
年度 （西暦） 主 な 活動実績・記事
１、会員状況（2019年3月31日現在）

  会員総数527名　平均年齢68.6歳　（全国71.8歳）

　新規入会 19名　転入　3名　ご逝去　4名　転出/退会　3名/1名

２、基幹行事及び定例会等の参加人数（参加率）

　総会　209名（41％）　新春懇談会　178名（34％）　定例会・役員会　 856名　清掃・植樹　299名

　新会員懇談　18名　女性懇談会　9名（福島）　65歳節目懇談会　仙台7名・福島11名　健康づくり　320名

３、友愛活動　（会員動向が見える活動を実施）

　①75歳以上の会員に訪問面談、カレンダーを贈呈（対象者：89名）＜自宅訪問45名＞

　②長寿お祝い　　卒寿1名　　喜寿10名

　③金婚お祝い　 　　12名

　④入院お見舞い 　16名

４、親　睦　（各分会毎に特徴ある活動を実施、分会の域を超えた支部全体行事も実施）

　①支部全他の同好会開催状況　開催回数：170回　参加人数合計：1,762人

　②3分会（仙台、福島、郡山）交流ゴルフ大会開催　12名参加

　③東北健康ボウリング大会　6会場57名参加

　④プロ野球「東北楽天」応援観戦　8試合　86名　

５、貢　献 （ボランティア活動、ファミリー会活動）

　①仙台分会　　・・・・　津波被災地の植樹、育樹　　地域清掃　　震災追悼Vo　他

　②福島分会　　・・・・　地域清掃活動（5回）緑化協力募金の継続

　③郡山分会　　・・・・　猪苗代湖湖岸清掃　ワンコイン募金の継続

　④山形分会　　・・・・　地域清掃活動、花いっぱい活動（7回）　

　⑤他支部への支援　・・　プルタブ、ベルマーク、使用済み切手収集支援

　⑥女子駅団応援　　・・　パナソニックファミリー会と一体となり応援（60名参加）

６、広 報 、セミナー、社会見学

　①35周年記念ミニアルバムを発行、支部全会員に配布。

　②支部及び各分会共にタイムリーな情報発信と新Wordpressの先行試験導入が出来た。

　③個人認証登録の呼びかけ・推進（東北支部登録者：291名　55.1％　全国9,532名　32.6％）

　④セミナー開催　仙台分会「笑いは心の万能薬」「認知機能検査・危険予知」

　　　　　　　　郡山分会「消費者相談最前線」「インターネットトラブル」

　⑤社会見学会　仙台：NHK仙台放送局（28名参加）福島：古関裕而記念館（7名参加）

　　　　　　　　山形：オリエンタルカーペット（12名参加）

・会員数５１３名（女性２７名）　　２０１８年３月３１日現在

　　平均年齢　：　６８歳　（全国：７１．２％）

　◎全国トップクラスの各種活動、定例会への参加率

　　　・総会　　５分会　２３２名　参加率４５％、

　　　・新春懇親会　　５分会　１８２名　参加率３５％    ・新会員懇談会　２回　６名

　　　・６５歳節目懇談会（初開催）　仙台１１名　福島１２名

　　　・女性会員懇談会（初開催）　 福島１２名           ・定例会及び役員会　延べ８４８名

　◎友愛活動　「会員動向がみえる活動」の実施　総会や各種行事への参加呼びかけ、近況確認

　◎同好会活動、健康づくり

　　・支部全体の同好会開催状況　開催回数合計　１５６回、参加人数合計　１５７０名

　　・３分会交流ゴルフ大会　　春季、秋季の２回開催　２４名参加

　　・東北支部全分会参加健康ボーリング大会　５会場　５７名参加　＜健康づくり推進＞

　　・「東北楽天」試合観戦　無料招待日を中心に多くの会員とご家族が参加　１４４名

　◎貢献　各分会それぞれに地域に密着した活動を展開　「千年希望の丘植樹」など

　　・仙台分会　　津波被災地の植樹、育成　　地域清掃　　ベビーカー贈呈　他

　　・福島分会　　地域清掃活動（５回）　緑化協力募金活動の継続

　　・郡山分会　　ワンコイン募金の継続

　　・山形分会　　地域清掃活動　花いっぱい活動（７回）

　　・他支部への支援　　プルタブ、ベルマーク、使用済切手収集支援

　◎セミナー開催、社会見学会、広報活動など

　　・ライフセミナー隔月開催

　　　 　「健康セミナー」「セカンドライフセミナー」　他

　　・各分会共にホームページの充実、タイムリーな情報発信などレベルアップが図れた

　　　　セキュリティ強化　個人認証登録の推進

　　　　　　　東北支部　５５．２％,　２８３名　　全国　２９．１％,　８４４８名

　　・社会見学会　　仙台　：　三居沢電気百年館（参加者１０名）

　　　　　　　　　　　　福島　：　信夫山ガイドセンター（参加者９名）

　　　　　　　　　　　　山形　：　天童木工（参加者１４名）

平成３０年 2018

平成２９年 2017

東　北　支　部　の　歴　史



年度 （西暦） 主 な 活動実績・記事
 ・会員数５０８名

　　平均年齢：６７．２歳（全国：７０．６％）　加入率：７６％（全国：７７％）

　　６４歳以下加入率　６３％　 　　２０１７年３月３１日現在

　◎全国トップクラスの各種活動、定例会への参加率　総会４８％、新春懇親会３６％

　◎友愛活動　「親しみのある活動」の実施　総会や各種行事への参加呼びかけ、近況確認

　◎同好会活動、健康づくり

　　・支部全体の同好会開催状況　開催回数合計　１４８回、参加人数合計　１，７８５名

　　・３分会交流ゴルフ大会　　春季、秋季の２回開催　２４名参加

　　・東北支部全分会参加健康ボーリング大会　５会場　６１名参加　＜健康づくり推進＞

　　　仙台分会に新たに「ボウリング部会」「グラウンドゴルフ部会」が発足

　◎貢献　各分会それぞれに地域に密着した活動を展開　「千年希望の丘植樹」など

　◎セミナー開催、社会見学会、広報活動など

　　・ライフセミナー隔月開催

　　　 　「終活セミナー」「健康セミナー」「仙台昔話」「介護予防と介護への備え」他

　　・ホームページの充実、タイムリーな情報発信

　　　新たに山形分会がＨＰを」立ち上げ

　　　セキュリティ強化　個人認証登録

　　　　　　　　　　　　　　東北支部　５３％,２６８名　　全国　２４％,７，００７名

　・会員数５０２名（全国会員数名２８，７８９名　構成比　１．７４％）

　　２０１６年３月３１日現在

　◎全国トップクラスの各種活動、定例会への参加率　総会４５％、新春懇親会３９％

　◎友愛活動　「温かみのある活動」の実施　総会や各種行事への参加呼びかけ、近況確認

　◎同好会活動、健康づくり

　　・支部全体の同好会開催状況　開催回数合計　２７２回、参加人数合計　４，３３６人

　　・３分会交流ゴルフ大会　　春季、秋季の２回開催　２４名参加

　　・東北支部全分会参加健康ボーリング大会　５会場　５８名参加

　◎貢献　各分会それぞれに地域に密着した活動を展開　「千年希望の丘植樹」など

　◎セミナー開催、社会見学会、広報活動など

　　・ライフセミナー隔月開催

　　　　　　　　　　 　「生きがいづくり」「健康セミナー」「マイナンバー制度説明」他

　　・ホームページの充実、タイムリーな情報発信

　　　セキュリティ強化　個人認証登録

　　　　　　　　　　　　　　東北支部　４８％,２４３名　　全国　１９．７％,５，６６８名

　・会員数４５０名（全国会員数名２８,４０２名　構成比　１．５８％）

　◎支部３０周年記念誌発行

　◎支部長寿祝い規定を廃止し本部規定一本化、積立金を返金

　◎山形分会発足

　◎社会貢献活動：エコリレージャパンに登録「森の防潮堤づくり」の植樹活動開始

　・会員数４２１名（全国会員数２８，００９名　構成比　１．５０％）

　◎ガンバスタジアム建設募金協賛

　◎支部総会会場を県民会館に変更して開催

　◎支部３０周年記念行事プロジェクト発足（１月）     

　・会員数３９９名（全国会員数２７,６５３名　構成比１.４６％）

　◎まるごと爽健活動スタート　健康マイチャレンジ取り組み

　◎支部総会にて村井嘉浩宮城県知事が記念講演

　・【社会貢献】 福島：特養施設「はなしのぶ」へエコライフ植樹

　　　　　　　　　　仙台：総合教育施設「まなウエル」へエコライフ植樹

　　　　　　　　　　仙台：東日本大震災による被災の海岸清掃と写真洗浄ボランティア

　・【同好会】 福島・郡山：分会合同歩こう会

　・【トピックス】 山形地区会員懇談会をスタート

　・会員数３６４名（全国会員数２６,３３９名　構成比１.３８％） 

　◎東日本大震災対応

　　　　　○本部にて義援金募集、支部の被災者への見舞金支給

　　　　　○山下会長が現地視察、宮城県・福島県に義援金の贈呈

　◎会員急増 ２０１２年１月　月間入会者５１名

　・【社会貢献】 仙台：震災復興祈念イベントにボランティア参加（仙台）

　　　　　　　　　　仙台：県立こども病院へのベビーカー贈呈（５台目）

　・【同好会】　  郡山：一泊旅行レク（那須）

　　　　　　　　　　仙台：同好会合同一泊レク（蔵王）

　・【トピックス】 仙台：パナソニックエンジェルス応援（全日本実業団女子駅伝準優勝）

平成２８年 2016

平成２７年 2015

平成２６年   ２０１４

平成２５年 2013

 平成２４年 2012

平成２３年 2011



年度 （西暦） 主 な 活動実績・記事
　・会員数２９９名　（全国構成比　１.２％）   　・友愛活動37会員にパナカレンダー贈呈 

　・東日本大震災発生　（３月１１日　午後２時４６分） 

　・月度定例会累計23回658名の参加（前年比105.6%）

　・同好会活動累計実施回数215回1665名、（回数前年比86%、参加者前年比95%）

　・行事参加者実態調査継続実施（行事参加者／支部総会員数）6割近い方が参加している。       

　　　　　　（2006年61.8%・2007年67.1%・2008年65.9%・2009年59.8%）

　・地球温暖化防止活動の取組み（エコライフ決算書）参加者128名（参加率45％、第3位）

　　　　　　（在籍提出者率で昨年に引き続き、優秀賞植樹券20万円受賞決定）

　・県立こども病院に地球温暖化防止の植樹“ドイツトウヒ”を贈呈

　・社会貢献活動

　　　　　　１） 仙台まち美化サポート・・・・

　　　　　　２） ワンコイン・・・・（ベビーカー４台目）

　　　　　　３） 福島分会、エコカンパ継続実施、福島民報社に2回目の緑化募金贈呈

　　　　　　４） 北東北分会、発明クラブ・親子工作教室の指導員活動実施

                                   （20回延べ37名の指導員派遣） 

　・会員数２８６名

　・同好会活動累計実施回数　２５１回

　　　　　　　　　　　（実施回数前年比　１００％　参加者数前年比　１１３％）

　・地球温暖化防止関連活動の取組み（エコライフ決算書）

　　　　　　　　　　　　…取組み参加　９４名（会員比３４％）

　・社会貢献活動の継続実施

　　　　（１）仙台まち美化サポート活動への参加・定例化（定禅寺通りの清掃）

　　　　（２）ワンコイン募金活動の実施による県立こども病院へベビーカーの寄贈（３台目）

　　　　（３）福島分会のエコ支援カンパを福島民報社へ寄贈

　　　　（４）北東北分会の「発明クラブ・親子工作教室」への指導員派遣定例化 

　・会員数２６８名 

　・パナソニック松愛会に名称変更（１０月）

　・各行事参加延べ実績

　　　　　　　　　実施回数　２９４回　参加者数　２３７３名　（参加者率　６７.１％）

　・支部結成２５周年記念誌編集

　・地球温暖化防止関連活動の継続取組み（エコライフ決算書）

　・社会貢献活動

　　　　（１）仙台まち美化サポート活動への参加・定例化（定禅寺通りの清掃）

　　　　（２）県立こども病院へベビーカーの寄贈

　・会員数２４８名

　・地球温暖化防止関連活動の取組み（エコライフ決算書）

　・会員数２25名

　・郡山分会の発足（会員数　２３名）

　・社会貢献活動（県立こども病院へ車椅子の寄贈）

　・会員数２１４名

　・社会貢献活動（善意物収集、地域クリーン活動）の実施

　・会員数１９６名

　・友愛訪問活動の実施　（会員数　２１名）

　・社会施設見学会の実施

　・美食倶楽部の発足

　・会員数１８０名

　・北東北分会の発足（会員数　２１名）

　・支部結成２０周年記念誌編集

  ・東北支部ホームページ開設

　・会員数１７４名

　・福島分会の発足（会員数　５１名）

　・松愛会発足３０周年記念行事として「健康フェスティバル」を開催

　・会員数１３０名

　・宮城国体開催　大会活動ボランティアへの参加

平成１２年 2000 　・会員数９３名（９名増、２名ご逝去）

　・会員数８６名（２名増、１名転出）

　・松下電器仙台拠点開設５０周年

　・男の料理部会休部

平成１０年 1998 　・会員数８５名（１８名増）

　・会員６７名（１０名増、１名ご逝去）

　・福島分会１０名で活動開始

　・絵画部作品展開催（定例化）、男の料理部会発足

平成２２年 2010

平成２１年 ２００９ 

平成２０年 2008

平成１９年 2007

平成１８年 2006

1999

平成１７年 2005

平成１６年 2004

平成１５年 2003

平成９年 1997

平成１４年 2002

平成１３年 2001

平成１１年
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　・会員数５８名（９名増、１名転出、２名ご逝去）

　・絵画部発足

　・会員数４２名（８名増、２名転出）

　・釣り部会、カラオケ部会発足

　・会員数３６名（３名増、１名ご逝去）。

　・支部創設１０周年記念誌発行、レクリエーション発足。

　・会員数３４名（８名増）

　・部会再編（ゴルフ部会、ゲートボール部会、リポーターの任命、歩こう部会

　・会員数２２名（３名増）

　・松愛会旗授与、歩こう会発足

　・会員１９名（２名増、１名ご逝去）

　・長寿会「三寿の会（古希、喜寿、傘寿）」発足

　・会員数１８名（１名増）。

　・川柳、テニス、ゲートボール部会発足

　・会員数１７名（１名増、１名ご逝去）

　・松愛会スローガン制定、月例会事に唱和        　・ゴルフ部会発足

昭和５９年 1984 　・会員数１２名（２名増）で月例会スタート

昭和５８年 1983 　・会員数１０名で松愛会東北地区が発足（１１月）

昭和６２年 1987

平成５年 1993

平成４年 1992

平成２年 1990

平成元年 1989

昭和６３年 1988

平成８年 1996

平成６年 1994


