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平素は、パナソニック松愛会奈良東支部の活動に　ご支援、ご協力頂きまして心よりお礼申し上げます。 
本稿『奈良東支部だより4月号』は、昨年11月から本年3月までの主要活動実績を中心に掲載させていただきました。 

黎諸 鐙 ∴∵ ∴∴ ∴∴∴ �∴∴ ∴∴ 饗 ∵ 霧 ��＜プログラム 司会：安本武 一憲一朝一 ◇開会の辞 遠薩支部長 ◇新春ライブコンサート ニューファーマーズ ◇記念撮影 一案二部～ ◇開宴の辞 遠藤支部長 年男紹介・鏡割り 乾杯 ◇会食＆懇談 ◇民謡披露 � ��新書 ����懇親 �∠ゝ 霊葺 一嘩舗 身寮で生まれ、 カヽトリーバ ��� �：▲∴∴－ ＿鐙誉 �∴∴リ●：∴ 欝 安本委員 』 

．∴ ∴∴ ∴∴ ＿＿‾一二二‾ 〃∴ 獲園田呈 毒筆 「 ��　を＝／テ 「∴．∴守 　一、∴ �ま、 率 ＼三一〕 子 套薫 ÷：∴∴選書† �聡奉良案支部　・ 　　　i簿 �� �����∴∴ 会： 

（＼∴輩 喜襲部 ��　鶏糞襲撃魯馨鷺、 墾　＝ユ‾フア‾マ‾謹下請 ��諾轡顧 器の独 おやじ 雪 ����ヽ �ド 

「 ������講蹴　来年結成40周年を迎える 警…∴．三∴言∴　一 田中宏 曽谷享∴∴虻圭 �����ン ∵∵雪‾ 一∴∴∴ i 発一 関甲 　賀音戸 

∴ ��∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴一 ���������桑袈 �蜜姦葦 

．「 ��ゴゲーム一 品：宝くじ ��表音竃草書宣宴雪願 ��／上蓋 �蜜4奄繕 ����� 
「 � ��� 

竃l 頴 締幕 藩 藷 � �匡▲　　　〃〇　　一 ��然 ���� 

∴ ぎー ∴ �鎧 ����占う夢の宝くじ－ ��／議議灘開園請謁 † ��＼ �「∴1 ‾／－〝＼ち＼ ／：1－へ（‾ ∴： 葉霊註 」：∴ 泣一℃メ 緯 ∴：∴ �∵∴∴∴ �：∵ ‾重美 ／調 ．∵！ l i／ 遡 ��∴∴ 子：－∴ ∴ ∴ �一義孝 一÷ ∴： 配 

足立鉦平氏 ◇ビンゴゲーム 進行：薮内委員 ＜賞品＞ 詰塚本副支部長畿 一重閉会・閉宴 ���　● 製図輝 ��∴　一∴　∴∴一∴ナ：∴∴　∴∴　∴∴ 

＿＿灘経緯閣闘 悪糾問L∵報曝藤 一国営悠享主／窮濁音暇／羽音繋論議 一、iL、 † ���∴∴ ∴∴ ∴∴ ‡ �∴∴：∴∴ 毎／∋ 宗∴ 饗 ∴÷－∴㍗∴ ��∴∴ ∴ 

愈載 ∴∴ ��言 ��∵ ����言華 　‾∴ 

一＿∴÷：Ti＿∴　∵千　一∴1rlr∴1 ���魁　　纏 �� � ��� 

∴　∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一∴鯖∴ 

∴∴∴　十日∴∴∴∴　　　　∴…寡霊：： 
薬 子∴∴　　　　　　　∴∴一 

三三三重 　／）も－‾一 子：∴ � �i ／／せこ � �一、∴ ��� 

∴　∵ ∴∴． �� 
：言． 　；∴∴ 　　　主／、／ �����同 

＿i／討 し∴∴ ��� ��塞／＼／／ 

悪書 �� �：∴ここ ��∴！l圭∵ 

、星／＿霧蒸摂婦顎聴粟霜＝＿糧繋 

∴ 議連＿－ 賢讃箋 �∴∴一年． �で／’‾ ���fi＼‾／◆∴’ 襲 �主／ ‾懸麗因幡 ��讃 ��1＿三　二㌃ 

詞 �襲 � �▲　●　＿ �� � � �ー �llr �坪i ∴ヽ ��� ������ 



三わかくさ同好会活動 �l 

ま �尋三‾＝ 　亨蜜ア ∴∴∵∵∴∴ ������ �冨 【 l i i 麗 葦i＼ l �照 ； ＿書∴’ 一∴∵∴ �∴∴ ∴－∴ �譲嚢 ； ∴＿善言∴専 一ー1＼‾三 ∴、∴∴∴ �票差－‾繁‾ �一÷－ヽ∴ 霊素餐 �鬱婆＿／黍 

弓 子，一∴∴ ∵∴ 諦 ：一言∴ ��：∴上 ／‘ご＼誓 �真藷／妄　＿ミ �＼∴ 

一㌢言㌣‾ �∴∵ ∴∴ � � �∴∴ ↑「．1∴ �厳奈／／ 

∴ � �′＼i �、－∴∴ ‾恕＝＼ ／／霧議 

欝 要語／ �∴∴∴ 報賞壷∴範塵婆 畠 ∴†「…∴ �子∴ ＿五二∵▲ ∴．∵ヽ ．●、∴∴ ー‾／／＼－蟻酸／f ��ー＿　魅 
∴∴ � �馨一言？＼て 善言藍‾ 　葉摺 � �；義挙三 

（ 重 厚 �� �ー＿由歪－ �� 

2017年　水彩画同好会 

第31回記． ���怠作品展より 

作品名：明かり　作者：三好理照氏 

‾一書－→－事 ��������� � �議 �裏 蘭躍 

藁 �i ∴　　　　　・∴■遍 ����、／強震「 ．∴∴ ��∴∴ 亭 諮‾‾＝＼ � �� ー轟麗艶麗縮醒腰蘭醍撃 ��∴∴一∴∴「｛∴÷ 態譜醸 ����� �露襲 

躍鶉測器産土覆椅世評一発定言＼宅 　　　　　　∴∴ ���一J ∴∴ �　季（す 一：子 ��覇 　∴∴∵∴ ������二三、謹間隔漢書園 　　∴∴ 　志重度‾賓iS∴基‾書 

立志／＿i 登園器臆轍鮒，一誌i三種88因襲男義損塙茜宮部璃念損静 ������������ �詔　‾　一言≡ 
綱罷＿話譲　　　－ 

重／　圏碁会 ���水彩面会 ������� �� �八三董三重套 

言 語 藁雪 曇＝ － �国電国書顕陛灘 ��‾gqも嶋即空懸 �� �諒闇関躍萱 漆髭定義＝＝＝六三 � � �ミ ��＿二・r‾ 雲霞顎醗蓋－ 

∴∴十字二∴ ���� �∴∴ � � �� �繋／一三“三三薫 

／議： ��詩誌麗覇墜 －／蘭認識瑠臨 �　　蜜 ∴　　言 �� �∴r：：∵ 説経綬／・i ：●i � � ��0． �● 、紅感斜里塙 　，信 ∴も∴∴∴∴ 

∴七　　　一∵一∴脈 �� �� � �� �8／ 

∴：第－ゴルフ会：∴∴第二ゴI ����レフ �∠ゝ∴∴∴∴き ：婁三脚　」　＿ ��� �三ゴルフ会「∴ 
一一i媛　一弱音題目麗霞 　　　　∴　－∴†t ���∴ ��屈 辱 �謡’ 海 ��轡 � �‾＼‾／‾‾三千「‾襲撃琴平雫悪因器臆国軍雪 

∴喜一　∴∴棚螺：∵：∴　∴言 ���������∴∴∴置曹∵言　∴　∴言∴キ；：∴ 

千二をJi 課梁一 言一∴ ∴∴ �　′i〇 三謹繭∴：∴ ��：∴土 讃 ��慈 欝 �∴： �駄質 � �ヽ＼＝ ∴∴ 一一＿選／饗怒 iウ／二、 

l E ��∴轟・．∴∵：∴∴∴∴ こう△ � ��竃 �義一 ＿”婁 �� �王＿／竃選豊 
∴　－iii∴ 

≡これからの主な活動予定 

気軽に参加できる楽しい、肩の凝らない企画・運営に心かけます

1．支部基幹行事
◆65歳節目懇談会　　　2018年　4月15日　（日）

対象会員：1952年（昭和27年）生まれの皆様

◆年次支部総会　　　　　2018年　5月19日　（土）

靂貴重支部会員数　　　　固 
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2018年2月末現在、　会員数：630人

ま会員勧誘のお願い �一　新現会員募‡菓ノ　ー 
≡；＜‾入会費語頭定画面お願い＞　下記資露詩話すればパテヅ三タグ松垂金一と入会おます≡ 

◆パナソニック様式会社に10年以上こ勤務され（定時社員含む）松愛会会員の推薦がある方 

◆鷲警語。円I年会費：2，。。。。　　薩講義三講話議読書面 

埋区委員の役割分担　　　　　共：電話＆FAX 

氏　　名 �役　割 �捏当地区 �連絡先 � �動静連給は、担当地区委員まで 
電話　i　FAX 

遠藤　啓一 �支部長 （総括） �全地域 �090－7236－2312 　0742－71－9558 ��弔事 ��会員ご本人または配偶者 

塚本　幹夫 �副支部長 （社会貢献） �①北東部 �090－1443－0607 　0742－71－1282 ��入院 ��病気やケガで10日間以上の入院 

水谷　睦男 �地区委員 （ホームページ） �②北中部 �090－8984－9306 　0742－47－6162 ��住所変更 ��住居表示変更・電話番号変更 

安本　吉雄 �地区委員 （社会貢献補佐） �③北西部 �090－7487－8838 　0742－49－1745 ��蒸爵寮薫艶の蜜轄エリア（7避堅強餓 
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伊藤　　裕 �地区委員 （健康づくり推進） �④南西部 �080－3763－4899 共：0742－41－5782 ��� ●’ �や残務語調閏堕， 

山下　敏行 �地区委員 （環境家計簿） �（り中西部 �080－4645－6355 共：0742－51－4308 ���、∴∴「∴ �ノe器　の詳言串 
与∠（＝　実 �鄭請管主畠 

松下　充男 �地区委員 （会計責任者） �⑥南中部 �090－8195－6908 ���∴∴ 三三「うで ∴∴一 

薮内　勝博 �地区委員 （会報レポーター） �⑦南東部 �090－1594－7164 ��� �〃 


