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第23回 2019年度支部総会を開催しました

2019年5月19日(日)青年会館コンセーレにて、支部総会を開催しました。吉田支部長の挨拶で始まり、
松愛会本部の中山副会長やパナソニック㈱関越支店、アブライアンス社ものづくり革新センター、パナソ
ニックホームズ北関東㈱、パナソニック保険サービス㈱、パソナ・パナソニックビジネスサービスからご出席
の皆様からご祝辞をいただくと共に各社の現状と展望についてご説明がありました。
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「AGE」ってご存知ですか? AGE(終末糖化産物)とは、余分な糖とタンバク質が結びつき体
内に作られるもので、老化の原因物質とされています。AGEは強い毒性を持ち、健康に悪影
響を及ぼします。さらに体調不良や様々な病気(糖尿病、高血圧、脳梗塞、がん、アルツハイ
マー等々)も「AGE」が原因ともいわれています。では「AGE」をためない為には、こんがりキツネ
色の食べ物はさけましょう!! 生活習慣を変える事で下げる事ができます。①低AGE食品をと
る。②調理の仕方を工夫する。③食べる順番(野菜から) ④ゆっくり食べる。⑤腹八分目を意
識する。同時に運動、睡眠、ストレスを溜めない生活を心がけましょう!! (萩原範子)

第一部:議事に入り支部長より2018年度の活動経過・収支報告、2019年度活動方針と収支計画につい
てご説明しました。支部役員は、３名（太田さん、植月さん、佐藤さん）の方が退任され、臼井さん、佐藤さ
ん、萩原さんに新役員として就いていただく提案をし、全員の拍手で承認されました。親睦、友愛、貢献を
旗印に多くの会員や仲間による支部活動をご来賓の皆様と参加会員93名の106名で確認しました。最後
に松愛会のスローガンを全員で唱和して終了しました。

第二部: 記念講演は、Hospitality Support 和心代表 黒澤和子
所長様による「災害から学ぶ生活と終活」をテーマに自助・共助・
公助をポイントにお話をいただきました。拝聴された皆様は、災害
から自身を守ることを最優先することや今後の人生をどの様に生
きて行くかについて思いを新たにされたことと思います。ご出席の
皆様に東京都発行の東京防災手帳『今やろう、災害から身を守る
全てを』をお配りしました。

第三部: 懇親会は、新役員の自己紹
介と力強い挨拶、宇都宮市議会議員の
今井さんから9期目の就任挨拶の後、
旧支部長の野口さんのスピーチと乾杯
の発声で宴が始まりました。
アプライアンス社の阪東所長様より新製
品の大画面で映像を楽しめるインテアシアターの紹介をいただきました。 事業場ごとの配席でしたが、宴
が進むにつれ昔話などで盛り上がりつつ和やかな雰囲気で進みました。 最後は2018年度に入会された
髙根澤さんの発声で宴を締めくくりました。 創業100周年を機に松愛会とパナソニックの協働支援活動とし
て『みんなでAKARIアクション』 古本・ディスク募金への協力を呼び掛けたところ、会員9名の方から古本
108冊・DVD2枚を持参していただきました。 ご協力ありがとうございました。（橋本和幸）

中山副会長 総会

野口さん 髙根澤さん

吉田支部長

記念講演黒澤所長

「みんなでAKARIアクション」
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2019年度 松愛会栃木支部活動方針
【基本の考え方】 （親睦、貢献、友愛）

栃木支部も23年目となる2019年度は、松愛会の基本的な考え方を踏襲し、「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めざしてまいります。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んでまいります。特に、女性会員の参加率向上、会員家族
も参加できる行事内容に取り組んでまいります。
会員の高齢化が進みますが、それぞれの階層にあった内容とともに友愛活動の取り組みを一層強化し、
次世代に繋がる活動を推進してまいります。

（１）基幹行事の支部総会、新春懇親会は参加増に向け充実を図る。特に今年からは配偶者、子供、
お孫さんが参加できる支部行事を企画する。

（２）社会貢献活動を積極的に推進する。足尾植樹は地域・会社・組合と連携、継続推進。特に来年度は
「春の植樹デー」への参加にむけ検討を進める。また、パナソニックグループが推進中の「みんなで
AKARIアクション」の古本・ディスク募金を積極推進する。

（３）「健康で楽しい人生」を送れるよう、心身ともに活性化する健康づくり活動を積極推進する。今年は
家族・お孫さんも参加できる親しみある健康づくりを目指し「健康ウォーキング」を企画しました。

（４）「女性を主役に」をもとに前年より始めた女性懇親会を継続実施するとともに、各支部行事に女性の
参加が増えるように取り組む。

（５）広報活動はより充実した会報とホームページ（HP）の発信を行う。HPはスマホ時代にあわせて、SNSの
ようにスマホ対応のHP（ワードプレス）の導入を開始しました。

（６）社会見学会は、既にご案内の人気スポットで来年３月完成予定の「八ッ場ダム」を企画しました。

【重点施策】

【退任役員】 お疲れ様でした

【支部役員】

吉田 橋本 金子萩野谷 加藤北垣臼井 萩原 佐藤

・佐藤さんから：途中、病気入院で中座しましたが、健康
な今、活動への側面支援をしたく、宜しくお願いします。

・太田さんから：役員活動、皆様に支えられ、４年間を
恙無く務める事が出来ました。有難うございました。

・植月さんから：多く方との出会い、多彩な活動に取り組む
ことができ、楽しい気分で退任、ありがとうございました。

【臼井さん・萩原さん・佐藤さん】

・現役時代に教えられた理念の
下、松愛会の友愛・貢献・親
睦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。

関澤

● 9月 7日（土）
● 9月28日（土）
● 10月 5日（土）
● 11月16日（土）

今後の行事申し込み案内

「健康づくり活動」 健康ウォーキング＆バーベキュー
第18回大谷クリーン作戦
第13回足尾の植樹活動
女性懇親会（詳細は10月号でご案内します）

佐藤さん植月さん太田さん
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9月7日(土) 健康ｳｵｰｷﾝｸﾞ＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰのご案内9月7日(土) 健康ｳｵｰｷﾝｸﾞ＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰのご案内

◎◎ 健康キープにドクターも勧める「ポール ウォーキング」
子供も大人もみんなで「バーベキュー」 ◎◎

健康づくりの一環として「健康ウォーキング＆バーベキュー」の支部行事を企画しました。ウォーキングの
中でも運動効果の良い「ポールウォーキング」の体験講習を専門のコーチを招いて行います。そして昼食
は、環境の良い公園でのバーベキューをお楽しみください。今回は松愛会会員はもちろん、ご家族（配偶
者・子供・孫）の参加も歓迎いたします。開催地の「みずほの自然の森公園」には遊具（滑り台）人口水流
など子供と一緒に楽しめる場所もあります。家族揃って気軽に健康づくりに参加してみましょう。

◆開催日時
◆開催場所
◆集合場所
◆受付時間
◆参加費

◆募集人員
◆準備するもの
◆申し込み先

◆申込内容
◆締め切り

： 2019年9月7日（土）10：00～14：30
： 宇都宮市営 みずほの自然の森公園
： 公園内東側駐車場
： 9：30から10：00
： 大人1500円、中高生500円、小学生以下

無料（ポールウォーキング講習費含む）
： 50名程度
： 運動のできる服装
： 下記メール、電話、FAXで（加藤支部役員）

出来るだけEメールでお願いします。

： E-mail spfg4ad9@voice,ocn.ne.jp
電話/FAX 028-661-9278 携帯電話 090-1897-0004

： 人数、家族の場合は小中高の区分とポールウォーキングの講習会希望の有無を添え
8月23日（金）までにお申し込みください。

⁂ ポールウォーキング体験講習について
小学生以上であれば参加可。公園内で1.5時間程度レクリエーション的な内容も含め実施予定です。

⁂ 自家用車での参加が基本なので原則アルコールは出しません。水、ジュース類は支部で準備します。

宇都宮市西刑部1861



ホームページWordPressへ移行のご案内ホームページWordPressへ移行のご案内

関澤

「ポールウォーキング」の説明「ポールウォーキング」の説明
●ポールウォーキングとは ・・・・・ 両手でスキーのストックに似た専用ポールをもって歩く、スポーツ

ドクターとフィットネス専門家が開発した日本生まれの新しいウォーキングです。
●ポールを持って歩くことのメリットは ・・・・・ 正しい姿勢を保持したまま歩幅を広げて歩き、上半身も

積極的に動かすことにより全身運動となり、運動効果も通常のウォーキングに比べ２０～３０％アップ
する効果があります。

●期待できる効果は ・・・・・ 骨粗しょう症の予防と改善が期待できます。また、足腰への負担を軽減して
歩くことから、足腰が弱っている方のリハビリ等にも最適です。

●こんな方は是非 ・・・・・ 歩行に少し不安のある方やつまづくことが多くなってきた方にお勧めです。
ポールを持つことで左右のバランスが取れ姿勢良く、転倒の不安なく安心して歩くことができます！！

現在のホームページはパソコンに対した画面づくりをしておりスマートフォンでは見づらいことが指摘され
ております。一方パソコンの販売台数は減少傾向にあり、代わってタブレットやスマートホンの販売に大き
な伸びが見られるのが現在の状況です。そのため松愛会本部としてスマートフォン対応の新たなホーム
ページ作りに取り組みました。その方式がWordPress（ワードプレス）です。

◇ WordPress（ワードプレス）の特徴は
① 誰でもブログ感覚でホームページへ記事を投稿することができます。
② この方式を導入するとスマートフォン画面にも自動対応してくれます。
③ 投稿記事に対してコメントが書けます。

③ 画面上部におしらせ
「新着情報」を配置。

④ 画面中央左部に
「支部活動・報告」を配置。

⑤ 画面中央中部に
「支部行事」を配置。

⑥ 画面中央右部に
「社会貢献活動」を配置。

⑦ 画面下部に「同好会
活動」を配置。

（萩野谷 勝）
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同好会紹介

近年の囲碁界は女性棋士の進出と若返りが図られている中、松愛会囲碁同好会は歳を重ねるごとに研
究心と棋力が向上しているように感じる。（現在会員11名）

恐ろしい囲碁用語がある…実は、ゆったりと品格よく打つイメージの囲碁には品の悪い用語がある。対
局中の両者の会話に…【そこ覗くのか？じゃあ挟んでみるか！まず頭を叩こう！そこ切ったのか？まだ生
きてない？死にかー！命だけは助けてくれー！捨てられちゃった】…これらは盤上で意味のある用語で
あり、常に対局を重ね、スリルと闘いながら成長しているのである。

同好会囲碁年次大会を開催予定…今年も9～10月にかけて全員総当たりのリーグ戦を実施する。これ
に向け各人ひそかに闘志を燃やし現在手合い中である。自分の棋力を示す持ち点が一年間でどう変化
しているかも見もの。大会直前の点数で挑むことになる。（遠藤宏充）

9月28日(土) 第18回 大谷クリーン作戦のご案内9月28日(土) 第18回 大谷クリーン作戦のご案内
日本遺産の観光地大谷清掃を通じて町を綺麗にし、地域に貢献する活動のクリーン作戦も今年で18

年目を迎えます。昨年も、城山中学校の生徒や関係者、地元自治会関係者など総勢130余名にて実施
しました。今年度も是非、会員の方は勿論、ご家族皆様の参加をお願いいたします。

： 2019年9月28日(土) 9：00～12：00頃まで
： 宇都宮市営大谷駐車場
： 無料 (飲み物は各自ご用意下さい。)
： 清掃の出来る服装、帽子、タオル、(草刈り鎌、
： 火バサミ等をお持ちの方はご協力をお願いいたします。
： 申込者全員で（ナルク栃木、大谷町自治会など）協力して清掃を行います。
： 9月11日(水) ※お早めに申込み下さい。
： 開会式、清掃場所の説明

12：00頃まで清掃活動
： 電話・Eメールあるいは

ハガキで連絡をお願いします。
： 橋本和幸 (社会貢献担当支部役員)  

〒321-3322
芳賀郡芳賀町東水沼2321-245
電話&Fax 028-677-4585
Eメール hashimoto9818@gmail.com

囲碁同好会

◆実 施 日
◆集合場所
◆参 加 費
◆服 装

◆作 業
◆申込締切
◆ｽｹｼﾞｭｰﾙ

◆参加申込

◆申込先

城山中学校他の皆様（2018年9月）

2018年５月に大谷石文化が日本遺産に
登録され、多くの観光客が来ています。

（2018年9月）
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編集後記
盛り沢山な新年度の行事が始まりそのご案内をしています。これまで積極参加の方は引き続き、

なかなか参加に踏み切れないでいる方、やや控えめの新会員の方々には、お配りした2019年度
支部議案書の行事計画をご覧になり、是非とも参加をお願いします。お待ちしています。（金子）

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） 北垣和紀 ☎ 028-659-6343
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(電子) 加藤文雄 ☎ 028-661-9278
⑦支部役員(営業) 萩原範子 ☎ 028-653-4361
⑧支部役員（事務機） 佐藤一男 ☎ 028-632-5890
⑨支部役員（電子） 臼井幸男 ☎ 028-673-4344

会員の動き

新
入

入会年月 最 終 所 属 氏 名 お住まい

2019.06 システムコミュニケーションズG  PSN 髙橋 秀男 真岡市亀山 （ご転入）

2019.05 ＥＳ社 本社直轄ＣＳ部 白川 克彦 芳賀郡祖母井

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。

10月5日(土) 第13回 足尾の植樹活動のご案内10月5日(土) 第13回 足尾の植樹活動のご案内
第13回目の植樹活動を計画いたしました。今年も昨年と同様『A：植樹活動をするグループ』と『B:植樹

事前作業グループ』の2グループで実施します。 ご家族様の参加をお願いします。

： 2019年10月5日(土) 8時15分～16時30分頃
： 宇都宮テレビ工場 グランド北側駐車場
： 3,000円・・・苗木、土、昼食代、交通費など(昼食後 温泉入浴を予定)
： 水筒、雨具、タオル、軍手、着替え肌着、虫除け長ズボン、

長袖シャツ、履き替え慣れた靴、帽子
： 25名程度 雨天決行(雨天の場合はB作業)
： 9月20日(金) ※お早めに申込み下さい。
： 集合8：00～ 出発8：15
： 植樹活動&事前準備作業10:00～11:45
： 昼食会場へ移動・昼食休憩12：00～14：30
： 電話、メール又は、はがきにて連絡をお願いいたします。
： 橋本和幸 (社会貢献担当支部役員)あて
： 〒321-3322 芳賀郡芳賀町東水沼2321-245
： 電話&Fax 028-677-4585   メールhashimoto9818@gmail.com
： 参加者氏名、同伴者氏名、電話番号、作業内容グループの選択 A あるいは B

◆実 施 日
◆集合場所
◆参 加 費
◆服 装

◆募集人員
◆申込締切
◆ｽｹｼﾞｭｰﾙ

◆申込先

◆申込内容

関澤

支部は、松愛会本部35周年記念事業として単独で秋季に植樹をはじめてから12年が経過しました。
今回、初めてNPO法人「足尾に緑を育てる会」が主催する「第24回春の植樹デー」に参加しました。「足尾
に緑を育てる会」には「Panasonic NPOサポートファンド」が2018年度より助成金を提供しています。
今後、支部の植樹活動を「春の植樹デー」に「One Pana」として取り組みに向けた検討を行うため、本部
の山元副会長にも参加いた
だきました。特に支部も会員
の高齢化に伴い作業の安全
を考慮し、来年度から4月の
第4土曜日に開催される
『春の植樹デー』に参加して
行きます。 （橋本和幸）

来年度の足尾の植樹活動について来年度の足尾の植樹活動について

JAビル南側・平田機工北西側駐車
場

▲安全のため、4号線から駐車場への
右折はご遠慮ください

お
悔
み

死亡年月 最 終 所 属 氏 名 備 考
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