
支部長 千田 憲二郎 

高槻支部の歴史と歩み（概要 6） 

 

18．2014 年度の思い 

２０１３年は「友愛・親睦・貢献」それぞれの分野で計画に沿った活動ができました。 とくに７５歳以上の

方を対象としたシニア懇談会の４地域での開催、新６５歳の方を対象とした節目懇談会の実施は地域や年令を共

通とした集まりで好評をいただきました。  

２０１４年は新たに女性懇談会の開催を計画しています。 女性会員の方に「参加してよかった」と言っていただ

けるようこれから企画検討を進めてまいります。 松愛会活動は毎年新たな取り組みを加えることで、より皆様に

喜んでいただけるようこれまで進めてまいりました。 今年は役員１６名のうち７名が交替になりますが、これま

で以上の皆さま方からのご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

 

〇 主な活動 

 １）  第２４回学ぼう会  ７月２０日 １３：３０～１５：３０  市民総合交流センター 

・講師 神戸大学大学院 岡田浩樹教授（国際文化学研究科教授） 

・講演テーマ 宇宙開発と「宇宙観光」・・・宇宙人類学の視点から 

 ２） 第二回節目懇談会 ９月２０日 １０：３０～１３：３０  生涯学習センター 

   ・６５歳を節目として捉えて、同年生としての仲間づくりの助成 

 ３） 第２５回学ぼう会  １１月１５日（土）１３：３０～１５：３０  総合市民交流センター 

   ・講師 野村證券㈱ 投資情報部 佐々木文之氏 

   ・テーマ 「国際政治情勢と世界経済の展望」 

 ４） 第一回女性懇談会  １１月２４日（月） １３：００～１５：３０  市民総合交流センター 

   ・８０代 1名、７０代 １２名、６０代 1４名、 ５０代、１名 合計２８名でクリスマスリース作り 

 ５） 第２６回学ぼう会  ３月２９日（日）１３：３０～１６：００  市民総合交流センター 

   ・パナソニック エイジフリーサービス株式会社と共催 

   ・講師 坂西涼氏、白藤善啓氏 ／司法書士法人おおさか法務事務所 

   ・テーマ 「今からはじめるシニアライフ対策」～成年後見人制度と相続、遺言の話～ 

〇 トピックス 

「女性懇談会」を初めて開催 

・目的 会員相互の交流を図り、女性会員の意見をお聞きし、今後の支部活動に生かしていく 

・お元気に活躍されている会員さまに元気の秘訣をお聞きすると 

１） ボーリングを週２～３回している。好きなことをして体を動かしていると健康でいられる 

２） 「きょうようときょういく」の言葉通り、今日用事がある、今日行くところがあるを実践している 

３） 他にも趣味の手芸に励んでおられ、地域の方に指導されている方もあった 

 

  

第24回学ぼう会 

テーマ：宇宙開発と宇宙観光 

第1回女性懇談会 

クリスマスリース 



19．2015 年度の思い 

２０１４年度は新たな取り組みとして「女性懇談会」を開催、クリスマスリース作りに挑戦しましたが初めて

の女性だけの集まりが大変好評。 地区委員のうち７名が新人、三役４名が新任と言う体制でのこの１年の支部

活動。不手際もありましたがこの経験をこれからに生かしたいと思っています。 ２０１５年度については、女性

会員数は全国で２番目、シニア会員数１番の高槻支部の皆さんに喜んでもらえる新たな企画、工夫を加え「参加し

たくなる行事」の実現を目指します。 新たな取り組みとしては１）全会員の方の安否確認、２）地域別「シニ

ア懇談会」に「女性シニア懇談会」を追加、３）「みんなで健康わいわい倶楽部」を３コース開催、などのテーマ

を推進してまいります。 爽やかで生きがいのある人生づくりの基礎となる“健康づくり”、会員および地域に喜

んで、楽しんでもらえる貢献活動、人とのコミュニケーション、社会とのコミュニケーションの場づくりを目指

します。 

 

〇 主な活動 

１）健康開発センター主催の「みんなで健康 わいわい倶楽部」を３回にわたってシリーズ開催。 

健康のための３つのポイント（手軽な運動＋おいしい食事＋わいわい笑顔）を体感。 

第一回 ７月７日 体力チェックコース 

第二回 ９月８日 姿勢すっきりラジオ体操コース 

 第三回 １１月６日 歩行チェックコースとウォーキングコース 

 

２）高槻市みどりとスポーツ振興事業団主催の 

「森づくりボランティア」に共催。 

萩谷総合公園の枝払い・除草等を実施。 

第一回 ５月３１日、 第二回 ９月１３日、 第三回は雨天中止 

 

３）芥川倶楽部主催の「芥川ウォーキング」に共催。 

原地区の松愛会会員の方のご支援を得、１１月１４日に 

「芥川・原の自然と歴史を歩いて学ぼう」を開催。 

 

４）第２７回学ぼう会  １１月７日 １０：００～１２：００  総合市民交流センター 

   ・講師 パナソニック エイジフリーサービス 事業管理部 人材育成担当 片山 由美氏 

   ・テーマ 「認知症の基礎知識と理解することの大切さ」 

～もしも、身近な人が認知症を発症したら・・・ 

最良の治療法は質の良いコミュニケーション～ 

 

〇 トピックス 

全会員の方を対象に近況確認を実施 

全会員の状況を確認することを目的とし、近況確認取り組みを実施しました。 調査対象は、友愛訪問（７

５歳以上）や各種懇談会、その他のイベントにも参加いただいていない会員の方が対象。調査項目は①健康

かどうか、②お一人住まいかどうか、③自宅以外で療養中の場合の連絡先、の３項目としました。 調査は８

月から１１月までの３か月間、各地区委員が担当地区の対象会員に戸別訪問、ポスティング、電話、等で連絡を取り

上記３項目を確認しました。 対象８７６名のうち８３９名（９６％）の方の確認ができました。 

７４５名（８５％）の方が健康、８割の方がご家族と同居。されていることが分かりました。 

 

 

 

 

 

 



20．2016 年度の思い 

２０１５年は全会員の方を対象とした「近況確認」を実施しました。 諸行事へ参加をされていない 839名の

方のご様子を確認、15名の方が療養中、69名の方がお一人住い、事後にはなりましたがご逝去された方の確認も

出来ました。 この１年を振り返って気になりますのは健康格差の拡大です。 いろいろな催しによく参加され

る方と一度も参加されない方とに分かれている気がします。健康づくりのヒントとして「教養と教育」（今日用

と今日行く）、「使うと減るのが銀行の貯金、使わないと減るのは筋肉の貯金」ともいわれます。２０１６年度

につきましては改めて皆さんに喜んでもらえる「参加しやすい・参加したくなる行事」の実現を目指します。 

松愛会活動が爽やかで生きがいのある人生の基礎となる“健康づくり”、会員・地域に喜んで楽しんでもらえる

“貢献活動”、人や社会との“コミュニケーションの場”となりますように取り組んでまいります。 

〇 主な活動 

１） 学ぼう会 ４月２３日 ・講師 大類隼人氏 特定非営利活動法人 Future Cod代表理事／医師 

              ・テーマ    「国際協力と国際保健の世界」 

        ９月２１日 ・講師 加藤聡氏、西谷雄太郎氏 高槻市総務部危機管理室 

              ・テーマ 「大規模災害に備える」 

～ 家族と地域を守る自主防災・減災講座  ～ 

        ２月８日  ・講師 上田希代子氏、高槻市立消費生活センター 

              ・テーマ 「悪質商法の被害にあわないために」 

～  新たな手口にだまされるな  ～ 

２） シニア懇談会 

本年度は昨年より１歳上の７６歳以上の会員を対象とし、「友愛活動」としてご自宅を地区委員が訪問し、

安否確認をすると共に友愛アンケートの提出を依頼しました。 友愛アンケートの回収率は対象者４０７名

中９７％でした。 アンケート結果では、松愛会と交流ありが２０％、健康で過ごされている方が４０％で

した。 また１０月度には４ブロック毎に 

「シニア懇談会」を実施し、参加率は２４％でした。  

〇 トピックス 

実践健康づくり 

１）８月２６日高槻市文化スポーツ振興課のトレーナーご指導でニュースポーツ体験教室を開催。  

２）９月２４日芥川倶楽部主催の『芥川・治水政治の歴史を歩いて学ぼう』に共催、市民総勢６０名が参加し、

摂津峡公園を出発して途中少し急坂の山道を登り、歴史遺産を解説も得ながら芥川山城跡周辺（三好山）を

巡った。   

３）２月２７日に、健保・健康開発センターのトレーナー指導の下、けん玉の体験教室と健康講話視聴・健康

クイ ズで健康についての知識を得、体験することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

芥川クリーンアップ大作戦 新春懇親会 けん玉の体験教室 



21．2017 年度の思い 

２０１６年も継続重点テーマとして健康づくりに取り組んでまいりました。 主なテーマとして、ノウハウ共

有「生活の中での健康法」や体験教室「ニュー スポーツ教室、けん玉教室」がありましたが「けん玉教室」は

募集を上回る応募で急遽会場を変更、けん玉の追加手配等お世話役はうれしい悲鳴を上げていました。 

１９９９年に北摂支部が高槻地区・茨木地区に分かれ２００１年に高槻支部が発足以来、常に拡大傾向の中で

の支部活動でしたが２０１７年はこれからの課題を整理して必要な対応を行ってまいります。 これまでの取

り組みを見直し、改めて優先順位を付けて友愛活動・健康づくり・貢献活動・支部行事を推進してまいります。 

同好会活動も状況は同じです。改めて支部と一体となってこれからも支部活動と同好会活動が両輪となって会

員の皆様の“親しみ、楽しみ、喜びあえる”松愛会高槻支部の元気づくりの推進役を担ってまいります。 

 

〇 主な活動 

１）学ぼう会 

・第３１回 「気を付けて、お口の汚れが全身に！」 ～～ 全身疾患との関係 ～～  

開催日：９月１４日（水） ４１名参加 講師：服部 光世氏 松下記念病院 歯科口腔外科 歯科衛生士 講演要旨：

口腔ケアは、全身の健康を守るためにとても大切。口腔内細菌や歯周病が全身の疾患に 関連していることを学

ぶとともに、歯周病予防のための歯磨きの仕方等、具体的に学んだ。 

・第３２回 「“便秘”は病気です！」 ～～ 便秘の予防・診断・治療、そして大腸がんとの関連は？ ～～ 

開催日：２月２１日（水） ４９名参加 講師：佐野村 誠

氏 北摂総合病院 副院長補佐 消化器内科部長 講演要旨：

慢性便秘症の原因・予防・解消方法・治療薬・治療方法等

について学ぶとともに、便秘症状の奥に潜んでいる場合が

ある大腸 がんについて、がんを引き起こさないための食

生活や最新の検診について学んだ。 

 

〇 トピックス 

・６５歳節目懇談会 

７月２３日に高槻市立総合市民交流センターで開催しました。 定年後も健康で仕事をしておられる方が多い

現状で、65 歳を節目と考え、同世代の会員との交流を通じて、近況を話し合い、人の輪を広げることを意図し

て、開催いたしました。 ・事前のアンケート（対象者 51名、回答数 46）では、仕事をされている方が４３％、

仕事をされていない方が４４％、仕事を探されている方が１３％でした。一番の関心事は健康に関して５７％、

二番目が今後の生活設計で１７％でした。 ・同好会の責任者の方に各同好会（9 団体）の紹介をしていただき

ました。各責任者は色々な資料や小道具を使い、熱心に説明をさ

れました。 参加者の同好会への理解も深まり、同好会参加につ

ながったのではと思います。 ・昼食時は「今後何をしたいか」の

テーマで話し合い、旧交を温めたり、健康や同好会の話などをし

て交流を深めました。 ・支部ではこの会の意義を重視し、さらに

参加者を増やすべく PR を推進していきたいと思います。 

  
65歳節目懇談会 



22．2018 年度の思い 

２０１７年は「健康で長生き」を目標に、重点テーマとして「健康づくり」と「友愛活動」に取り組んでまい

りました。 健康づくりは松下記念病院や北摂総合病院から講師をお招き、友愛活動は７７歳以上４００名の

会員の方を対象に家庭訪問、近況お伺い、地域別懇親会を実施いたしました。  現在高槻支部の平均年齢は

７２．７歳です。 少子高齢化は若い力が少なくなることが最大の課題です。 現在支部が抱えている課題も

同様で、支部活動、同好会活動共に世話役の後継者探しが最大の課題です。 

２０１８年は若い世代の方に参加してもらえるように支部活動の見直しを図り、松愛会活動に関心を持っても

らおうと考えています。 友愛活動は松愛会活動の原点です。 これから毎年９０名の方がシニアの仲間入り

をされますが、運用を見直し、活動の原点の思いを守り続けたいと思います。 健康づくりの学ぼう会、体験

教室も若い世代に関心を持ってもらえるテーマを検討致します。若い世代の方、お仕事をされている方にも参

加してもらうために催し物はできるだけ週末に開催いたします。 現役を引退してから松愛会活動に参加する

のではなく、これからは若い世代が仕事を続けながらでも参加できる支部活動を提案していきたいと考えてい

ます。 

 

〇 主な活動 

１）学ぼう会 ９月１３日 ・講師 平田敦宏氏 松下記念病院 副院長 薬剤部部長 薬剤師 

              ・テーマ 「薬とサプリメントと健康食品」 ～ 違いってなに？ ～ 

       ２月２１日 ・講師 服部智氏  医療法人 服部整形外科 理事長 

              ・テーマ 「骨粗しょう症」 ～ 超高齢化社会を元気に過ごすために ～ 

〇 トピックス 

１）ヤング懇談会をはじめて開催 

これまで５回開催してきた「６５歳節目懇談会」を６５歳以下全員の方を対象にした「ヤング会員懇談会」に

拡大、７月２８日に高槻市立総合市民交流センターで開催しました。 ・本会は、定年後も健康で仕事をしてお

られる方が多い現状で、６５歳以下の若手会員に同世代の会員との交流を通じて、人の輪を広げると同時に、 

① 定年後の生活を考える場を提供する。 ② 松愛会活動の PR を行うと同時に、活動への参加を呼び掛ける。 

③ 同好会活動の PR を行い、松愛会と同好会の連携を深める。 ことを意図して開催いたしました。 ・当日は

参加者自己紹介の後、健康への理解を深めるため、健康クイズやストレッチなどを実施致しました。 ・さらに、

同好会の責任者の方に、各同好会（9 団体）の紹介をしていただきました。 各責任者は、活動内容を熱心に説

明され、加入を呼びかけました。 同好会への理解も深まり、参加につながったのではと思います。 ・昼食時

は 各テーブルごとにフリートークを行い、旧交を温めたり、健康や同好会の話などをして交流を深めました。 ・

支部では、この会の意義を重視し、さらに参加者を増やすべく、PR を推進していきたいと思います。 

 

 

  

ヤング懇談会 



23．2019 年度の思い 

２０１８年６月の大阪北部地震では被災地の方の安否確認、修復のお手伝い、お見舞いのお渡し等、支部役員

に取りましても昨年最大の取り組みとなりました。 いまだ修復が完了していない方へは心よりお見舞い申し

上げます。 これまでは支部活動の重点テーマとして 「友愛活動」 → 「支部行事の充実」 → 「健康

づくり」 に取り組んでまいりました。 健康で長生きすることは素晴らしいことです。 少子高齢化の問題

は若い力が少なくなることです。 昨年は新たな催しとして６５歳以下の方全員を対象にヤング懇談会を初め

て開催しました。 支部役員、同好会世話役も合わせて４９名が参加して大変好評でした。 高槻支部はこの

５年間で会員数が６０名減少、平均年齢は７３歳を超え、７７歳以上の方が５００名になります。 

２０１９年はこれまでに積み上げてきた支部活動の見直しをいたします。 友愛活動は活動の原点の思いを守

り続けるためにも今年は運用の見直しをいたします。 若い世代に支部活動、同好会活動に関心をもってもら

えるようヤング懇談会は６６歳まで枠を広げて今年も継続して開催いたします。 また有事に際しての連絡網

を拡充するためにメール会員を増やし、スマホでも情報共有化ができるよう支部ホームページを再構築いたし

ます。 本年度も 「仲間と地域 笑顔で健康」 をテーマに “親しみ、楽しみ、喜びあえる” 高槻支部

をめざしてまいります。      

 

〇 主な活動 

１）学ぼう会 ９月１２日 ・講師 三井住友銀行 高槻支店長 山脇省三氏 

              ・テーマ 「円満な相続の実現のために」 

「争族」などのトラブルにならないようにするためには、災害対策と同じように、事前の備えが大切。相続に

関する具体的な事例やその対策例などにより、円満な相続を実現するためには何が必要かその施策等を学ぶ。 

２）第二回ヤング懇談会 ７月２８日 ６６歳以下会員、同好会、支部役員あわせて４６名参加。 今回は高槻

市の出前講座を利用して懇談会の中身を充実、テーマは「歴史の宝庫・たかつき」で市内に残る遺跡や社寺

などを紹介。参加対象をこれまでの６５歳から６６歳以下の会員の方全員としたので、６６歳になるまでは

毎年同世代の方との交流ができるようになった。 

 

〇 トピックス 

１）女性懇談会 

２０１９年度第６回女性懇談会は、９月２２日（日）に『大阪水上バス巡り＆お食事』を実施。 

～参加率をアップさせる 魅力あるイベント～ をテーマに、はじめて女性会員のご家族にも参加していた

だきました。 当初の予定を上回る５７名（４０％）の参加でした。前日より台風１７号の接近で心配し、ま

た電車での誘導も大変でしたが、みなさん無事アクアライナーに乗船できました。船内から見える大阪城や中

之島周辺の眺めも素敵でした。 食事はホテルニューオータニ大阪３F の中華レストラン「大観苑」でのコー

ス料理でとてもおいしく頂きました 

 

 

 

 


