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今後の行事申し込み案内
● 1月 20日（日） 2019年新春懇親会 青年会館コンセーレ 9時30分から受付
● 2月 17日（日） ボウリング大会 宇都宮ゴールドレーン 9時集合

第12回 足尾の山に植樹をしました

本年も早、師走。松愛会栃木支部のホームページ（ＨＰ）担当を経験・知識がないままお引け受
けをし8ヶ月を迎えることになりました。ＨＰの勉強をするとともに自分用のＨＰを立ち上げて経験
を積む中で先輩諸兄のご支援を受けながらなんとか役割を果たすべく今日までやってきました。
ＨＰはスピーディーな記事掲載が可能であるのと掲載記事量が制約されないなどの長所がありま
すがアクセス者が限定的です。一方会報は全会員の自宅に確実に届けられるという長所があり
ます。会員の方でメールアドレスがまだ未登録の方は是非支部アドレスtochigi@shoai.ne.jp まで
ご連絡ください。 さて年末に向かってもうひと頑張りします。 （萩野谷 勝）

2018年9月15日（土）、第12回足尾地区植樹を40名（松愛会19名、ナルク19名、パナソニック社2名）で行
ないました。本年は初めてパナソニック社テレビ事業部より2名の参加がありOne Panasonicとしての社会貢
献活動となり活動の輪が広がりました。雨前線の中、前日の夜からの雨が残り出発時も降っていましたが、
植樹場所につくころには小雨になっていました。

「足尾に緑を育てる会」の方からの植樹活動についての説
明を受けた後、恒例となっている準備体操（健康体操）を全員
で元気に行い活動スタート。昨年から始めたA植樹作業、B植
樹前作業にわかれて作業を開始。
今年の作業場所は久動沢。若干の傾斜はあるが作業のしや
すい場所でした。ヤマボウシ、ウチワカエデ200本を植えまし
たが、昨年以上に山肌はやわらかく樹木を植える穴は簡単に
掘ることができ「雨もまたよし」。作業は意外に早く終わり、11
時15分昼食場所の「かじか荘」に向けて出発しましたが、雨は
ほぼ止んでいました。

「かじか荘」では新たにわれわれの食事場所を設けて頂き、
ゆっくり楽しく昼食を取りその後温泉で疲れたからだを癒し14
時20分に帰路へ。15時30分にろまんちっく村に到着しました。
皆さん、お疲れ様でした。 （植月雅彦）

”継続は力なり！！” 甦りつつある足尾

とちぎ

日光 男体山
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会員の動き

お
悔
み

死亡年月 最 終 所 属 氏 名 備 考

2018.11 松下電子工業 小野美智子 小野勝次 会員の配偶者

2018.0６ 松下電子工業 関 栄顕 会員

新
入

入会年月 最 終 所 属 氏 名 お住まい

2018.10 映像ディスプレーデバイス事業部 臼井 幸男 宇都宮市 白沢町

2018.09 テレビ事業部 宇都宮工場 髙根澤 良一 芳賀郡 茂木町

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。

平成１４年6月に発足以来、本年10月で196回を迎えました。現在18名の会員で、新曲を3ヶ月サイクルで
易しい曲、難しい曲と各自の個性にあった唄で、楽しく活動をしております。
会場はシダックス竹林店で第3水曜日の、午後1時から5時まで活動しております。また、発表会を毎年5月・
11月の第2日曜日に開催し、楽しく活動をしております。2019年の2月には、200回目の節目になり一泊の
記念行事を予定をしております。

同好会のご紹介

11月1日(木) 第16回社会見学会11月1日(木) 第16回社会見学会

11月1日（木）、豊洲市場、パナソニックセンター東京等を巡る第16回社会見学会を行いました。

朝の最低気温が5℃と冷え込みましたが、抜けるような青空で大変良いお天気。お昼ごろには気温も上が
り、絶好の日和となりました。

カラオケ同好会

スローガンは、「カラオケ同好会を通じて親
睦を図り健康増進と歌う瞬間芸術を楽しみな
がら新曲を覚える楽しい集い」 皆さん是非、
気軽に体験入会をしてみませんかお待ちして
おります。

・代表世話役：藤倉 功一 028-658-8264

・事務局：浅野 滋雄 028-673-2574

高速道路も予想ほどは混雑せず、予定通りに、
「豊洲市場」に到着。下見の経験を活かして午前中
の見学としたため、水産仲卸棟にある物販のお店も
すべて開店しており、みなさん買い物を楽しむこと
ができました。また、水産仲卸棟の屋上にある緑化
広場からは、心地よい陽ざしのもと、レインボーブ
リッジや建設中のオリンピック施設を臨むこともでき、
市場見学全体では大変長い距離となりましたが皆さ
ん元気に歩いていました。

お待ちかねの昼食は有明のホテルでのランチ
ビュッフェにみなさん大満足。

午後、パナソニックセンター東京では、オリンピック
に向けた企画展や未来を想定した家電のプロトタイ
プの見学、テクニクスの視聴などを行いました。

そして有明桟橋から日の出桟橋まで水上バスで移
動しました。海風も爽やかで東京ベイエリアを海から
堪能しました。

帰りのバスでも寝入ることなくおしゃべりの花が咲
いていました。 お疲れ様でした。（北垣和紀）
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10月13日(土) 第9回友愛懇親会
今年は多くの方に出席をいただくために会費を見直し、宇都宮駅の近くのホテルニューイタヤ

で開催いたしました。昨年同様、80歳以上と75歳節目の会員に出席を呼びかけ、80歳以上は48名
のうち18名、75歳節目は33名のうち10名の計28名となり、昨年の2倍の方々にご参加いただき、支
部役員8名を交えた計36名での懇親会となりました。
開催にあたり､健康体操を行い､パナソニック100周年のビデオを放映後、吉田支部長から今年の

9月22日(土) 第17回大谷クリーン作戦
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を城山中学生

ロコモティブシンドローム
7の項目をチェックしてみましょう！

１．片脚立ちで靴下がはけない。

２．家の中でつまずく、すべったりする。

３．階段を上がるのに手すりが必要。

４．家のやや重い仕事が困難。

５．2㎏程の買物の持帰りが困難。

６．15分くらい続けて歩くことが出来ない。

７．横断歩道の青信号を渡り切れない。

＊ロコチェックに当てはまる方は、
運動器の健康に注意が必要です。

健康コーナー 【人生１００年時代を目指して】
「定年後に気をつけたい病気～ロコモ・歯周病～」

やナルク会員と共同で開催しました。前日まで雨が降っていて
ちょっと心配でしたが、薄曇りで湿度は高かったのですが活動す
るには十分でした。参加者は、松愛会21名、ナルク栃木21名、城
山中学校関係60名、地元自治会関係30名の総勢130名を超す多
くの参加でした。

今年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。当日朝の集合時間には、駐車場の7割が埋まって
おりました。観光客に迷惑をかけないクリーン作戦を目標に、介
護事業所「かんのん」と大谷公民館の駐車場を活用しました。

最近、多くのグループが
大谷のクリーン活動に参画
しています。嬉しいことです。

尚、今年も開会、閉会を城
山中学校の生徒がリードして
進められました。（植月雅彦）

支部活動の報告と行事への参加のお願いの後、80
歳を迎えられた走出政視さんの乾杯で開宴。皆さ
んお元気で、久しぶりの再会にお酒を酌み交わし
ながら終始和やかな会となりました。
今年80歳の3名、75歳の10名、初参加の2名から

近況報告や病気克服の経緯や振り込め詐欺のお話
をいただくなど大いに盛りあがりました。
是非一言のご希望に宴は30分延長となりました。
最後、本会最年長の岡本彦次郎さんに宴を締め

ていただきました。（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

2019年松愛会栃木支部新春懇親会を下記要領で開催いたします。お忙しい中とは存じますが、是非
ご出席いただき会員相互の交流を深められますようご案内申し上げます。

1月20日(日) 新春懇親会のご案内1月20日(日) 新春懇親会のご案内

足尾の植樹、大谷の清掃、友愛懇親会、社会見学会と行事が一段落、皆様お疲れ様でし
た。来年は新しい年号に代わります。1月20日には平成最後の新春懇親会が開催されます。
これまで参加が遠のいていた方も早めに「参加」をカレンダーに書き込んでください。

◆ 実 施 日 ：
◆ 場 所 ：

◆ 参 加 費 ：
◆申込締切：

◆プログラム：

◆参加申込：

◆ 連 絡 先 :

健康づくりの支部行事として、第5回健康ボウリング大会を企画しました。

ついつい運動不足になりがちな厳寒の時期、健康増進と親睦を兼ねてお気楽に参加してください。そし
てピンを倒した爽快感を楽しみましょう。

2月17日(日) ボウリング大会のご案内2月17日(日) ボウリング大会のご案内

◆ 実 施 日 ：
◆ 場 所 ：
◆ 集 合 ：
◆ 参 加 費 ：
◆ 服 装 ：
◆募集人員：
◆申込締切：

◆ｽｹｼｰﾙ：
◆参加申込：

2019年2月17日（日） 9時～12時
宇都宮ゴールドレーン （宇都宮市築瀬町175 ☎028－637-1517）
午前9時00分 （現地）
2,000円 （プレー費，貸靴費，軽食パーティ費含む）
プレーをし易い服装。 ＊プレー中の飲み物（水）は事務局で準備します。
先着40名 （定員になり次第締め切りとさせていただきます。）
1月31日（木） ＊定員に達した時点で締め切ります。
9：00 ゴールドレーンに集合 ～ 12：00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：加藤 文雄 （支部役員 健康づくり担当）
住所： 〒321-0981 宇都宮市上野町6099－16
電話： 028－661-9278 携帯電話：090-1897－0004
E-mail : spfg4ad9@voice.ocn.ne.jp

・ご連絡内容 ①行事名 ②参加者 ③電話番号

2019年1月20日(日)     10：00～14：00 受付 9：30～10：00
青年会館コンセーレ 宇都宮市駒生1丁目1-6 ☎ 028-624-1417

※送迎バス利用の方はJR西口チサンホテル前9：00 ・東武西口9：15に乗車下さい。
※バス利用の方は、支部役員に連絡又は振り込み用紙に記入下さい。

男性 5,000円 女性 4,000円 介添え同行者 2,500円
1月10日（木）

※参加申し込みは郵便局への振り込みとなります。
第一部 活動報告 第二部 とちおとめコンサート 第三部 懇親・大抽選会

※大抽選会は参加者全員にもれなく当たりますので乞うご期待。

○中折り込みの『払込取扱票』に住所・氏名・電話番号および送迎バスの必要な場合は
通信欄に記入 して、郵便局から5,000円を振り込んで下さい。

○女性会員の方は、当日1,000円を当日返金いたします。
※介添えの方は、当日2,500円をお支払い願います。

○会員入金後の取り消し変更は、1月15日(火)まだに支部役員までご連絡願います。
それ以降の返金はできませんのでご了承下さい。

○記入・払い込み詳細については、同封の『2019年新春懇親会の申し込み案内』を
ご覧下さい。お問合せは下記行事担当者または支部役員までご連絡願います。
橋本 和幸 ☎ 028-677-4585 メール hashimoto9818@gmail.com


