
松愛会スローガン 

◇会員相互の親睦と友愛を深め、会のよき伝統を継承し、 

心豊かに暮らせる社会活動に参加しよう 

◇心の若さを保ち、自ら生きがいを求め、 

健やかに意義ある人生を送ろう 

 

○日時：2019 年５月 19 日（日） １０時～１４時 

○会場：生田神社会館 

 

次  第 

 

第一部 年次総会  10：００～1０：５0 
・黙 祷 

・新会員および転入会員紹介 

・支部長挨拶 

・松愛会本部 ご挨拶 （脇濱 潔 副会長） 

・パナソニック(株)社長 メッセージ披露  

・議 事 

① 2018 年度 活動報告 

② 役員改選 

③ 2019 年度 活動方針・計画 

④ 会計報告（2018 年度実績、2019 年度計画） 

⑤ 退任役員挨拶 

・質疑応答 

・松愛会スローガン唱和 

・閉会 

    （ 休憩  ―10分― ） 

第二部 講演：「ロコモティブシンドローム」11：００ ～１2：００ 

講師 くさかクリニック 元橋 智彦 氏 

    （ 休憩  ―10分― ） 

第三部 昼食懇親会 １２：１０～1４：00 

・開宴 

    ・ご挨拶 並びに乾杯 

    ・中締め 

・閉会

パナソニック松愛会兵庫西支部 

2019 年度 支部総会議案書 
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① 2018 年度 活動報告 

1. 年度総括 

会員皆さまのご理解とご協力により 2018年度の諸活動は ほぼ計画通りに推進することができました。 

（１）会員数は年度末には 970名（昨年度より 28名の純増）。 

（２）支部行事の地区別懇親会は 5回 97名参加、65歳までの会員が対象のヤングシニア会員懇親会 

（新/転入会員懇親会・65歳節目会員懇親会を拡大展開）2回 74名参加。 

（３）同好会は、活発に開催され、のべ 126 回 1,615名参加。会員の親睦・交流と健康づくりに大い 

に貢献できました。 

（４）社会貢献活動は、 

① 『プルタブを集めて車椅子を贈る活動』は、累計 10 台目を垂水在宅福祉センター様に寄贈。 

② ユニトピアささやま里山再生活動は、昨年 12月 15日（土）に『阪神・淡路大震災慰霊 竹灯

籠づくり』に 20名が参加。 

③ フォレスター松寿協賛『六甲山森林保全活動』の重点的活動である 3月 2日（土）の 10周年

記念植樹活動には、支部会員 11名他に松寿会（電工ＯＢ会）、団体関係者、一般の方を含め総

勢 37名が参加。（記念植樹 2本、他に 30数本を植樹） 

④ 2018年 8月から実施の アジアなど無電化地域にソーラーランタンを贈る取り組み「みんなで

AKARIアクション」で古本、ディスク募金に多くの当支部会員様にご協力をいただきました。

引き続きのご協力をお願いいたします。 

（５）友愛活動 

①  昨年より対象者基準を 75歳以上とし、過渡期的に 71歳以上の方にご案内。 

② 『友愛懇親会』は 11月 7日（水）に名湯「有馬温泉 兵衛向陽閣」で 30名参加いただき実施。

お互いの健康と交流を楽しみました。 

③ 『健康アンケート』は、友愛会員 413名全員の回答（電話フォロー含む）をいただきました。 

結果は、元気です…64％、通院加療他…36％。 

（６）健康づくり推進 

健康維持活動は、総会や新春懇親会などの各行事で健康体操と支部合唱団 SWINGと一緒に大きな声

で合唱し、健康づくりに取り組みました。また、健康づくりの一環で月 2回の SWING練習にも多く

の会員に参加いただいています。 

（７）情報発信については、『支部便り』を年 3回発行。会員動静・基幹行事・友愛活動・同好会等の案

内や活動内容を写真掲載で提供。また、ホームページは『支部便り』の補完として速報性を生かし

て適時更新を行い、支部活動に関する新鮮な情報提供に努めて参りました。 

（８）特に本年度からメールアドレス保有会員 510名宛（会員比 55％）にメールマガジンを配信し、支部

行事案内、出欠確認など実施して、スピード向上、コスト低減に取り組んでいます。 

 

２．会員構成 

会員動静（人）          会員構成（総数および年齢別構成の推移） 

 

年間増加 28 

内
訳 

入会 41 

転入 9 

転出 5 

退会 4 

ご逝去 13 

長寿 お祝い 37 

金婚 お祝い 18 
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３．支部活動実績 

行事名・活動名 主な内容 実施日 参加人員 

基幹行事 

年次支部総会 
「兵庫西支部 20年の歩み」スライド

の上映 
5月 13日 81名 

新春懇親会 
神戸地区 

「キッズチアユニット・ドリームス

ターズ」によるチアダンス 
1月 20日 120名 

県北地区 和気藹々の懇親とカラオケ 2月  3日 20名 

ヤングシニア 

会員懇親会 

三宮地区 松愛会・兵庫西支部概要説明、支部

活動・同好会の紹介と懇親 

3月  9日 47名 

明石地区 3月 10日 27名 

社会貢献 

プルタブを集めて車椅子 

を贈る活動 

10台目を垂水在宅福祉センター様

に寄贈(11/12) 
通年 全員 

ユニトピアささやま 

里山再生活動 
阪神淡路大震災慰霊竹灯籠づくり 12月 15日 20名 

六甲山森林保全活動 フォレスター松寿協賛で活動 通年 11名 

友愛活動 
友愛アンケート 71歳以上会員の状況把握 9～11月 413名 

友愛懇親会 有馬温泉「兵衛向陽閣」にて 11月 7日 30名 

健康づくり 

まるごと爽健活動 行事毎の健康体操と健康指導 通年 652名 

ＳＷＩＮＧ 

（兵庫西支部合唱団） 

基幹行事・施設訪問に向けて毎月 

2回練習。垂水在宅福祉センター様

にて合唱を披露（11/28） 

通年 472名 

地区別 

懇親会 

芦屋地区懇親会 5回目 24名の参加で盛大に開催 4月  5日 24名 

神戸西部（須磨・垂水） 

地区懇親会 

1回目 94才の方も参加。 

14名の参加で開催 
10月 13日 14名 

西宮東部・西部地区懇親会 4回目 29名の参加で開催 10月 13日 29名 

西宮・神戸北部地区懇親会 1回目 18名の参加で開催 11月 23日 18名 

淡路地区懇親会 3回目 6割の高参加率で開催 11月 25日 12名 

 

４．同好会 

名称 内 容 実施回数 
参加人員

(延) 

兵庫西 ゴルフ同好会 近隣の名門コースで、年５回開催 5 145名 

兵庫西 歩こう会 8月を除く毎月、健脚組は兵庫東と合同 9 258名 

兵庫西 麻雀同好会 ウエルカム三宮で毎月第 2土曜日に開催 12 180名 

兵庫 囲碁同好会 
西宮市立夙川公民館で、 

毎月第 1・3・5水曜開催 
36 534名 

兵庫 カラオケ倶楽部 三宮「いこい」・川西「みき」で毎月開催 12 78名 

兵庫西 食事と談笑の会

「旬楽会」 
季節ごとに開催 旬の味覚を堪能 ⊸ ⊸ 

兵庫 テニス同好会 毎月 4回の定例会と松寿会クラブ交流 52 420名 

以上、2018年度の活動報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

５．2018 年度 会員動静 （敬称 略） 
（2018年 4月 1日～2019年 3月末まで。月度別は兵庫西支部ホームページをご覧ください） 

◇新しく入会されました （41名） 
安倍 秀二  安藤 義行  榎戸 康二  酒田   智  杉原 美穂  人見 和弘  松村 英伸  
古佐小 慎也  稲垣 道世  寺内 正治  窪田 淳一  播磨 洋子  出水   覚  福冨 弘悦  
松村 勝己  村上 哲哉  森   博史  石井   純  籔 ゆき子  阿部 洋一  今井   勝  
大保 勝則  岡本   隆  大川 政男  中田 和宏  米津 育郎  北川 幸平  柳井 正人  
渡邊 哲行  水田 一久  黒川   玲  二田水 慎  三村 秀明  尾崎 雄三  森本 昌和  
中   俊弥  川村   浩  恵崎 政裕  竹迫 義弘  津田 信隆  中嶋 英明 
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◇転入されました （9名） 
松尾   均  江上 嘉隆  佐竹 一郎  市原   勝  鮫島 正憲  山川 伸茂  河岡 榮造 
西田 立志  森   和彦 

◇転出されました （5名） 
久保田 研一 久保   潔  成川 好央  井上 俊二  河岡 榮造 

◇お祝い申し上げます 
【米 寿】 

豊岡 忠男  山田 鐵也  浅野 二朗  宗本 光義  芝本 政次  牧田 睦央  中   浩二 
【喜 寿】 

多田   進  八田 昌信  福永 良一  野中   榮  上野 英昭  玉木 吉郎  清水 和彦 
中谷 義清  石橋 義明  蟇目 吉英  嵐   員章  河合 整一郎 松井 良男  灘   寶一 
平木   旦  植村 士郎  堀川 靖晃  林     宏  上田   勝  井之口 俊子 千木良 稠 
加藤   誠  伊藤 克美  結城 敏弘  池田 武資  中川 信幸  広川 隆司  工藤 慎一郎 
野村 雅之  大西 正一 

【金 婚】 
大林 宏一  小原   康  杉山 元治  滝     滋  團   幸一  野村 雅之  結城 敏弘 
谷口 一雄  木村 政子  重松 豊彦  堀川 靖晃  大藤 輝雄  小林 浩昭  松井 俊彦 
水野 武志  松本 周三  森川   徹  杉山 和利 

◆ご逝去を悼み心よりお悔やみ申し上げます 
駒     明  水渡 和夫  門村 好展  宮腰 泰二  清田 宗弘  山添 敏博  岡屋 歳子 
有田 健一  岡本 博行  諏沢 文孝  中谷 雅文  小川 守正  柴田 忠省 

※誤字、脱字があればお詫び申し上げます 

 

 

➁ 役員改選 2019 年度 支部役員・専門担当選任に関する件 
 

パナソニック松愛会規約第 10条に基づき、支部役員並びに専門担当の選任を下記の通り提案します。 

担当 氏 名（担当） 担当地区（詳細） 

支部長 福田 功 （支部運営全般）      ※全国総会で承認済み 

副支部長 稲垣 晴一 （友愛、社会貢献、名簿管理、HP、レディス会、SWING） 

支部役員 

☆宮林 幹 （スライド） 西宮東部地区（〒663） 

松本 和久 （会報委員） 西宮西部地区（〒662） 

塚本 昇  （スライド） 
西宮・神戸北部地区 （西宮市（〒669、651）、 

神戸市北区（〒651-13□□、651-14□□、651-15□□）） 

☆福和 直人（写真記録） 芦屋地区 

☆氷見 隆 （友愛、 

社会貢献） 
神戸東部地区（東灘区） 

塩飽 誉之 (健康づくり、 

ＳＷＩＮＧ) 

神戸中部地区（灘区・中央区・兵庫区・長田区・ 

北区（〒651-11□□、651-12□□）） 

専野 秀和  （会報委員） 
森田 誠二 （淡路島班） 

神戸西部・淡路地区（須磨区・垂水区および淡路島） 

細川 幸一  （社会貢献） 神戸西区・三木地区（神戸市西区および三木市） 

立花 龍彦  （会報委員） 播磨東部地区（明石市・高砂市・加古川市・小野市・加西市・
加東市・西脇市 および加古郡） 

谷口 誠一  （会報委員） 
播磨西部地区（姫路市・たつの市・相生市・赤穂市・宍粟市 

および太子町・上郡町・市川町・神河町・佐用町・福崎町） 

田村 明正  （会報委員） 県北部地区（朝来市・養父市・豊岡市・新温泉町・香美町） 

会計責任者 ☆野村 由美   （レディス会、友愛、健康づくり） 

ＨＰ責任者 武長 美樹  

☆印は新任者 

○退  任 （支部役員）栗原 清、北岡 英希、野村 由美、(会計責任者)佐々木 隆保 
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③ ２０１９年度 活動方針・計画 

１．基本の考え方 
当支部は、松愛会の基本的な考え方である「支部活動の原点は地域にあり」を踏襲し、支部スローガン

を“爽やかで意義ある人生を”とし、それに相応しい活動を目指してまいります。 

特に、当支部でも高齢化が進んでまいりますが、その変化に柔軟に対応できる支部 OB 会となるよう努

力してまいります。 

２．活動方針と主要な取り組み 

（１）新支部運営体制 
支部役員は３地区で入れ替わりがありますが、16 名体制を維持します。西宮東部地区、芦屋地区、

神戸東部地区は新たな支部役員が就任します。また、会計責任者も新たに就任します。 

（２）支部行事の充実 

①基幹行事（総会）や支部行事（新春懇親会、友愛懇親会など）は一人でも多くの会員にご参加いただ

き、より親しく、楽しく過ごしていただけるイベントを企画します。 

②「地区別懇親会」と「ヤングシニア会員懇親会（65 歳以下 + 新・転入会員）」を積極的に展開して

まいります。ご夫婦参加、働いている方が一人でも多く参加頂けるよう推進します。 

（３）友愛活動の推進 

過渡期運営として、本年 72 歳以上の方（昭和 23 年 3 月末以前生まれ）には引き続きご案内いたし 

ます。 

①友愛懇親会は、会員ご本人またはご夫婦でもご参加いただける楽しい会とします。 

本年は“上方落語の定席「神戸新開地 喜楽館」“での開催を検討しています。 

②友愛健康調査を実施します。友愛アンケート調査を元に、一人暮らし会員様をはじめ緊急連絡先の確

認や、暮らしの近況をお聞きし、きめ細かな対応を推進します。 

（４）健康づくり 
諸行事を通じ、健康体操などにより、会員の爽やかで生きがいのある人生づくりの実現を目指し、推進してま

いります。 

（５）同好会活動の充実 
余暇の充実、健康増進へ皆様の主体的な活動として積極的な参加をお願いします。 

（６）社会貢献活動の推進 
①【プルタブを集めて車椅子を贈る活動】の取り組み 

年１台以上の寄贈を目指し推進中です。行事・同好会活動の際、ご持参いただき、支部役員・同

好会世話役にお預け下さい。 

②ユニトピアささやま【里山再生活動】への参加 

エコリレージャパン・兵庫東支部合同で活動中。2019年も 12月 14日（土）開催予定の『阪神淡

路大震災慰霊 竹灯籠づくり』活動へのご参加をお願いいたします。 

③【六甲山森林保全活動】への参加 

松寿会“フォレスター松寿”との活動を継続しますので皆様のご参加をお願いします。 

④【ちょぼらクラブ】会員の登録を引き続き募集します。 

会員各位がそれぞれの地域で実践されている「社会貢献活動」を「支部便り」や「支部ホーム 

ページ」で紹介します。 

⑤ 途上国 無電化地区にソーラーランタンを贈る活動を推進 

古本・ディスク募金「みんなで”AKARI”アクション」にご協力をお願いします。 

お持ちの古本・ディスクが無電化地区へのソーラーランタンの寄贈に活かされ、安全な出産や子

供の学力向上などへの貢献に繋がります。 

（７）懇親会の充実 

①新春懇親会 ： 引き続きご夫婦での参加、楽しいイベント企画で積極的に進めます。 

②レディス会 ： 女性会員の相互親睦を図ってまいります。 

③地区別懇親会 ： 「近くなら参加できる」「同地区仲間と親睦を図りたい」の声を反映し、今年度も

地域の親睦の輪を広げるべく積極的に展開します。 
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④ヤングシニア会員懇親会 ： 65歳以下・新転入の会員対象に継続実施します。 

＊新入・転入会員の方には、本部より入会連絡があった時点で個別に支部概要説明や同好会案内、 

行事参加推進等をします。 

 

◆お知らせ：松愛会 規約改定について（2019年 4月の全国総会にて） 

（１）長寿祝に関する改定（改定日 2019年 4月 27日から実施） 

●改定の主旨：実施頻度の整合性を図るため、長寿祝を見直す 

・現行  喜寿（77 歳）、米寿（88 歳）、卒寿（90 歳）、白寿（99 歳）を満年齢で迎えられた会員に

お祝品を贈呈 

・改定  喜寿（77歳）、米寿（88歳）、白寿（99歳）を満年齢で迎えられた会員にお祝品を贈呈 

喜寿（77歳）   5,000円相当  （現行通り） 

米寿（88歳）  10,000円相当  （現行より 5,000円増額） 

白寿（99歳）  20,000円相当  （現行より 5,000円増額） 

＊卒寿祝は廃止するが、移行措置として 2年間に限り現行のお祝品を贈呈する 

（２）罹災見舞に関する改定 

●改定の主旨：昨今の自然災害発生の頻度に鑑み、罹災見舞を見直す 

・現行  焼壊程度       焼壊割合        お見舞金額 

全焼・全壊     70％以上        100,000円 

半壊・半焼     20％以上～70％未満    70,000円 

一部損壊・床上浸水  5％以上～20％未満    50,000円 

・改定  罹災見舞を廃止する。 

（３）役員在任年齢に関する改定 

●改定の主旨：役員の高齢化に伴い在任年齢を見直す 

・現行  役員の在任年齢は満 75歳までとする 

・改定  本部、支部役員の在任年齢を満 77歳までとする 

 

３．支部行事予定 （社会貢献活動連絡先等含む） 
 

主な行事 
新春懇親会 

三宮会場【2020年 1月 19日（日）】 

豊岡会場【2020年 2月  2日（日）】 

総   会 （次年度） 【2020年 5月 17日（日）】 

社会貢献活動 

プルタブを集めて車椅子を贈る活動 【通 年】 
 今年度目標：1～2台寄贈を目指し、贈呈先検討中 
 実績   ：累計 10台    

連絡先：佐伯 侃（芦屋市） Tel/Fax  0797-24-1917 

ユニトピアささやま里山再生活動  【2019年 12月 14日（土）予定】 

連絡先：稲垣 晴一（神戸市）Tel 090-5963-3809 

六甲山森林保全活動        【2019年 6月～2020年 3月】 

記念植樹            【2020年 3月 7日（土）予定】 

連絡先：稲垣 晴一（神戸市）Tel 090-5963-3809 

ちょっとぼらんてぃあクラブ（通称 ちょぼらクラブ） 【通 年】 

連絡先：佐伯 侃（芦屋市） Tel/Fax  0797-24-1917 

友愛活動 
友愛懇親会 （神戸新開地 喜楽館） 【2019年 10月 29日（火）】 

友愛アンケート調査・友愛訪問   【2019年 7月～2020年 3月】 

懇親会 

レディス会            【2019年  検討中】 

地区別懇親会（地区毎に設定）   【2019年 6月～2020年 3月】 

ヤングシニア会員懇親会      【三宮会場 2020年 3 月 1日（日）】 

                 【明石会場 2020年 3 月 8日（日）】 

○支部ＨＰ、支部便りで内容をご確認ください 


