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とちぎの風物詩「雷」の季節となりました。私が子供の頃はより頻繁に発生したと思います。雷
様（らいさま）が来ると部屋に蚊帳を張り、中で静まるのを待ちました。先のニュースに核融合研
究所で使うスパコンは毎秒1京500兆回の計算能力があり名称が「雷神」だそうです。プラズマ
（雷の一種）を自在に操作した安全でクリーンなエネルギー開発を進めています。地球温暖化
問題への対応は待ったなしにあり、私達の地域でも大雨や洪水、竜巻などの被害が出ています。
自然を守りつつ安全で豊かな生活維持を「スパコン雷神」の活躍に委ねるも、大切なことは私達
一人々が「より良い自然を後世に残す」を念頭に活動することと思います。 （鈴木義郎）

● 9月19日（土）
● 9月26日（土）
● 10月 3日（土）

今後の行事案内

第14回足尾の植樹活動・・・・・中止
健康ｳｵｰｷﾝｸﾞ＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ・・・・・中止
第19回大谷クリーン作戦・・・・・実施（詳しくは4頁の案内を参照ください）

松愛会栃木支部からの重要なお知らせ
▪9月から『会食を伴わない支部行事』は実施します
▪同好会も同様に、感染対策し段階的に実施します

コロナ感染防止対策、政府指針の『新しい生活様式』を遵守し、支部行事を実施します。
●受付時に検温実施・・・体温３７.５℃以上の場合、参加出来ません
●３密を避け、ソーシャルディスタンス確保・・・人との間隔は２ｍ（最低１ｍ）確保
●マスク着用・・・屋外では熱中症防止の為、人との間隔が確保出来れば着用しなくて可

新型コロナウイルスは第2波を予感させる感染数となっており、栃木県でも緊急事態宣言時と同等以上の
感染者数となっています。栃木支部も3月から8月末までの全ての会員参加の支部行事を中止し、同好会
も同様に中止しております。

9月以降の支部活動について、7月度支部役員会（オンラインZoom会議）にて、当面の9月・10月の行事
予定について、下記の様に決定しました。

■支部行事・・・『厚労省指針「新しい生活様式」の遵守が出来る』『会食を伴わない行事』について実施
可能と判断します。感染防止対策が難しいと判断した行事は中止します。

①足尾植樹（9/19予定）・・・中止します
②健康ウォーキング＆バーベキュー（9/26予定）・・・中止します
③大谷クリーン作戦（10/3予定）・・・実施します
④育苗（足尾植樹の苗木育成）、水質調査（6月世界環境デー調査を延期中）・・・実施します

■同好会・・・支部行事同様の感染防止対策を行い、一部の同好会から実施していきます。
コロナと共存する生活は難しいものですが、HP上の「新しい日常」で掲載していますように、高齢者はフ

レイル（虚弱）防止も重要になります。コロナ感染防止と健康づくりの観点で、それぞれの行事の実施可否
を判断してまいります。今後とも「新しい松愛会活動」のありかたを、皆様とともに考えていきたいと思います。
是非、皆様からの御意見を支部役員までお寄せ下さい。

松愛会栃木支部 支部長 吉田良和 ・ 支部役員一同



2020年度 松愛会栃木支部活動方針

栃木支部結成24年目の2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で前半は行事を自粛します
が、「仲間と地域、笑顔で健康」をテーマにより親しみやすい活動を目指してまいります。
会員の高齢化が進む中で会員相互の親睦と交流の場をより積極的に提供するとともに、笑顔あふれる健
康づくりに取り組み、親しみ、楽しみ、喜びあえる栃木支部を目指してまいります。
女性会員の参加率向上、会員の家族（配偶者・子供・孫）も楽しんで参加できる行事内容に取り組んでま
いります。

（１）支部総会は新型コロナウィルス感染防止のため中止としました。最も多くの参加がある2020年1月の
予定の新春懇親会は、親睦を深める場として、より楽しんでいただけるよう企画いたします。

（２）地域に共存する松愛会として社会貢献活動を積極的に推進します。足尾植樹は今年度から4月開催
の「春の植樹デー」に参加予定でした。（春から秋に変更しましたがコロナ感染防止のため中止）
また、『みんなで”ＡＫＡＲＩ”アクション』は3年目となり積極的に推進してまいります。

（３）平均年齢が71歳を超える当支部ですが、体と脳を活性化させ楽しい生活を過ごせるよう健康づくりを
積極的に推進します。「健康ウォーキング＆バーベキュー大会」を継続して実施し、家族・お孫さんも
参加できる親しみある健康づくりを推進して参ります。（今年度はコロナ感染防止のために中止）

（４）新たな松愛会入会基準により多数の女性も入会しました。「女性を主役に」の考えで女性懇親会を継
続実施すると共に、各支部行事に多くの女性参加が増えるよう親しみある内容に取り組んで参ります。

（５）広報活動はより充実した会報とホームページの発信を行います。ホームページはスマホ対応ホーム
ページ（ワードプレス）を昨年実施し、より鮮度の高い情報発信に努めてまいります。

（６）同好会は高齢化と会員増に課題はありますが、同じ趣味の仲間としてより親睦を深める交流を行って
います。従来の支部だよりだけでなく支部のホームページ活用推進など側面的協力をして参ります。

（７）社会見学会はいつも募集開始後数日で定員に達し、会員の皆様に期待されている行事のひとつで
す。今年度もインフラツーリズムとして「海ほたる海底トンネル探検ツアー」を企画しました。

【重点施策】

【退任支部役員】 加藤さんお疲れ様でした

【支部役員】 今年度は以下の9名にて進めて参りますので宜しくお願いいたします。

【新任支部役員】 新任の鈴木さんから一言
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吉田 橋本 金子萩野谷 鈴木北垣 臼井萩原 佐藤

加藤さん

・現役時代に教えられた理念の下、松愛
会の親睦・貢献・友愛の活動を皆様と一
緒に進めて参りますので、ご協力の程よ
ろしくお願いたします。

・「健康ｳｵｰｷﾝｸﾞ＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ」や健康体
操など、会員の健康づくりを中心に進め
てきました。今後は、支部活動を側面から
サポートしていきたいと思います。

【基本の考え方】 （親睦、貢献、友愛）

「2020年度 栃木支部議案」は承認されました

2020年度の栃木支部総会中止に伴い、支部議案の審議をいただいておりましたが、全ての議案が承認
されましたのでご報告申し上げます。支部役員選任、2019年度活動結果及び決算、2020年度活動方針
及び予算の第1～第5議案について、いづれも賛成多数で承認されました。（6/2支部HP既報）

第1号議案と第2～5号議案の審議期間は違いましたが、重複を除くと電話・メール・HPにて120名以上の
投票をいただきました事に感謝申し上げます。
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「夢中人」のご紹介 「首藤慎二さんの社会貢献活動」「夢中人」のご紹介 「首藤慎二さんの社会貢献活動」

今回は、宇都宮市横山にお住いの首藤慎二さんの活動についてご紹介します。九州生まれの首藤さん
は宇都宮テレビからブラジルに出向、その後、松下ビジネスサービス出向、ご定年後、趣味であった鉛筆
画をはじめとする絵画を本格的に始められました。
お知り合い宅など出かける先で目に留まった花などをスケッチし

一枚の絵に仕上げています。その絵の素晴らしさが口コミで伝わり、
数年前から近くの小学校などで絵手紙の講師をされています。父
兄の心配そうな様子をよそに、子供たちの真剣なまなざし、思うよう
に描けたときの嬉しそうな顔を見ることが一つの楽しみでこの活動
をしておられるようです。これからも健康第一にこの活動を続けて
いきたいと話されていました。

写真（左下）の黒板には生徒から心温まる手紙が二枚掲載されて
います。右は数百もある作品の中の三枚です。 （金子光男）

『みんなで“AKARI”アクション』にご協力を！『みんなで“AKARI”アクション』にご協力を！

『みんなで“AKARI”アクション』古本・ディスク募金はいつでも、どこでも、だれでも、気軽に参加できるパ
ナソニック松愛会全体の社会貢献活動として取り組んでいます。あなたの本やＣＤ・ＤＶＤなどを寄付する
ことにより世界の無電化地域などへ“AKARI”（ソーラーランタン）を届ける活動に貢献できます。

6月度にホームページで案内をしたところ、会員の3名の

方から古本169冊、CD16本の協力をいただきました。

今年4月～6月の実績は全国が911冊、栃木支部169

冊＋16本でした。古本・DVD・CDがありましたら電話・

メールで支部役員へ連絡をいただければ、自宅へ引

き取り引りに伺います。ISBNコードの区分けを行わな

いままでも引き取りいたしますので、お気軽に連絡願

います。 (橋本和幸)

引取り者の連絡先：担当支部役員 橋本 和幸

電話&FAX 028-677-4585 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：hashimoto9818@gmail.com

本件の担当（社会貢献担当）は橋本ですが、

他の支部役員への連絡でも引き取りをいた

します。連絡先を「会報とちぎ」の4頁に記載

しています。

栃木支部/全国の収集実績

期 間 件数（栃木/全国） 総冊数（栃木/全国）

2019年度 12/190 290/13,858

2020/4～6 3/35 169/1,803

写真は、6月に断捨離を実施された会員様から提供
していただいたものです。ありがとうございました。
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編集後記
夏季でも感染能力を持つ「コロナ」への対処は、ワクチンが出来るまで今までと違う感染しにくい

行動パターンに変えることなのでしょう。行動範囲も時間も小さくなる。一方、自前の時間はさらに
増える。今季は昼夜の人混みは止め、昼間に自然の中でストレス解消に心がけましょう。（金子）

会員の動き

新
入

入会年月 最 終 所 属 氏 名 お住まい

2020.6 Pセミコンダクターソリューションズ 大川 義人 下野市 小金井

2020.6 専門店販売推進本部 末永 稔夫 京都市 伏見区（転出）

掲載には情報入手状況から大きく遅れが生じることがあります。予めご了承ください。

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（事務機） 北垣和紀 ☎ 028-659-6343
③支部役員（応機） 橋本和幸 ☎ 028-677-4585
④支部役員（テレビ） 萩野谷勝 ☎ 028-673-3595
⑤支部役員（テレビ） 金子光男 ☎ 028-643-0798

⑥支部役員(営業) 萩原範子 ☎ 028-653-4361
⑦支部役員（事務機） 佐藤一男 ☎ 028-632-5890
⑧支部役員（電子） 臼井幸男 ☎ 028-673-4344
⑨支部役員(電子) 鈴木義郎 ☎ 028-677-2839

お
悔
み

死亡年月 最 終 所 属 氏 名 備 考

2020.6 システム営業本部関東営業所 渡邉 良彦 会員（鹿沼市）

10月3日(土) 第19回 大谷クリーン作戦のご案内10月3日(土) 第19回 大谷クリーン作戦のご案内
日本遺産の石の町「大谷」を綺麗にするクリーン作戦を実施します。昨年は、ナルク栃木や地元自治会

など総勢44名で実施しました。今年度はコロナ感染防止策を講じつつ、野外作業であり容易に3蜜を回避
でき会食も伴わないことから実施します。是非、会員、ご家族の参加をお願いいたします。尚、当日会場
で検温をしますが、各自当朝の体温計測をお願いすると共に体調のすぐれない方はご遠慮ください。

： 2020年10月3日(土) 9：00～12：00
： 宇都宮市営大谷駐車場
： 無料 (飲み物は各自ご用意下さい)
： 参加者全員による共同作業
： 9月25日(金)※お早めに申込み下さい。
： 開会式、清掃場所の説明、12：00終了
： 電話・Eメールで下記へ連絡をお願いします
：

◆実 施 日
◆集合場所
◆参 加 費
◆作 業
◆申込締切
◆ｽｹｼﾞｭｰﾙ
◆参加申込
◆申込先 2019年9月

◆服 装： マスク、長袖・長ズボン、帽子、タオル、(草刈り鎌、火バサミをお持ちの方はご持参ください）

： 橋本和幸 (社会貢献担当支部役員)
電話&Fax 028-677-4585 Eメール hashimoto9818@gmail.com

同好会の活動再開や今後の実施判断について同好会の活動再開や今後の実施判断について
コロナ感染拡大防止に向け政府から緊急事態宣言が発せられ、同好会活動も会員の安心と安全を第一

に考え、3月から8月末まで中止としました。5月末に緊急事態宣言の全国解除が発出されるも依然として
感染確認が続いており、高い重症化リスクを抱える当会として、同好会活動再開は「非感染」を第一に本
部や政府、地域行政の指針に沿って判断していきます。

9月以降の同好会活動については、徹底した感染防止対策を講じた上で、活動の再開を検討します。現
時点の各同好会の取り組み内容と支部ガイドラインは下表のとおりです。それぞれの同好会の詳細な感染
防止対策・再開時期等は、随時支部ホームページに追加・更新し、情報発信して参ります。 （臼井幸男）

同好会名 ガイドライン 主な感染防止対策

おおるり会
パークゴルフ
囲碁・将棋

利用施設ごとの対策事項を遵守

熱中症に気を付けてマスク着用

間食を禁止、3密に関わる食事・パーティーは中止

参加日当日の体温を必ず測定する

ボウリング
そば打ち

施設の利用条件を遵守
感染状況を見つつ11月まで自粛継続

マスクの着用と会話の極小化

カラオケ 対策方向付け未定で9月以降も自粛

歩こう会 移動手段、見学・拝観規制等を見極めて判断 防止対策例を参考に可否判断

支部から 支部だより1頁を参照ください
外出から帰宅時は最初に手洗いと洗顔、上着を脱ぐ
活動参加後数日間は検温と体調観察


