也 を選出
〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 仙台市若林区消防団地域地震防災ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 菊地 誠孝 氏
〈９月〉 「いきいきネット講演会②」 NTT-OB 仙台歴史と文化財ｶﾞｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 小坂 仁 氏
〈９月〉 ※絵てがみ教室「単独の絵てがみ展」開催「伊達海鮮」にて
〈11月〉 「いきいきネット講演会③」 ドコモＣＳ東北 ＣＳＲ担当 片岡美奈子 氏

〈２月〉 第８回「いきいき発表会」（１８演目 １８ｸﾞﾙｰﾌﾟ １１１名出演）
〈５月〉 第１７回定期会員総会（会員４１９名）
〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 NTT-OB ＪＬＭＭ（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）派遣者 小野 武 氏
〈９月〉 「いきいきネット講演会②」 NPO ＥＭプラネット蘇生塾代表 菊地素博 氏
〈11月〉 「いきいきネット講演会③」東北大学CYRICｻｲｸﾛﾄﾛﾝ核医学部研究部教授 関隆志 氏

平成29年（2017）

平成30年（2018）

〈２月〉 第９回「いきいき発表会」（１７演目 １８ｸﾞﾙｰﾌﾟ １０５名出演）
〈３月〉 ※３月３１日付で『介護事業』を終了 〈４月〉 『文書処理業務』受託開始
〈５月〉 第１８回定期会員総会（会員３９２名）
〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 仙台市徳州会病院医師･医学博士 加藤邦夫 氏
〈９月〉 「いきいきネット講演会②」 人形劇サークル「明泉ぱれっと」の皆様
〈11月〉 ※杜の会『環境美化活動優良団体』として感謝状授与される〈仙台市長より〉
〈12月〉 ※いきいき麻雀教室『例会２００回･会報２００号突破記念誌』を発行

〈３月〉 ※第１０回「いきいき発表会」（第１０回記念発表会として開催）
〈５月〉 第１９回定期会員総会（会員３７０名） ※理事長に千葉儀憲 を選出
〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 仙台市天文台台長東北大学名誉教授 土佐 誠 氏
〈９月〉 ※杜の会『仙台市社会福祉協議会会長賞』受賞〈会員３名の方々〉
〈10月〉 「いきいきネット講演会②」 元仙台市博物館館長 佐藤憲一 氏

平成31年（2019）
〈２月〉 第１１回「いきいき発表会」（１３演目 １５ｸﾞﾙｰﾌﾟ ９１名出演）



令和元年（2019）

令和２年（2020）

〈５月〉 第20回定期会員総会（会員３4７名）& 『創立20周年記念セレモニー』
功労者表彰
①理事長としての表彰 藤枝 美津子 氏 佐藤 紀也 氏
②各教室の永年講師としての表彰

男の料理教室 高木 ミツ 氏
いきいき健康教室 斎藤 禎子 氏
絵てがみ教室 鹿野 委子 氏
ITサークル 千葉 誠一 氏

③社会貢献活動に伴う表彰
ひなたぼっこ 代表 佐々木 禎子 氏
ふれあい電話 代表 笹原 弘 氏
杜の会 代表 三浦 タミ 氏
ウェルネット宮城 代表 石川 芳行 氏
一生青春の会 代表 我妻 ヤイ子 氏

〈６月〉 「いきいきネット講演会①」 東北大学大学院医学系研究科 教授 上月正博 氏 (120名)
〈11月〉 「いきいきネット講演会②」 ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ&整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 阿部 静子 氏 (127名)

令和３年（2021）

〈２月〉 第12回「いきいき発表会」（15演目１5ｸﾞﾙｰﾌﾟ 95名出演）
〈3月〉 ※新型コロナウィルス感染拡大のため各種活動の中止・延期

・4月 7日 7都府県「緊急事態宣言」発出
・4月16日 全国に「緊急事態宣言」発出 など

〈5月〉 第21回「定期会員総会」（会員345名）
※コロナ感染対策のため「評決ハガキ」と「評価委員」（3名）の参加で開催

〈7月〉 いきいきネットの全会員向けに「絵てがみ教室」作成による”暑中お見舞い状”を発送
〈7月〉 一部の活動再開「健康教室」「ITサークル1」（remote開始）「ウェルネットみやぎ」等
〈11月〉 「いきいきネット講演会」 東北大学大学院歯学研究科 教授 小関建由氏 （72名）

〈1月〉 いきいきネットの全会員向けに「絵てがみ教室」作成による”年賀状”を発送
〈５月〉 第２２回「定期会員総会」 （会員307名）

※コロナ感染対策のため「評決ハガキ」と「評価委員」（3名）の参加で開催
〈６月〉 ホームページの本格リニューアル
〈９月〉 会員間の「いきいきダイアリー」（交換日記）をスタート（参加者30名）
〈10月〉 「いきいきネット講演会①」 NTT東日本取締役宮城事業部部長 滝澤正宏氏 予定
〈11月〉 「いきいき発表会」のリアル開催に代わるWEBによる練習模様や模擬演技の配信予定
〈2月〉 「いきいきネット講演会②」 講師調整中


