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日光 男体山

今後の行事申し込み案内（詳細は３、４ページ）

● 11月 1日（木） 第16回社会見学会 7時20分集合 JR宇都宮駅 東口駐輪場
● 10月13日（土） 友愛懇親会 12時00分から ホテルニューイタヤ
● 12月 8日（土） 節目懇談会 12時00分から ニューみくら

女性会員の皆様へ

2012年に早期退職し、新制度により入会、このたび栃木支部の女性サポーターとして皆様と一緒に世話
役をさせていただく事になりましたので宜しくお願いいたします。

秋の香りが漂う季節になりました。猛暑、異常気象と続いた今年の夏でしたが、穏やかな季
節の到来となりました。1964年の東京オリンピックは統計的に雨が降らないと予想された10月
10日が開会式でしたが、2020年は猛暑が予想される8月となります。人間は自然を制御しよう
と科学の進歩を進めてきましたが、自然界にはまだまだ未知の力があるようです。

松愛会栃木支部も結成22年目を迎え、最初の60名が650名を超える中堅支部となってきま
した。いままで先人の積み重ねてきた歴史を大切に、そして今後益々高齢化が進む環境下
で変化に対応した活動を推進していきたいと思います。 (吉田良和)

初めまして!! 昨年10月に入会しました、半導体社首都圏営業
統括部出身の萩原範子と申します。

7月12日には、全国女性支部役員「交流懇親会」にオブザーバーとして参加し、全国
の支部活動の様子を伺う良い機会をいただきました。創業100周年を期して、3月9日に
オープンしたパナソニックミュージアムを見学し、改めて松下幸之助創業者の経営観と
人生観に触れる事ができました。(写真：全国女性支部役員の皆様方と)在職中では知
りえなかった会社の紆余曲折も知る事ができ貴重な体験でした。栃木支部では、女性
会員だけの活動は今日迄ありませんでしたので、微力ではありますが、活動を起こして
いきたいと考えておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

女性会員 大集合!!

記念すべきPanasonic 創業100周年の本年、栃木支部松愛会女子会員の活動スタート元年としたく、

「女子会員顔合わせ並びにランチ懇親会」開催のご案内をいたします。多くの方の参加をお願いします。

◆実施日 : 2018年12月15日(土) 12:00～14:00

場所、参加費は決まり次第、往復はがきにてご案内いたします。

◆女性会員 募集中!! 随時受付中 (勤続10年以上・50歳以上の方) どなたでも～ （萩原範子）
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同好会のご紹介

18年前の平成12年からスタートした本会、今夏で通算１１５回の開催となります。会員の平均年齢もそれ
なりにアップする中、昨年は、海なし県の栃木から茨城県大洗や、神奈川県横浜の海にも出かけました。
年齢を重ねると身体能力は ↓ ダウンするも、自然への意識は ↑ ますます向上する。
また、樹木が発散する化学物質は身体に良いと医学的に証明されています。 新鮮な空気中の散策、
少々汗をかいた後の弁当もおつなものです。
親睦と体力の維持向上の為に、貴方も貴女も一緒に歩きませんか？ 迷いは要りません。試しにご一緒し
ましょう。

連絡先： 畑中 一夫 TEL： 028-625-9832 Ｅメール： kazuhata@oregano.ocn.ne.jp
会 費： ２千円／年 会員数４２名 ＊＊＊ 入会ご希望の方、大歓迎！ ＊＊＊

【今後の予定】
◆１１月２４日（土）赤レンガの深谷の街歩き（埼玉県） 赤レンガ建造物が残る街、酒蔵の街、旧中山道
◆３月２３日（土）鎌倉アルプスを歩く（神奈川県） 海と山に囲まれた鎌倉ならではの景色を楽しむ
◆４月２０日（土）三春の桜めぐり（福島県） 遠く安達太良山をバックに桜めぐり

会員の動き

お
悔
み

死亡年月 最 終 所 属 氏 名 備 考

2018.08 松下電子工業 坂村 親彦 会員

2018.06 松下電子工業 土屋 義三 会員

2018.04 事務機器（事） 加藤 伸子 加藤一男会員の配偶者

2018.04 ディスプレイデバイス社 田代 昇 会員

新
・転
入
会
員

入会年月 最 終 所 属 氏 名 お住まい

2018.08 AP社TV事業部ものづくり革新ｾﾝﾀｰ 鈴木 信司 宇都宮市 簗瀬

2018.08 AP社ｴｱｺﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ大型空調BU 大門 一郎 さくら市 櫻野

2018.06 松下電子工業 南雲 光夫 真岡市 飯貝

2018.05 AP社ｴｱｺﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ大型空調BU 野田 賢二 宇都宮市 昭和

当支部の2017年度新会員は、入会16名（男11名、女5名）でした。その中で新制度による入会は 11名
(男8名、女3名）でした。新制度の加入資格はパナソニック株式会社に10年以上勤務(定時社員含む）され
当会員の推薦が得られる満50歳以上の方が対象です。今年度も8月現在、4名（ご定年3名、新制度1名）
がご入会されました。是非、裏面の支部役員までご紹介をお願いいたします。

新会員の募集 既にご退職された方で、入会を希望される方の紹介をお願いします。

にこにこ歩こう会

福島県矢祭町にて 太平洋（大洗海岸）にて

本号より会員の動きを掲載します。掲載には最長でおよそ2ヶ月の遅れが生じ
ることがあります。予めご承知おきください。
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＊運動器とは体を支え、動かすために働く機関のこと。 骨・靱帯・軟骨などの構造物と、それ
を動かす筋肉や腱、動かすために必要なエネルギーや酸素を供給する血管、さらにそれをコント
ロールする神経などです。
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健康コーナー

健康を阻むロコモティブシンドローム（運動器症候群）の運動器って何？【人生１００年時代を目指して】

10月13日(土) 友愛懇親会開催します10月13日(土) 友愛懇親会開催します
本年度も75歳の節目の方と80歳以上（2019年/3月末現在）の会員の皆様を対象に『友愛懇親会』を

下記日程で開催いたします。当支部も高齢化が進む中で皆様の
親交を深める機会として位置づけ、より多くのご参加をいただける
ように会費の見直しをしました。
是非、当支部の活動に対しご意見・ご要望をお聞かせ下さい。
また、皆様方の日頃の生活や健康管理の秘訣などをお話し
していただきたいと思います。 ※ ご同伴の参加も可能です。

◆実施日
◆場 所

◆参加費
◆申込締切
◆参加申込

12月8日(土) 節目懇談会開催します

本年度も昨年と同様、ニューみくらで、65歳(2019年/3月末現在)節目の方を対象（昨年参加できな
かった66歳の方も対象）に開催をいたします。節目を迎える会員の
皆様には日頃の暮らしぶりなどお聞かせいただきたいと思います。
これまで当支部行事に参加されていない方も、是非、この機会に
支部の活動を知っていただくとともに、ご意見・ご要望をお聞かせ
ください。ご参加をお待ちしています。

◆実施日
◆場 所

◆参加費
◆申込締切
◆参加申込

『ロコモの三大要因』

①バランス能力の低下

「転倒リスクがアップ」

②筋力の低下

「転倒リスクがアップ」

③骨や関節の病気

「骨が弱まる

・関節軟骨がすり減る・腰の神経を圧迫

『健康寿命を延ばすカギ！メタボの次はロコモ』

・メタボの原因は内臓脂肪の蓄積

・ロコモは運動機能の低下が原因

・高齢化社会の中注意すべき国民病

ロコモになるとメタボや認知症を併発するケース
があります。

メタボもロコモも健康寿命を延ばすカギです。
歳を重ねても生活機能が低下しないように今から
予防と対策に心がけましょう。 （加藤文雄）

：2018年10月13日(土) 12時00分～14時00分頃まで
：ホテルニューイタヤ 宇都宮市大通り2丁目4-62
：電話番号 028‐635‐5511
：2,000円/人 同伴者 2,000円/人
：10月5日（金) ＊お早目にお申込みください。
：該当の方にハガキで出欠の確認をいたします。

または、支部役員へ連絡下さい。（橋本和幸）

：2018年12月8日(土) １2時00分～14時30分頃まで
：ニューみくら (栃木県職員会館) 宇都宮市昭和1-3-6
：電話番号 028-622-1093
：男性 3,000円/人 女性 2,000円/人
：12月1日（土) ＊お早目にお申込みください。
：該当の方にハガキで出欠の確認をいします。

または、支部役員へ連絡下さい。（橋本和幸）
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編集後記

支部役員
連絡先

何なりと
ご相談下さい！

①支部長(営業) 吉田良和 ☎028-663-0450
②副支部長(応機) 橋本和幸 ☎028-677-4585 
③支部役員(事務機) 太田耕二 ☎028-673-7034
④支部役員(電子) 植月雅彦 ☎028-662-2478
⑤支部役員(テレビ) 萩野谷勝 ☎028-673-3595

⑥支部役員(事務機) 北垣和紀 ☎028-659-6343
⑦支部役員(営業) 佐藤良雄 ☎080-1398-9860
⑧支部役員（テレビ） 金子光男 ☎028-643-0798
⑨支部役員(電子) 加藤文雄 ☎028-661-9278

社会見学会特別編「東京ものがたり」

～ パナソニック100周年から東京オリンピックへ ～

パナソニック創業100周年の今年、そして85年の歴史を持つ築地市場から移転開設される豊洲市場、さ
らに2年後開催される東京オリンピック関連施設の眺望など、今回は、歴史の転換点としての2018年を体
感する「東京ものがたり」として社会見学会を企画いたしました。

「パナソニックセンター東京」で我がパナソニックの新しい歴史を感じ、お隣の「有明ワシントンホテル」の
ランチビュッフェを楽しんだ後は、建設中のオリンピック施設やレインボーブリッジ、東京タワーなどが一望
できる「晴海旅客センター」の展望塔に立ち寄り、その後は、今年新規開設した「豊洲市場」を見学します。

ご夫婦での参加も歓迎です。バス定員の関係で先着40名となりますので、お早めに申込みをお願いい
たします。

11月1日(木) 第16回社会見学会のご案内11月1日(木) 第16回社会見学会のご案内

本紙欄外に記載のURL（アドレス）にアクセスしてみてください。本紙「支部だより」は全会員
にお届けできますが、素早く多くの情報はお届けできません。一方、ホームページは支部
の全容、行事の日程閲覧など早めのご計画にもとても有効です。スマホからも覗けます。

◆開催日時：

◆集合場所：

◆集合時間：

◆見学予定：

◆参加費 ：

◆募集人員：

◆申込方法：

◆申込締切：

◆注意事項：

2018年11月1日(木） 7時20分 ～ 19時00分頃

JR宇都宮駅 東口 第一駐輪場（北側駐輪場）前

7時20分集合 → 7時30分出発

パナソニックセンター東京 ～ 有明ワシントンホテル（ビュッフェランチ）

～ 晴海旅客センター ～ 豊洲市場

※ 見学は、全て自由見学です。ツアーガイド等は付きません。

3,000円/人 (昼食代、保険料込み、なおバスは㈱パナホーム北関東様のご協力）

40名 (先着順。また、ご同伴(ご家族）は1名とさせていただきます）

Eメール、電話またはFAXで (担当：北垣） Eメール kitagaki@ucatv.ne.jp

電話＆FAX 028-659-6343 ※ 日中不在の時は、留守番電話になっています。

お手数ですが、できる限りEメールでの申込みをお願いします。

10月17日(水) 申込時にご記入いただくこと → ①名前 ②同伴者氏名 ③電話番号

10月29日以降のキャンセルはキャンセル料（参加費相当額）が発生します。 なお、見学
場所は時間の都合により変更の可能性があります。予めご了承ください。 （北垣和紀）

オリンピックコーナー

パナソニックセンター東京 有明ワシントンホテル 晴海旅客センター

豊洲市場


