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支部長 内田秀雄 

高槻支部の歴史と歩み（概要４） 
 

12．2008年度（平成 20年度） 

 
08.04.08 ・支部広報委員会を開催。 

・高槻支部ＨＰの「輝く人々」のコーナーに馬場美代子氏、藤原昌平氏を掲載

することに決定。 

     ・松愛会機関紙「松愛」の「社会貢献北から南から」のコーナーに浜井信行氏

を掲載することに決定。 

     ・同好会のHP担当者の勉強会を引き続き進める。 

08.04.17 ・地区委員会を開催。 

・地区委員の引継ぎをするために新任予定地区委員も出席する。 

08.04.19 『第 37回全国総会』 

     ・地球環境問題が大きなテーマとなり、今年度から全国の各支部で環境家計簿 

ボランティア活動に積極的に取り組むことが決定した。 

更に、リーマンショックに端を発した世界的な不況からパナソニック社も 

経営が厳しい環境になり、松愛会として「バイパナソニック運動」に取り 

組むことが決定した。 

・支部長交代 

 ・中山征治より内田秀雄への交代が承認される。 

・代議員として宮川勝彦、佐古年夫の両地区委員が出席する。 

08.04.27 ・第 1回新会員懇談会を高槻市総合交流センターで開催する 

     ・2007/11～2008/3までの新会員 20名の内、14名が参加（参加率 70％） 

08.05.22 ・5月の地区委員会は、新旧地区委員が出席し引継ぎを行った。 

新同好会として「卓球クラブ」「松愛剣道稽古会」の発足が報告され、 

了承を得る。 計 12クラブとなる。 

08.05.24 『2008年度支部総会』開催。 

・会場には、書道クラブの会員の作品を展示する。 

・下田委員の総合司会により、新宅副支部長を議長に選任して開催。全議案が 

異議なく承認される。 参加人数 115名 

 ・来賓ご挨拶  松愛会本部 山下美明副会長、久保隆高槻市議会議員 

・議事   ・2007年度の経過報告を中山前支部長、2008年度の活動計画 

        を内田新支部長、会計報告を下田新会計担当から報告。 

   ・退任地区委員：中山支部長 

：南出副支部長（後任の片岡憲泰氏が 9月に 

着任するまでの間、地区委員を継続） 

：見城HP担当・地区委員 

：大都女性担当・地区委員 

   ・新任地区委員：前場克彦（中央西地区担当） 

：北出 武（南東地区担当） 

：野中美佐子（女性担当） 

   ・新役員：支部長  内田秀雄 

副支部長 新宅直幸、宮川勝彦 

会計担当 下田紘一 

     ・同好会活動報告として信開委員より、グラウンドゴルフ、歩こう会、 

新北摂会（ゴルフ）、社会見学、文芸の各クラブを行う。 

     ・記念講演：「癌も認知も恐くない」鹿児島大学 矢野原良民 客員教授 

     ・懇親会：藤原昌平氏の乾杯の後、楽しく懇親が進行する。 

08.06.10 ・広報委員会を開催。 

・HP担当を見城前委員から佐古委員に引き継ぐことに決定。同好会の HPに 

ついては、勉強会がほぼ完了し順次アップの実務に移行する。 



     ・本部の会報レポーター及び「支部だより」担当は、内田支部長より宮川副支

部長に変更する。 

08.06.19 ・「第 6回学ぼう会」を開催。 

     ・北摂の歴史散歩Ⅱ―高槻の古墳― 講師：森田克行氏（高槻市歴史博物館館

長） 54名参加 

08.07.17 ・7月の地区委員会に本部の山下副会長が参加する。会議後昼食懇親会を実施。 

08.08.24  ・第 2回新会員懇談会を高槻市総合交流センターで開催する。 

     ・2008/4～2008/8までの新会員 25名の内、16名が参加（参加率 64％） 

08.09.11 ・第 1回支部活性化委員会を開催。 

     ・支部会員の増加と会員の意識の多様化に伴い、支部活動への参加が減少傾向

にあり、活動の活性化について元支部役員と現地区委員とで意見交換を実施

した。 

     ・新会員入会式の重要性、同好会活動の PRと活発化、魅力ある新クラブの立ち

上げ、会員の意識調査の実施など様々な提言を頂く。 

08.09.18 ・第 5回同好会懇談会を開催。 

     ・茨木摂津支部と合同で、各同好会の代表の方（12同好会 14名参加）が集まり、

各同好会から現況報告、課題報告を受け意見交換を実施。 

08.09.18 ・地区委員会開催。 

・南出前委員の後任として片岡委員が就任し、両氏の挨拶があった。 

     ・松下電器の社名変更により松愛会の正式名称も「パナソニック松愛会」に変

更することが決定する。 

      会旗、弔旗、小旗などを新規に製作する。会員証も作り直し、10 月に配布さ

れる。会員の襟章（バッジ）は廃止となった。 

08.10.14  ・広報委員会を開催。 

 ・松愛会機関紙「友愛」の「夢中人」には田中晃氏（カメラ）、「社会貢献」に

は良永信男氏（むずむず足症候群友の会代表）を掲載することに決定。 

     ・支部だより 2008年秋冬号を新春懇親会の案内配布の時期に合わせ発行する。 

08.10.16 ・「第 7回学ぼう会」を開催。 

     ・高槻市の都市戦略―国・府との連携と課題― 講師：久保隆氏（高槻市議 

会議員）58名参加。 

08.11.16 ・第 3回新会員懇談会を高槻市総合交流センターで開催する。 

     ・2008/9～2008/11までの新会員 14名の内 8名、4月と 7月に未実施の会員 

2名、計 10名が参加（参加率 57％） 

08.12.09 ・広報委員会を開催。 

・高槻支部ＨＰの社会貢献活動のページについては、会員からの投稿がほとん

ど無い状況であり、今年度末で見直しを実施する。 

・広報委員会の委員を辞退される方が増え、更に委員は地区委員が兼務して 

いる委員こともあり、来年度から広報委員会を発展的に解消し、地区委員会

の中で推進することに決定する。 

08.12.18   ・12月の地区委員会は、忘年会を兼ねて、パナソニックリゾート大阪で開催。 

・新春懇親会の催し物が決定する。尚、支部会員から日本舞踊の出演要望が 

あり、特別出演を許可することに決定。 

     ・参加者増を狙い、カラー印刷で案内用チラシを作成、更に案内状もカラー 

で印刷し、同好会を通じて PRを実施した。 

   ・11月より友愛訪問を実施する。今年度から、会員の高齢化の進行により対 

象者が増え、地区委員の負担が大きくなってきたので、対象会員の年齢を 

70歳から 75歳に変更する。 

訪問人数が減少したので、一人ひとりの会員と中身の濃い会話が出来、概ね

好評であった。対象会員数 133名の内、121名を訪問する。  

09.01.15 ・地区委員会を開催。 

     ・会員へのアンケートを実施、3月配布、3月末締め切りとすることに決定。 

09.01.24 『2009年新春懇親会』を開催。 

     ・たかつき京都ホテルで 238名の参加で開催する。 

     ・カラー印刷のチラシの作成と全会員宅への訪問配布により、参加会員が前年 



より 25名増加する。一定の効果があった。 

・会場には、写真クラブの協力による作品を展示。 

     ・催し物 

      「大阪府立芥川高校和太鼓部男女 26名による和太鼓の演奏」 

      「コーラスグループ NEW KINGS ３名によるコーラス」 

      「支部会員他 3名による日本舞踊」 

   ・ビンゴゲームによる抽選会 

09.02.17 ・広報委員会を開催。 

     ・同好会の HP へのアップは、同好会毎に習熟度に差が発生し、自力でアップ

が出来ない（出来そうもない）クラブが出てきており、今後の検討課題。 

     ・次年度のHP担当委員として、河出修氏が推薦される。ご本人と面談して 

      から最終決定する。 

     ・高槻支部ＨＰの「輝く人々」として原春二氏を検討していたが、体調の問題

で断念し、替わりに、大原敏道氏（絵画）にする。 

     ・広報委員会は、今回をもって発展的に解消する。広報関係の実務は今後地区 

委員会の中で推進する。 

09.02.19 ・地区委員会を開催。 

     ・2009 年度の新地区委員（吉田一雄、徳永政男、服部方司）特別支部地区委員

としてHP専任担当として河出修が決定。 

09.02.24  ・茨木摂津支部との役員懇親会を実施。 

09.03.19 ・地区委員会を開催。 

     ・地区委員の交替により 2009年度の役割担当の変更を行う。 

      会計担当：下田→前場、社会貢献：浜井→片岡、環境家計簿：下田→徳永、

新会員懇談会：中村→信開 他に同好会担当も一部変更する。 

09.03.19  ・「第 8回学ぼう会」を開催。 

      仏教よもやま話 講師：本多弘願師 63名参加。 

09.03.29 ・社会貢献活動として「芥川クリーンアップ大作戦」として、芥川大橋付近の 

      大掃除を実施する。 参加者 48名。 

 

13．2009年度（平成 21年度） 

 
09.04.16 ・2009 年度新地区委員（徳永政男、吉田一雄、服部方司、河出修）も参加して

合同で地区委員会を開催する。 

     ・新地区委員の役割分担を決定する。 

      環境家計簿→徳永政男、文芸／魚釣り→吉田一雄、剣道／社会見学→服部方

司、HP担当→河出修 

     ・今年度の日程を確認。 

     ・「支部だより」の発行を今年度から年 1回とし、年次支部総会に合わせて発行

する。 

     ・会員アンケートは、422通の回答があった。結果については、支部総会で概要

を報告する。 

09.04.26 ・第 1回新会員入会式（旧新会員懇談会）を開催 

     ・2008/11～2009/3までの入会者 17名の内参加 10名（参加率 59%）   

09.05.16  『2009年度支部総会』開催 

・会場内には、書道クラブ会員の作品を展示する。 

・前場委員の総合司会により、宮川副支部長を議長に選任して開催。 

全議案が異議なく承認される。 参加人数 92名 

  ・来賓ご挨拶  久保隆高槻市議会議員 

  ・議事 

   ・2009年度全国総会の報告を井上地区委員から報告 

   ・2008年度経過報告、2009年度の活動計画を内田支部長、会計報告 

を前場会計担当から報告。 

         ・支部を東西南北 4 つの地域に分割し、夫々地域リーダを設け、地区

委員 3名で地域の運営とする。 



           東地域：新宅、西地域：井上、南地域：北出、北地域：片岡 

・退任地区委員：中村昌義、下田紘一、浜井信行 

・新任地区委員：徳永政男（北東地区担当、環境家計簿担当） 

：吉田一雄（北中Ⅱ地区担当） 

：服部方司（南西地区担当） 

                               ：河出修（HP担当） 

・新役員：会計担当 前場克彦 

       ・同好会活動報告として信開委員より、魚釣り、卓球、写真、パソコン、 

剣道、囲碁、書道の各クラブを行う。 

       ・記念講演：「高齢社会とユニバーサルデザイン」京都工芸繊維大学大学院

工芸科学研究科 久保雅義教授 

       ・懇親会：下田紘一氏の乾杯の後、楽しく懇親が進行する。 

09.05.21 ・地区委員会を開催。 

・新型インフレンザーの発生により本部主催の会議の日程が大幅に延期変更さ

れる。 

     ・2009年度の年間計画とスケジュールを決定する。 

09.06.18 ・地区委員会を開催。 

     ・2010年度は地区委員の交替が 6名となる予定であり、新地区委員候補者の 

情報を広く集めるのと、併せて新役員を決めるため、地区委員選定委員会を 

立ち上げることを決定。作業を開始する。 

・高槻支部ＨＰの「輝く人々」として、松尾昇氏（蛍を守る会代表）を掲載す

ることに決定。 

09.07.16 ・地区委員会を開催。 

・ライティング社からの経費削減要望を受け、地区委員会の開始時間を 10時 

からに変更。更に LLCC武徳殿の照明、ガスの使用が禁止された為、卓球 

クラブは使用時間の変更、剣道クラブは一時活動中断となる。（08.06 より高

槻市立第四中学校の剣道場で再開。） 

09.07.16 ・「第 9回学ぼう会」を開催。 

      北摂の歴史探索①―古代～高槻展望“三島県主とその時代”― 

講師：古藤幸雄氏 64名参加。 

09.08.20 ・地区委員会を開催。 

     ・高槻支部・地区委員／役員選定内規案を作成、体制づくりを開始する。 

09.08.30  ・第 2回新会員入会式を高槻市総合交流センターで開催する。 

     ・2009/4～2009/7までの新会員 22名の内、14名が参加（参加率 64％） 

09.09.10 ・第 2回支部活性化委員会を開催。 

     ・元支部役員・地区委員の方々に集まって頂き、松愛会の活動を活性化するた

めの意見交換会を実施する。 

     ・3月に実施した会員アンケートの集計結果を報告。 

     ・支部基幹行事（年次支部総会、新春懇親会、新会員入会式）の運営方法や 

同好会について意見を交換する。 

09.09.17  ・第 6回同好会懇談会を開催。 

     ・茨木摂津支部と合同で、各同好会の代表の方（12同好会 16名参加）に集まっ

て頂き、各同好会から現況報告、課題報告を受け、意見交換を実施した。 

          ・3月に実施した高槻支部の会員アンケートの内、同好会関係について実態報告 

      を行った。 

09.09.17  ・地区委員会を開催。 

     ・活性化委員会及び同好会懇談会のフォロー 

     ・高槻支部運用基準（案）を作成。文章を更に精査する。 

     ・新地区委員の人選について情報交換。 

09.09.19  ・臨時HP委員会開催。 

     ・一部リニューアルと改善内容の確認。 

     ・標準化、ルール化、記事原稿作成とアップ作業の役割分担などを再検討する。 

09.10.22 ・地区委員会を開催。 

     ・新春懇親会の内容を決定する。 



     ・友愛訪問の実施要領について協議。今年度は対象者 75歳以上 164名 

     ・高槻支部運用基準を正式に制定。11月より運用する。 

09.11.15  ・第 3回新会員入会式を高槻市総合交流センターで開催する。 

     ・2009/8～2009/11までの新会員 22名の内、16名が参加（参加率 72％） 

09.11.19 ・地区委員会を開催。 

     ・新春懇親会の席順を完全フリー制から東西南北の地域別プラス女性席にする。 

     ・次年度の新地区委員の人選進捗状況報告。6地区中 4地区ほぼ決定。 

09.11.19 ・「第 10回学ぼう会」を開催。 

・デジカメの上手な使い方  写真クラブ 藤原昌平氏、宮田武氏 57名参加 

09.12.17  ・地区委員会を開催。 

     ・忘年会を兼ねてパナソニックリゾート大阪で開催。 

     ・2010年度役員体制を決定する。 

      支部長：北出、副支部長：吉田、片岡、会計：前場（留任） 

     ・新春懇親会の最終確認。 

     ・友愛訪問の結果報告。訪問時のツールについて意見交換。 

     ・2010年度中期計画最終確認。 

     ・松愛機関紙「友愛」については、「夢中人」に大原敏道氏（絵画）、「社会貢献」

に松尾昇氏（蛍を守る会代表）を掲載することに決定。 

10.01.16 ・『2010年新春懇親会』たかつき京都ホテルで開催。220名参加。 

     ・会場には、写真クラブの協力による作品展とパソコンクラブ会員による作品

を開催。 

     ・宮川副支部長の乾杯の音頭で懇親会を開始する 

     ・催し物 

 「二胡アンサンブル シャングリラによる中国楽器演奏と踊り」 

 「たかつきマンドリン倶楽部による演奏」 

・ビンゴゲーム抽選会 

10.01.21  ・地区委員会を開催。 

     ・新春懇親会の反省 座席のブロック制（地域別プラス女性席）については今

後も継続。但し、支部総会はフリーとする。 

     ・環境家計簿 161名参加、98名データ提出。 

10.02.18  ・地区委員会開催。 

     ・新地区委員 6名が決定する。宮川→幸八朗、新宅→幸澤喜博、 

井上→前田正一、信開→西川裕和、佐古→徳本茂 （北出）→栗山清 

合わせて、HP担当は徳本、会報レポーターは吉田に決定する。 

     ・支部総会に向けて、案内状、議案書、支部だよりなどの準備を開始する。 

10.02.25  ・茨木摂津支部との役員懇親会を実施。 

10.03.18 ・地区委員会を開催。 

     ・5.15の年次支部総会の式次第と役割分担を決定。 

     ・記念講演は、「風呂敷と鞄にみる東西文化比較」京都光華女子大学石橋実教授

に決定。 

10.03.18 ・「第 11回学ぼう会」を開催。 

      北摂の歴史探索②―古代～中世の三島地域（前編）“水無瀬庄と山崎駅”― 

講師：古藤幸雄氏 69名参加。 

10.03.27 ・芥川クリーンアップ大作戦を実施 

・芥川大橋下流を担当し清掃活動を行う。37名参加 

10.04.15 ・地区委員会開催。 

・地区委員の引継ぎをするために新任予定地区委員も出席する。 

     ・新地区委員の役割分担を決定する。 

新北摂会（ゴルフ）→幸澤喜博、魚釣り→幸八朗、囲碁→西川裕和、 

グラウンドゴルフ→前田正一、写真／文芸→栗山清、パソコン→徳本茂 

剣道→服部方司、社会見学→徳永政男 

     ・学ぼう会主担当→片岡憲泰、学ぼう会担当→吉田一雄 

10.04.24 『第 39回全国総会』 

・代議員として吉田一雄、野中美佐子の両地区委員が出席する。 



・支部の質問事項として、長期療養者見舞制度の運営改善を提案。 

・支部長交代 

 ・内田秀雄より北出武への交代が承認される。 


