
　

　２０１９年度京都支部総会が５月２０日（月） 　　《第２部　二胡と津軽三味線》
に開催されました。当日は５月としては暑い日で 　引き続き第２部のアトラクションでは、今年は
したが、天候に恵まれて１１７名の会員と来賓３ 尾辻優衣子さんの二胡とitaruさんの津軽三味線が
名の合わせて１２０名が参加されました。 演奏され、圧倒的な迫力でした。
　　《第１部　支部総会》 　　《第３部　昼食懇親会》
　第１部の総会は、まず物故者の方（会員２0名、 　小休憩の後、髙橋支部役員の司会で昼食懇親会
配偶者６名の計２６名）に黙禱を捧げてスタート に移りました。
し、益田支部役員が議長となって議事に入りまし 　長岡京市市会議員の進藤さんのご立礼の後、写
た。まず、永田支部長から支部運営ご支援への感 真同好会・北村会長の乾杯のご発声で宴が始まり
謝と挨拶の後、４月２７日に開催された松愛会全 ました。京都支部には全国で一番多く女性会員が
国大会の内容について報告が行われました。 在籍し、お元気で支部活動・同好会活動等で活躍
　また、社長メッセージに代えて全国総会での津 されています。今回も多数の女性会員にご参加を
賀社長の挨拶を動画でスクリーン上に放映し、社 いただきました。
長のパナソニック１００周年の思いが率直に伝わ 　第３部の懇親会ではいつもながら女性のテーブ
りました。次に、来賓の松愛会本部の遠藤副会長 ルに人が集まってきます。どのテーブルも女性は
からご挨拶をいただきました。その後、永田支部 人気者で大輪の花が咲き誇ります。
長から京都支部２０１８年度の活動報告と２０１ 　歓談のうちに、いつしか予定の時間が迫ってき
９年度の活動方針について説明がありました。 ました。今年は京都・学ぶ会の藤川会長に締めて
　その後、引き続いて細野会計から２０１８年度 いただき、閉会となりました。会員の皆さんはい
の活動費実績と２０１９年度の活動予算案につい つまでも名残惜しそうでしたが、ほろ酔い気分で
ての説明がありました。特に質疑はなく満場一致 心地よく帰路につかれました。
で承認されました。次に、今年も支部活動や同好
会活動でご貢献・ご活躍をいただいている日夏敏
雄さん、山中文男さん、乾淑郎さんの３名の方に
感謝状・表彰状が授与されました。最後に、加藤
支部役員の発声のもとに松愛会スローガンが力強
く唱和され、第１部を終えました。
　今年度も別室で展示会が開催され、会員の作品
が展示されました。休憩時間中はたくさんの皆様
に作品を見ていただきました。
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　今年度の社会見学会を６月２４日（月）に行い、 　昼食はビール工場がある浩養園でバーベキュー
参加者は６９名（男性３６名、女性３３名）でし を楽しみました。海鮮と肉と野菜のバーベキュー
た。定刻どおり８時に京都駅バスターミナルを出 です。乾杯後、みんなバーベキューでおなかが膨
発。途中一部で渋滞しましたが、京都東ＩＣから れたところで、航空ミュージアムへ行きました。
高速道へ入り、一路名古屋城を目指しました。定 航空ミュージアムは退役した実機がそのまま飾ら
刻どおり名古屋城に到着し、ガイドさんの案内で れ、また展望デッキでは風が強い日でしたが、本
お城を見学しました。天気も梅雨空にしては良く、 物の飛行機が絶えず離発着していました。
青空に映えていました。 　帰途は土山ＳＡで休憩してお土産等を買い、定
　名古屋城を背景にして号車ごとに記念撮影後、 刻どおリ明るいうちの１８時３０分に京都に無事
本丸御殿も待ち時間なく見学できました。内部に 着きました。参加された皆様お疲れさまでした。
はさまざまな絵師の絵が展示されており、豹や虎 皆様はきっと満足されたと思われ、バス旅行の疲
などの絵が飾られていました。内部は贅を尽くし れをいやしながら帰宅されました。
たものでした。 　最終的にはスケジュールどおりに進めることが

でき、参加された皆様ありがとうございました。

ヘリコプターが待機 クイズ大会をする山田役員 京都駅に無事着きました

バーベキューを堪能 実機がいっぱい 飛行機が到着 展望デッキにて

YS-１１機全体写真

本丸御殿にて 屏風の虎 本丸御殿の欄間 楽しい昼食

1号車の皆さん 2号車の皆さん

今日は楽しいかな 整列して さあ出発 名古屋城の雄姿

京 都 支 部 だ よ り ２０１９年８月１日（２）

社会見学会 ～名古屋城と航空ミュージアム～



　例年実施しています各同好会の会長さんと支部
運営委員との懇談会を６月１５日（土）に開催し
ました。
　第１部では、支部から同好会に主な支部活動の
実施の報告やお願いしたいことをお伝えし、逆に
同好会からも活動状況や支部にお願いしたいこと
などをお伝えいただきました。
　今回は、支部から①会員現況調査の実施方法の
変更（案）について、②健康づくりの取り組みの
概要説明と協力のお願い、③支部ＨＰ委員からは
Word Pressを活用した新ＨＰの導入についての
説明とお願いをしました。また、同好会からは、
①支部役員と同好会のかかわり方、②表彰制度に
関するご要望、③同好会の課題についてなどのご
意見があり、それぞれの内容について意見交換を
行いました。
　第２部は、阪急西院駅近くの居酒屋「すいしん」
に会場を移して食事懇親会を行いました。グラウ
ンドゴルフ同好会の佐貫新会長の乾杯の音頭で宴
が始まり、しばらくの時間、お酒を酌み交わしな
がらの歓談が続きました。宴もたけなわのころ、
名残を惜しみながら、歩こう会の多湖会長の挨拶で
お開きとしました。

　今年も４月１３日（土）と２０日（土）の２回、
京都支部で竹林保全活動を行っている長岡京市奥
海印寺の鈴谷竹林で筍掘りを実施しました。
　今回の参加者は支部会員とＰＳＣＳ労組やご家
族を含めて１３日は５９人、２０日は４５人と多
くの方の参加がありました。
　１３日は筍がなかなか見つからず、見つかって
も小さいものばかりで残念な結果でしたが、２０
日は１３日とは状況が変わり、たくさんの筍を取
る人が出てきました。中には１ｍ近い筍を取った
人が記念写真に納まっておられました。
　これからも多くの筍を収穫するにはふだんの竹
林整備が大切です。今後も竹林保全活動にもご参
加くださいますよう、よろしくお願いします。

同好会会長の皆さん 支部役員の皆さん

第２部：宴の始まり 佐貫ＧＧ会長のご発声で乾杯

私も頑張っています

宴もたけなわです 多湖歩こう会長 締めの挨拶

孤軍奮闘中 本日の成果です 私たちの成果です 本日１番の大物ゲットです

集合写真

始まる前に古竹の焼却 波多野さんの筍の掘り方指導 まずは準備体操から

京 都 支 部 だ よ り２０１９年８月1日 （３）

京都支部同好会の世話役さんと支部運営委員との懇談会

第５７・５８回長岡京竹林整備ボランティア活動



〔転職支援制度をチャンスと捉えて福知山で開業〕
　２００２年３月は、私の人生にとって大きな転換
期となり、松下電器は創業以来の大幅な赤字決算と
なりました。定年後は起業したいとの願望を持って
いた私は、対策の一つとして提案された転職支援制
度をチャンスと捉え、３カ月の研修期間を経て決意
も新たに早期退職し、４月には縁あって福知山でコ
ンビニを開業しました。あれから１７年、現役中の
多くの思い出に未練を残しながらも、大阪からコン
ビニ事業を通じて培った人間関係と豊かな自然環境
に包まれた福知山に魅せられ定住を決めました。
　小京都と呼ばれる福知山は交通の要所でもあり、
優しい人々とおいしい水と空気に包まれた歴史ある
城下町です。来年の大河ドラマは福知山の城主でも
あり、戦国武将の明智光秀公が主役となる「麒麟が
くる」に決まりました。長年の市民あげての誘致活
動の成果です。既に市内では歓迎イベントで賑わい
を増しています。前回の京都支部の「九州歴史街道
・丸ごと一周」の仮想ウオークで健脚コースを達成
したのも、多少の頑張りと自然環境の後押しがあっ
たからです。その後も健康維持の習慣として、軽い
筋トレと短時間のウオーキングは続けています。
　地道な地域活動も盛んで、福知山市雲原地区には
「北陵うまいもん市」があり、ご婦人方が地元の新
鮮な食材でランチのおもてなしをしています。ご近
所では高校教師だった日高英之さんが、定年後の地
域貢献として自らの特技で体操教室を主催されてい
ます。７人で始まった教室が実施回数は５００回に
迫り、メンバーも５０人超となり大盛況です。
　松下電器で定年を迎え、１０年間をコンビニ事業
に転じリタイアできた７０代の今、我が人生で「最
も穏やかなとき」となっていることを実感していま
す。懐かしいあの頃を思い出しながら、仕事を通じ
てご指導いただいた先輩方と同僚・後輩の皆さんに 【支部異動情報】　　　　（敬称略）

感謝しています。　　　　　投稿：田上敏次さん
<入会>　  湯川博司･塩田和男･

２  野津隆由･吉田典久･正岡律夫･西田政巳

【2019年度支部行事計画】 【同好会活動】<スケジュール> 月 <死亡>　  井上森雄･藤本正之

月 日 曜  京都歩こう会  第４又は第２金曜日 <退会>　  野上美代子

友愛訪問  ゴルフ同好会  第１木曜日 ３ <入会>     鈴木孝之          

9 30 月 秋レクリエーション  麻雀同好会  第２･第４木曜日 月 　<転入>　谷水隆二  <転出＞  鈴木孝之 

10 8 火 ヤング&ミドル･シニア階層別懇談会  ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会  毎週水曜日 <入会>　  植村克美･名村　高･

11 北部会員懇談会  二火会（ﾂｰｶｰの会）  第２火曜日 ４ 　　  　  粟津康弘

12 １４ 土 同好会世話役&支部役員ＯＢ懇談会  京都･学ぶ会  ９/９（月） 月 <死亡>　  鈴木昭夫･宮垣茂樹･

1 13 月 新春懇親会  ボウリング同好会  第３木曜日 細川一男･太田栄三･山口靖彦

3 健康づくりイベント  写真同好会  第２木曜日 <転出>　  奥　久輝

 長岡京竹林整備活動  パソコン同好会  第１金曜日 ５ <入会>　  古閑祝幸･鶴谷慶子

 鴨川を美しくする会 月 <死亡>　  富田　修･他１名

【支部役員担当地区及び連絡先】 ※　京都支部だより編集委員

北区・左京区 益田　芳一※  075-712-8826 向日市・西京区（東） 横山　一夫  075-931-6317

上京区・中京区 西脇　武和  075-801-4626 右京区 加藤　博司  075-724-0912

伏見区（中） 萩原　慶一  075-571-4851 西京区(西)･長岡京市(西) 山田　徳冶  075-953-1359

伏見区（東） 冨上　博美※  090-8166-8061 府下北部(女性会員を含む) 山田　吉澄※  0771-23-9832

下京区･南区 丹羽　　弘※  075-314-2139 伏見区(西) 疋田　利春  075-934-2160

東山区･山科区 細野　　修  090-6964-8531 長岡京市（東）・大山崎 髙橋　睦夫  075-951-2481

山科･南･伏見区（中･東） 今田さち子※  075-592-9370 長岡京市(東･西)･向日市 小南　博子  075-672-0978

中京･右京･西京区(東･西) 森岡　早苗  075-802-1435 伏見区(西)･大山崎町 　　〃 〃

北･左京･上京･下京･東山区 舌　よし江  075-761-0509 ◇女性支部役員は女性を担当
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京 都 支 部 だ よ り ２０１９年８月１日（４）

北部地区会員からのお便り

秋レクリェーション開催のご案内

日時：2019年9月３０日（月）

行先：令和の新元号を祝いお伊勢参り


