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第22回 2018年支部総会を開催しました
2018年5月20日(日) 青年会館コンセーレにて、第22回栃木支部年次総会を開催しました。

友愛親睦を基調に多くの仲間の手による活動の推進を、ご来賓と会員含め参加者110名で確認しました。
第一部は、山本支部長より2017年度の活動経過・収支についての報告、 2018年度の役員選出では、
加藤・金子会員が新役員として承認をされ、山本支部長と関澤支部役員が退任されました。吉田新支部長
から永年ご苦労を頂いたお二人にお礼を申し述べ
た後、2018年度活動方針と収支予算について提案
があり、2017年度の経過報告・収支と2018年度
活動方針・収支予算を一括して全員の拍手で承認
されました。

● 9月15日（土） 8時20分 大谷駐車場集合 第12回足尾の植樹活動
● 9月22日（土） 9時00分 大谷駐車場集合 第17回大谷クリーン作戦
● 11月1日（木） 東京方面への社会見学会を企画中（詳細は10月号でご案内します）
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日光 男体山

第二部は、宇都宮大学 国際学部 准教授 髙橋若菜様による「地
球環境への世界動向と日本から足尾植樹を考える」のテーマで講演
をいただきました。髙橋先生は、第1回の足尾植樹に参加され、現在も
甚大な負の遺産を残している足尾や地球温暖化防止の重要性につ
いて研究をされており、会員の皆様 も再認識をされたと思います。

第三部の懇親会は、本部総会
での津賀社長の挨拶ビデオを見
た後、支部長、今井市会議員の
挨拶で始まり、歴代支部長の重
本さんの乾杯で宴が進み、大い
に盛り上がることができました。

夏の暑い日が続く中、皆様も熱中症には気を付けて下さい。
我々世代が熱中症にかかりやすい原因は、体温を調整する機能が低下しているうえ、水分の
摂取量が少ないことが原因です。また、体内の水分が不足すると、一般には脳が水分補給の
指令を出し、『のどが渇いた』状態になりますが、我々世代はこの働きも弱まります。つまり、
身体に熱を貯め込んだまま、どんどん体内の水分が失われる状態です。さらに、通常は体内
の水分量が低下すると水分を体外に排出しないよう脳が命令をしますが、我々世代は腎機能
も低下しているので、尿として排出されてしまい、熱中症にかかりやすいと言われています。
皆さんも水分補給を必ず取られることを勧めます。 橋本 和幸

今後の行事申し込み案内（詳細は最終ページ）

山本支部長吉田新支部長 波江副会長山本前支部長

髙橋若菜先生

最後に新しく発足をしたボウリング同好会の代表、竹村さんの中締めにてお開きとなりました。



【基本の考え方】 （親睦、貢献、友愛）
栃木支部も22年目となる2018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。

パナソニックも本年は100周年を迎えましたが、松愛会栃木支部も社会貢献活動を推進するとともに地
域との交流を深めてまいります。

新規入会者が減少するなかで栃木支部も高齢化が進みますが、友愛活動の取り組みを一層強化する
とともに次世代に繋がる活動を推進してまいります。

2018年度 松愛会栃木支部活動方針
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退任役員 お疲れ様でした

【新支部長ご挨拶】

『山本さんから一言』

・会員の皆様のおかげで、
３年間無事務めることがで
きました。感謝。新支部役
員の方はあまり頑張りすぎ
ないようにお願いします。

吉田
支部長

橋本
副支部長金子 植月 萩野谷加藤 北垣太田

山本さん 関澤さん

都合で支部総会を欠席しましたが、
今後とも宜しくお願い致します。佐藤

『関澤さんから一言』

・社会貢献や同好会活動で、
皆様に大変お世話になりあ
りがとうございました。
これからも一会員としてよろ
しくお願い致します。

６０名でスタートした栃木支部も22年目を迎え650名を超える支部となりました。
そのような環境下で本年度支部長という大任を仰せつかりましたが、精一杯努
めてまいります。

栃木支部の会員平均年齢は70.2歳で、昨年度より1.0歳増えました。本部平均
の７１．２歳よりは若いのですが、本部の年齢増加0.6歳を超え、まさに高齢化に
対応した支部の運営が求められています。「健康コーナー」のコラムにもあります
ように、健康寿命を延ばすための健康づくりに取り組んでいきます。また、会員
相互の親睦と地域社会に貢献する松愛会活動を推進してまいります。

みなさまが笑顔で参加できる松愛会にしたいと思いますので、ご支援の程宜し
くお願い申し上げます。
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さきたま歴史探訪にて
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Ｔｅｃｈｎｉｃｓ視聴

健康コーナー

同好会紹介
おおるり会

（ゴルフ愛好会）

2018年度健康づくり活動で健康講話がありましたので紹介します。【人生１００年時代を目指して】

日本は世界一の長寿国となりましたが、
不健康な期間 が長くもっと健康寿命を
延ばす事が課題です。

健康を阻む 「ロコモディブ シンドローム」

日本の2016年度実績

平均寿命 健康寿命 不健康な期間

男性 80.98歳 72.14歳 8.84年

女性 87.14歳 74.79歳 12.35年

ロコモディブシンドローム(運動器症候群）とは、運動器(骨、
筋肉、血管など）が衰えて ｢立つ｣ ｢歩く」 といった動作が
困難になり、要介護や寝たきりになってしまうこと、またはそ

のリスクが高い状態のことです。 略して“ロコモ”と言います。
５０歳を過ぎると７割以上に可能性あり！

毎日取り組もう三要素のバランス

栄 養

社会
参加

運 動

足腰 筋力

趣味
ボランティアー

食物
歯のケアー

（今がチャンス、例会費・千円実施中）

回を重ねること150回。当会は、今年11月に節目の大会を迎えます。第一回、芳賀CCの参加者は10名。
現在、会員は58名。リタイア後の第二、第三の人生を“山”ならぬ“里山”へ分け入っての“シバ刈り”に元
気で励んでいる昨今です。コンペ開催は年8回（休会/8・12・1・2月）第四木曜日です。悩みは、やはり世
間並みに“高齢化”（現在、当会の平均年齢は71.8歳、当支部は70.2歳）です。

故に、会の運営も、出来るだけ参加者の負担軽減を図るべく、昨年来大幅な改革を実施しました。優勝
幹事の（ゴルフ場探しなど）負担軽減、固定ハンディの単年度改訂導入、年1回の新ペリア方式採用例会
の実施などで、特に目玉は期間限定ですが、
例会費“千円”でプレイできることです。この
機会に是非ともご入会下さい。ゴルフ好きの
方大歓迎。楽しくゴルフ、みんなでゴルフ。
健康年齢の維持・向上へ共にプレイしましょう。

＊ 会 長：八重樫 彰
＊ 常任幹事：廣田 政夫、平井 康昭
＊ 事務局連絡先：笹木 定志
＊ Tel & Fax: 028-680-5425
＊ Eメール:< s_sadashi@hb.tp1.jp >

ゴルフ好きの方、入会大歓迎！

Ｔｅｃｈｎｉｃｓ視聴

モノづくり前の訓練や人材育成は
変わらず引き継がれおり高効率・
高品質のモノづくりが実践されてい
る様子を拝見することできました。

この度、宇都宮テレビ工場様のご配慮により6月13日と20日の両日、昨年節目の50年を迎えた工場の
見学会を実施致しました。両日合せて98名の方（半数の人が初参加）が参加され、前回よりも更に進化
している工場を見て多くの参加者が感激しておりました。

昭和42年に真空管式カラーテレビの主力生産工場として稼働
を開始、今では国内唯一のテレビ工場となり4K有機ELテレビや
高級オーディオ商品を生産する工場に変わりました。

かつてこの工場を知る会員は、
現場の変わり様を感慨深く有機ELテレビ工程を見入っておりました。また、
視聴室での超高級アンプの音を体感するなど、ご自身の目と耳で、いま
話題の製品を堪能することができた見学会でした。

6月13日、20日 テレビ工場見学会6月13日、20日 テレビ工場見学会

４Ｋ有機ＥＬテレビ製造工程

モノづくり道場
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9月15日(土)第12回足尾の植樹活動ご案内9月15日(土)第12回足尾の植樹活動ご案内

優勝は関澤さん

9月22日(土)第17回大谷クリーン作戦のご案内

宇都宮の観光地大谷の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
1７年目を迎えます。ご家族様共々のご参加をお願い致します。
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編集後記
1961年、世界で初めて宇宙から地球を見たソ連のガガーリン少佐が言った「地球は青かった」の

話は有名です。支部総会で髙橋先生の環境記念講演、足尾の植樹や大谷のクリーン作戦は、まさ
に地球を美しく綺麗なままで後世につなぐ活動の一つです。皆様のご参加をお待ちしています。

支部役員
連絡先

何なりと
ご相談下さい！

今年も第12回目となる植樹活動を計画致しました。今回も昨年実施して好評だった
「A：植樹活動をするグループ」と「B:植樹事前作業をするグループ」の２グループで実施します。
ご家族様共々のご参加をお願い致します。

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

◆実施日
◆集合
◆参加費
◆持ち物
◆服 装
◆募集人員
◆申込締切
◆ｽｹｼﾞｭｰﾙ

◆参加申込

： 2018年9月15日(土)8時30分～16時00分頃
： 8時20分(8時30分出発）宇都宮市大谷市営駐車場
： 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、履き慣れた靴、帽子
： 25名程度 雨天決行(雨天の場合B作業）
： 8月29日(水) ＊お早目にお申込みください。
： 集合 8:20～ 出発 8:30～

10:15～11:45 植樹＆事前作業
12:00～14:30 バスにて「かじか荘」に移動し、昼食、温泉入浴、休憩
出発 14:30～16:00 大谷市営駐車場到着見込、解散

： 電話・メール又は、はがきにて連絡をお願いします。
・申込先 氏名 : 植月雅彦(支部役員 社会貢献担当)

住所 : 〒321-0985 宇都宮市東町306-15
電話＆Fax : (028) 662-2478
e-mail : masa-uetsuki@yacht.ocn.ne.jp

・返信頂く事 ①参加者名 ②同伴者氏名 ③電話番号 ④作業AorB

：2018年9月22日(土) 9時00分～12時00分頃まで
：9時00分 宇都宮市大谷市営駐車場
：無料 （飲み物は各自ご用意下さい）
：清掃のできる服装、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します）
：申し込み者全員で（ナルク栃木、大谷町自治会、

城山中学校、大谷商工観光協力会、宇都宮市役所等）協力して清掃を行います。
：9月3日(月) ＊お早目にお申込みください。
：説明等の後 9:30～12：00 清掃活動 12：00 解散
：電話・メール又は、ハガキで連絡をお願いします。

◆実施日
◆集 合
◆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 氏名 : 植月雅彦(支部役員 社会貢献担当)
住所 : 〒321-0985 宇都宮市東町306-15
電話＆Fax : (028) 662-2478
e-mail : masa-uetsuki@yacht.ocn.ne.jp

・返信頂く事 ①参加者名 ②同伴者氏名 ③電話番号


