
松愛会スローガン
　◇会員相互の親睦と友愛を深め、会のよき伝統を継承し、心豊かに暮らせる社会活動に参加しよう！

　◇心の若さを保ち、自ら生きがいを求め、健やかに意義ある人生を送ろう！

　全会員によるご審議をお願いします

審議項目　： 　①２０２１年度活動報告

　②２０２２年度活動計画

審議結果　： 　❑ 異議なしの会員様　⇒　返信不要

　❑ 異議のある会員様　⇒　担当支部役員まで異議の連絡

　（電話・メールなどでご返信ください）

※異議の返信期日　：　５月１３日（金）　１７：００まで

パナソニック松愛会　奈良東支部

２０２２年度（第５１回）

年次計画書
 奈良東支部（第２０回）



2021年度　活動報告

１．総括

２．活動報告

■会員数：　６２１人　２０２２年３月末　（前期末：６２０人　１人増）
        ＜内訳＞　入会：８人　転入：１人　転出：１人　物故者：７人

■諸行事及び諸活動について
⑴ 主要支部行事
   1）年次支部総会 中止
   2）新春懇親会 中止

⑵ 諸行事
　1）65歳節目懇談会 中止
　2）友愛訪問 2021.12～2022.1月　全会員625人のうち614人の動静把握
　3）健康長寿サロン交流会 中止
　4）地域懇談会 中止

⑶ 社会貢献活動
　1）緑のボランティア活動（平城宮跡：樹木の保全・剪定・草刈り等）

◇合計 ２６回、延べ２０２人参加（前年比９５％）、内会員１７７人（前年比 ９３％）
◇1回あたりの参加人員は、前年比 ８１％（雨天中止３回、新型コロナウイルスで中止６回）

　2）クリーンアップなら： 奈良県主催のふるさと美化運動への参加
　　　主催者の判断により開催中止となった

　3）奈良環境家計簿： 年間継続記載達成者16名
　　　奈良県より団体（奈良東支部）、個人（伊藤支部役員）が表彰された

　4)「みんなで ’’AKARI’’ アクション　リサイクル募金」に２件、２４点寄付した

⑷ 情報提供
　1）奈良東支部HP （コンテンツの充実、使いやすさの向上、メルマガの拡充）
　　　一人当りアクセス数：月３．４回（本部目標３回）、個人認証率：４３．６％（支部目標４０％）

　2）奈良東支部だより発行（3回/年　全号カラー化、写真中心の見やすい紙面へ改善）

　3）会報「松愛」への投稿・掲載（健康・趣味の世界など）

⑸ わかくさ同好会活動（奈良3支部合同）

実施回数 2021年度 2020年度 前年比
（回） 参加者（人） 参加者（人） （％）

48             215            149            144            
4               32             -               -               
-               -               -               -               

12             277            294            94             
1               9               -               -               
5               89             95             94             
5               115            118            97             

15             165            29             569            
18             98             50             196            
108 1000 735 136            

 (*1)囲碁会の会員数には一般市民会員も含む　 (*2)水彩画会（2021年度）には「作品展」（9/28～10/3)への会員来場数70人を含む

パナソニック松愛会活動の「友愛」「親睦」「社会貢献」をキーワードに、支部活動の原点は地域にあると
の認識でより多くの会員が「親しみ」「楽しみ」「喜びあえる」を合言葉に地域に密着した支部運営を目指
しました。

また本年度は新しい３ヵ年計画の初年度であり、「仲間とともに笑顔で楽しく生き生きと！」をテーマに、
会員の要望をできるだけ取り入れ、変革に対応しつつ新たな活動を展開しました。

残念ながら昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ほとんどの行事を中止せざる
を得なくなりました。その中でも野外での活動については、緑のボランティアやゴルフ会、歩こう会につ
いてはおおむね実施することができました。

同好会名
会員数（人）
3支部合計

囲　碁　会 (*1) 18
カラオケ　　会 13
しゃべろう　会 58
歩こう　　　会 70

第一ゴルフ　会 22
第二ゴルフ　会 25

合　　　　　計 285

第三ゴルフ　会 48
水 彩 画 会  (*2) 21

ハーモニカ　アンサンブル 10

－1－



2022年度　活動計画（案）

１．基本の考え方

２．活動計画

⑴ 支部行事計画 ～気軽に参加できる楽しい、肩の凝らない企画・運営に心がけます～
1）年次支部報告会												 ２０２２年　５月１６日（月） 会場：ホテル日航奈良
2）６５歳節目懇談会 ２０２２年　６月から ８月の間に実施予定 会場：未定
3）健康長寿サロン交流会 ２０２２年１０月２７日（木） 会場：ホテル日航奈良
4）奈良３支部合同新春懇親会 ２０２３年　１月２６日（木） 会場：ホテル日航奈良

⑵ 健康づくり
◇健康づくり三原則「生活習慣改善、コミュニケーション、健康受診促進」を主体に啓蒙します。

⑶ 友愛活動
◇9月～11月を中心に、全会員を対象に近況を確認します。

⑷ 地域懇談会
◇地域の実情に合わせ、7～11月に全地域で地域懇談会を実施します。

⑸ 社会貢献活動
1）平城宮跡の緑のボランティア活動は、NPO法人平城宮跡サポートネットワークに参加して推進します
2）クリーンアップなら：奈良県主催のふるさと美化運動へ参加します。
3）奈良環境家計簿は、継続推進します。（参加希望者は、奈良東支部HPより申し込み願います）
4）「みんなで ’’AKARI’’ アクション　リサイクル募金」を継続実施します。

⑹ 広報活動
1）奈良東支部だよりは、全号カラー化、写真を中心として、よりわかりやすい記事掲載に努めます。
2）ＨＰは、現状取り組みの継続・強化および投稿者の拡大を目指します。
　会員専用ページ閲覧には、個人認証登録が必要です。支部ＨＰの「個人認証の登録」よりお申込みください。
　個人認証登録率は、今年度中に５０％を目指します。
3）一年間の活動実績をご紹介するカラー写真集（フォトブック）を継続して作成します。

⑺ わかくさ同好会活動
◇わかくさ同好会は、奈良三支部合同で運営しています。奮って活動にご参加ください！

＜奈良三支部＞

　奈良東支部： 奈良市全域

　奈良西支部： 生駒市、香芝市、葛城市、

生駒郡、北葛城郡

　奈和支部　： 大和郡山市、橿原市、天理市、

桜井市、宇陀市、五條市、

大和高田市、御所市他、和歌山県

３．2022年度　支部役員の役割分担

担当役割

安本 吉雄 支部総括 全地区 再任

山本 義之 社会貢献 南中部 再任

山下 敏行 会計責任者 中西部 再任

小西 宏明 HP、同好会 北東部 再任

伊藤 裕 健康づくり推進 南西部 再任

河合 秀樹 名簿管理 北中部 新任

神田 佳和 会報レポーター 南東部 新任

佐藤 芳久 環境家計簿 北西部 再任

支部役員 99 090-4769-5347 共通　0742-35-1668

支部役員 97 090-4765-6484 共通　0742-49-7014

支部役員 77 080-3763-4899 共通　0742-41-5782

支部役員 84 090-1146-5401 共通　0742-72-4343

支部役員 92 080-4645-6355 共通　0742-51-4308

支部役員 88 090-9992-9903 共通　0742-36-6504

支部長 623 090-7487-8838 電話　0742-49-1745

副支部長 86 070-8468-1251 共通　0742-47-7256

連絡先
委員歴

役員名 携帯電話 電話・FAX

ハーモニカアンサンブル 080-1503-5080

氏名
役割

担当地区
会員数

(4月1日現在）

明山 次夫

第三ゴルフ　会 藤原 義光 090-6604-4992
水彩画　　　会 090-8166-4102市原　 亘

第一ゴルフ　会 藤下　 和男 0742-41-1516
第二ゴルフ　会 記本　 理 0742-41-3177

しゃべろう　会 上田　 拓司 0744-25-0250
歩こう　　　会 木村　 昭 0743-77-6176

囲　　碁　　会 渡辺　 紘司 0743-54-9933
カラオケ　　会 龍王　 いよ子 090-7752-7181

引き続き、「仲間とともに笑顔で楽しく生き生きと！」をテーマに、できるだけ多数の会員の参加が得られるよう広
報活動を強化し、親しみ、楽しみ、喜びあえる活動を展開します。

特に今年度は、松愛会設立５０年、奈良３支部設立２０年を記念し、支部を越える活動や全員参加の活動を実施
します。

新たに参加を希望される方は下記の世話役へご連絡ください。 

同　好　会　名 代　表　世　話　人 ご　連　絡　先
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実　績　(円) 計　画　(円) 前年度差(円) (人数) 備考

706,774 873,702 166,928

0 1,052,000 1,052,000

770,200 1,207,400 437,200

770,200 2,259,400 1,489,200

〈対象：65歳の会員〉

・会食費等

〈対象：全会員〉

・会食費、議案書、フォトブック等

〈対象：76歳以上の会員〉

・会食費等

〈対象：全会員〉奈良三支部合同

・50周年記念大抽選会

〈対象：全会員〉

・会食費等

49,229 2,261,000 2,211,771

554,043 410,000 -144,043

603,272 2,671,000 2,067,728

873,702 462,102 -411,600

※2021年度通信・消耗品費にマスク代251,100円（@39.5円x10枚x620名＋折込料6,200円）含む

行事会費計

本部助成計

(60名)

(115名)

・緑のボランティア活動助成他
・環境家計簿記念品

・支部役員会、３支部連絡会等
　開催費用

２０２１年度 収支報告 ・ ２０２２年度 収支計画(案)

区  分 項　　　目
２０２１年度 ２０２２年度

前  期  繰  越  金

収
入
の
部

地域懇談会

・大会、新春懇、地域懇、等会費

・支部活動費（50周年助成含む）、
　社会貢献等

当　期　収  入  合  計

(60名)

健康長寿サロン交流会 0 285,000 285,000 (50名)

新春懇親会

(16名)

年次支部報告会

HP運営費 0 10,000 10,000 ・ＨＰ運用管理費、等

社会貢献活動 85,735 90,000 4,265

0 1,077,000 1,077,000

0 408,000 408,000

小      計

７５歳/友愛訪問 74,592 78,000 3,408 ・アンケート用往復はがき代

通信・消耗品費 279,050 20,000 -259,050 ・切手代、事務用品等

小      計

支  出  合  計

支
部
活
動
費

健康づくり推進 0 50,000 50,000 ・健康づくり推進助成

支部だより 41,016 78,000 36,984 ・３回発行/年

49,229 432,000 382,771

支部役員会 73,650 84,000 10,350

次  期  繰  越  金

支
　
出
　
の
　
部

行
事
費
用

65歳節目懇談会 0 59,000 59,000


