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第一回 「健康づくり活動」健康ｳｵｰｷﾝｸﾞ＆ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会を開催

9/7（土）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」の支部行事を宇都宮市営・みずほ
の自然の森公園で開催しました。当日は少し残暑がありましたが、秋晴れに恵まれました。今回は、会員
のご家族、孫までを対象に募集し、36名（内ご家族14名）が参加しました。

◆午前中はポールウォーキングの専門コーチを招いて体験講習を実施しました。
＊2本の専用ポールを使って準備体操、全身のストレッチ、下半身の筋トレの実践
＊スラックライン（2点間にベルトを張ったもの）を用いた体幹のトレーニング
＊正しいポールウォーキングのポイントを指導など。

講習を受講後、実際に公園内のウォーキングコースを
歩きました。参加者の感想は、正しいポールウォーキ
ングをすることで、特に肩甲骨周辺の普段使ってない
筋肉が活性化されたと、効果を実感していました。

◆昼食は全員でバーベキュー
公園内の設備を利用してバーベキューでにぎわい
ました。大人も子供も孫も笑顔のひと時でした。
参加者からは、「木陰の下でいい環境の中、美味しく
たくさん食べました」と満足された感想がありました。

スポーツの秋・食欲の秋にふさわしい健康づくりを満喫した一日でした。 （加藤文雄）
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2020東京五輪の開幕まで１年を切りました。５６年ぶりの夏季大会開催で、大変楽しみであり
メダルへの期待も膨らむばかりです。プレ大会も各地で開催されており、応援観戦チケットもた
いへんな倍率でなかなか手に入らないなど、大変盛り上がってきました。そんな中で選手のお
かれている環境は大きく様変わりしています。アマチュアが前提だった時代から、現在はプロ
選手が多くみられますし、企業に属しプロではない選手の環境も昔とはかなり変わってきました。
また社会のプロ・アマに関する意識も変わってきています。プロ・アマ関係なく選手が全力で取
り組み、戦えるように支援、応援したいと思います。ガンバレ！日本！ （佐藤一男)

今後の行事申し込み案内

講習後、園内のコースへ出発 孫と一緒にゼロビールで乾杯！

●10月12日（土）
●11月 9日（土）
●11月16日（土）
●1月18日（土）

:友愛懇親会 12時00分～ホテルマイステイズ ・宇都宮市東宿郷2-4-1
:節目懇談会 １2時00分～ニューみくら ・宇都宮市昭和1-3-6
:女性懇親会 12時00分～ホテルマイステイズ ・宇都宮市東宿郷2-4-1
:新春懇親会 10時00分～ホテルマイステイズ ・宇都宮市東宿郷2-4-1
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第17回社会見学会を実施

９月４日(水)関東６支部合同、女性懇談会に栃木支部より２名の会員（村田佳子さん・高嶋房子さん)が
参加しました。今年はパナソニックOBの参議院議員の矢田わか子さんとの懇談会と矢田さんの案内で
「国会議事堂(参議院)」を見学しました。昼食をとりながら「霞が関ナレッジスクエア」にて交流懇談会を行
いました。当支部から関東６支部合同懇談会への参加は初めてで、「大正９年着工昭和１１年完成の重
厚な造りの建物に感嘆されていました。天皇陛下がお出ましになる時の御休所は、日本の伝統芸術が
結集された物でした。他に大理石の廊下の細工、壁の彫刻、ステンドグラスの天井等々は、まさに日本
の宝・美術品のようでした。

村田さんからは矢田議員に対して、障害者が賃貸住宅を借りるにあたって困難な現状の制度の変更を
提案されました。昼食懇親会では自己紹介から会話も弾み、「楽しく充実した一日でした」との感想をい
ただきました。次回も是非参加したいとの事でした。 （萩原範子）

7月17日(水)、「八ッ場ダム見学ツアー」をメインとした社会見学会を参加者48名にて実施しました。梅雨
明け前、天気予報でも曇り・雨の予想でしたが、日頃の行いが良い方たちばかりだったのか真夏のような
晴天でした。

まず「なるほど八ッ場資料館」に集合し、スライドで建設決定までの苦難、建設中止や建設再開の状況な
どの説明を受け、関係者の苦労の一端を感じることができました。資料館からヘルメットをかぶってダム上
流側の見学ポイントへ移動。晴れていたこともあり大きさ、広さ、高さどれも雄大な景色でした。
次に、バスに乗りダム下流側に移動。そこから徒歩で仮設の階
段や旧吾妻線の線路上を通り、巨大なコンクリートの壁を下か
ら見学しました。参加者の中には建設初期・中期に来られた方
がおり、移り変わりと完成度に深い思いを感じたとも話されてい
ました。ダムはほぼ完成に近く、一度満水にしてから完全放水
し点検を行ったうえ2020年３月本格運用予定とのことでした。

お待ちかねの昼食を「浅間酒造観光センター」で作りたての
お酒を飲みながら和気あいあいと楽しんだ後、人気のラスク店
「ガトーフェスタハラダ」の本社工場を見学、みなさん大荷物の
お土産を購入されていました。予定より30分遅れでの帰着でし
たが疲れも見せず皆さんお元気でした。ご苦労様でした。
来年もよろしくお願いします。

(臼井幸男・北垣和紀)

関東６支部合同の『女性会員懇談会』を開催

健康・雑学クイズ 参議院会館にて

巨大ダムを下から見学に向かう皆様
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10月12日(土) 友愛懇親会を開催します10月12日(土) 友愛懇親会を開催します

本年度も75歳の節目の方と80歳以上（2020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は昨年と同額にしました。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

11月16日(土) 女性懇親会を開催します

本年度も昨年と同様、ニューみくらで、65歳、70歳(2020年/3月末現在)節目の方を対象に開催をいた
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

：2019年10月12日(土) 12時00分～14時00分頃まで
：ホテルマイステイズ 宇都宮市東宿郷 2-4-1
：電話番号 028‐633‐6956
：2,000円/人 同伴者 2,000円/人
：10月4日（金) ＊お早目にお申込みください。
：該当の方にEメール、往復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。（佐藤一男）

：2019年11月9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
：10月25日（金) ＊お早目にお申込みください。
：該当の方にEメール、往復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。（佐藤一男）

11月9日(土) 節目懇談会を開催します

第2回目の「女性懇親会」を開催致します。
女性会員も徐々に増え39名になりました。行事の女性
参加も増え、明るい松愛会となってきました。
今年の女性懇親会のお楽しみ企画は「顔ヨガ」です。
ランチ後イスに座ったままで誰にでも出来ます。「顔ヨガ」
とは、顔の表情筋を鍛えストレッチするヨガです。
顔ヨガでむくみ・たるみ・表情ジワが解消されます。
顔の引き締めと小顔体験してみませか?

◆実施日

◆場 所

◆参加費
◆申込締切
◆参加申込

２０１８年にご参加の皆様

２０１８年にご参加の皆様

２０１８年にご参加の皆様
：2019年11月16日(土)
：12時00分～14時00分頃迄
：HOTEL MYSTAYS(ﾏｲｽﾃｲｽﾞ)宇都宮
：2F"トラベル カフェ"
：宇都宮駅東口徒歩2分 宇都宮東宿郷2-4-1
：電話番号 028-611-3464
：1000円
：11月9日(土)締切
：往復ハガキで出欠の確認を致します。
または、支部役員へ連絡下さい。(萩原範子) 開催予定の トラベルカフェ
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編集後記
QRコードは、1994年、自動車部品大手・デンソーが開発。もともと工場での生産管理に使われま

した。情報を一方向しか記録できないバーコードに対し、縦横の二方向に情報を持つことで、記
録量を飛躍的に増加させました。是非、本紙のQRコードをスキャンしてみてください。 （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

2019.08 ディスプレイデバイス社 鈴木 一頼 宇都宮市中里町

2019.0７ システムコミュニケーションズG  PSN 新村 彰 宇都宮市富士見が丘 （ご転入）

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。

関澤

同好会紹介

コンピューターにプロ棋士が負けてしまったら将棋の人気が落ちてしまうと思わ
れたその時期に、藤井聡太七段の想定外の活躍で将棋ブームが到来している。
将棋愛好家としては喜ばしい限りでありである。将棋が趣味という人の中には、
将棋観戦の方が好きだという人もいる。栃木県に住んでいるとプロ棋士との交流
は難しいと思われるかもしれないが、実は宇都宮でもそのチャンスはある。
毎年3月の日曜日に将棋の8大タイトル（名人、竜王、王位、王将、王座、
棋王、棋聖、叡王）の中の棋王戦が行われている。「栃木将棋まつり」と称
して二千人以上でにぎわっている。プロ棋士との指導将棋も受けられる。

松愛会の将棋同好会は、会員９名と多くはないが、月3回の活動をして
いる。1回は松愛会会員同士の活動（棋友会）、後の2回は地域クラブとの
交流会（30～40人）を通じ腕を磨いている。将棋同好会は個性豊かなメン
バーかもしれない。打ちまわしにもこだわりを持ち、勝っておごらず納得の
いく次の一手を求めて自己研鑽に励んでいる。 （腰越隆夫）

将棋同好会

「みんなで “AKARI”アクション」にご協力を！！！

期 間 件数（栃木/全国） 総冊数（栃木/全国）

18/8～19/3 1/144 37/13,250

19/4～19/7 1/89 116/8,006

お
悔
み

死亡年月 最 終 所 属 氏 名 備 考

2019.0９ 技術研修所 石垣 浩一 会員

2019.0９ テレビ宇都宮工場 佐々木 義一 会員

創業１００周年を機にパナソニックと松愛会との協働でスタートしている活動（古本・ディスク募金）です。
ISBNのついた書籍、CD、DVD、ゲームソフト等（1つでも可）支部行事の際にお持ち下さい。また、ご持参
できない方は、担当支部役員へ連絡いただけば受け取りに参ります。

＜パナソニックホームページより抜粋＞
電気のない生活を送る人は、世界に約11億人。このような状況を少しでも改善していきたい。「夜も勉強
ができるようになり、全員が進級テストに合格できた」「夜間の出産の大きな助けになっている」「“あかり”の
下、家族みんなで楽しい時間を過ごすことができるようになった」といった多くの喜びの声が届いています。
しかしながら、いまだ無電化の地域に暮らす人々は、様々な社会課題を抱えています。そこでパナソニッ
クでは寄贈の輪を広げ、皆様と一緒に明かりを届ける活動「みんなで“AKARI”アクション」を2018年3月よ
り開始しました。「寄付」を通じて未来を照らす“あかり”を届ける活動にぜひご参加ください。 （橋本和幸）

AKARIのHPへご案内


