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14．2010年度（平成 22 年度） 

 
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。 

     ・支部だよりについて年 2回発行を平成 21年度より年 1回の発行にすることを決定。 

10.04.25 新会員入会式（懇談会） 

     ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第１会議室 

・2009/12/1～2010/3/31までの対象者 8名 参加者 4名 参加率 50％ 

10.05.15 2010年度支部総会（たかつき京都ホテル） 開催 

     ・会場内には、書道クラブ会員の作品を展示する 

     ・徳永委員の総合司会により、橋本委員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 95名 

     ・来賓 松愛会副会長 佐藤 義也様、高槻市議会議員 久保 たかし様 

     ・地区委員体制 

 ・退任地区委員：内田秀夫、新宅直幸、宮川勝彦、井上東洋志、信開正二、 

        佐古年夫、河出 修（ホームページ担当） 

 ・新任地区委員 

前田正一 西地域 北西地区担当（北摂グラウンドゴルフ担当） 

        西川裕和 西地域 西地区担当（北摂魚釣りクラブ担当） 

         幸澤喜博 東地域 中央東地区担当（新北摂会（ゴルフ）担当） 

         徳本 茂 南地域 南中地区担当（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ担当、ﾊﾟｿｺﾝｸﾗﾌﾞ担当） 

栗山 清 南地域 南東地区担当（北摂写真クラブ担当、北摂文芸クラブ担当） 

幸 八朗 東地域 東地区担当（北摂囲碁クラブ担） 

       ・役委員体制 

         支部長：北出 武 副支部長：吉田一雄、片岡憲泰 会計担当：前場克彦 

     ・記念講演：「風呂敷と鞄にみる東西文化比較」京都光華女子大学教授 石橋 実先生 

     ・懇親会：井上東洋志氏の乾杯の後、楽しく懇親が進行する。 

10.05.20 地区委員会開催 

     ・2010年度 年間活動スケジュールの確認。 

     ・支部ＨＰ運営委員会を設置する。 

10.06.17 地区委員会開催 

     ・長期療養者高槻支部上期３名申請。お見舞い金交付決定。 

     ・高槻支部運用基準書の一部改定案作成。 

     ・平成 22年度友愛訪問時に支部名入りタオルを粗品として持参する事を決定 

10.06.17 第 12回「学ぼう会」（高槻市総合市民交流センター） 参加者 49名 

     ・テーマ【北摂の歴史探索（第３回）；古代～中世の三島地域】 

        講師：大阪歴史学会会員・地域史研究家 古藤 幸雄氏 

10.07.15 地区委員会開催 

     ・パナソニック松愛会杉本副会長、高槻支部激励訪問 



     ・新会員入会式８月２９日(日)高槻市立総合市民交流センター3階で実施（担当：服部） 

     ・同好会懇談会９月１６日（木）ライティング社 催要項につい（担当：片岡副支部長） 

     ・学ぼう会１０月２１日(本)実施 宇津木秀甫先生 ここでしか聞けない高槻昔ばなし 

     ・２２年度の友愛訪問 タオル粗品持参検討（担当：橋本） 

     ・地区委員会終了後 杉本副会長を囲んでの昼食懇親会 

10.08.19 地区委員会開催 

     ・H23年度新春懇親会の検討を進める。案内チラシ 11/17までに作成。 

     ・同好会活性化に向け支部基幹行事に同好会紹介ポスター掲示する。 

     ・友愛訪問実施に向け準備（11～１２月） 

     ・長期療養者見舞い給付申請者新規１名 計３名申請する。 

     ・芥川クリーンアップ活動（実行委員会に松愛会として参加）11/27実施。 

     ・パナホームと合同イベント（11/6）検討 

10.08.29 新会員入会式（懇談会） 

     ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第１会議室 

・2010/4/1～2011/7/31までの対象者 20名 参加者 14名 参加率 70％ 

10.09.16 平成 22年度（第 7回）同好会懇談会開催（茨木摂津・高槻支部合同）35名参加 

     ・支部代表挨拶（高槻：北出支部長 茨木摂津：土屋副支部長） 

     ・支部行事・同好会参加率総括説明 

     ・各同好会現状課題及び報告（北摂同好会：７ 高槻同好会：５ 茨木摂津：２） 

10.09.16 地区委員会開催 

     ・友愛訪問活動を 11/1～とした。今年度より訪問時に支部名入りタオルを持参する。 

     ・第 13回学ぼう会テーマ決定『近世・現在の高槻の都市形成史』10/21 14：30～ 

      会費は、都度徴収とし 500円/人、但しご夫婦の場合 500円/２人で決定した。 

10.10.21 地区委員会開催 

     ・新春懇親会開催準備検討を進める 

     ・友愛訪問実施要領について（各種資料配布） 

10.10.21 第 13回学ぼう会 （高槻市総合市民交流センター） 参加者 52名 

     ・テーマ：「近世・現在の高槻の都市形成史」講師：郷土史研究家  宇津木 秀甫氏 

     ・今回は、江戸末期・明治から現在まで、口承知文芸（昔ばなし、民話）を織り交ぜな

がら摂津の変貌と、高槻の都市形成史を学んだ。 

10.11.06 パナホーム㈱との共同企画 

・「アクアライナーと花とミドリのある暮らしを学ぶツアー」 

     ・11/06 11：30～16：00 パナソニックリビングショウルーム 参加者 49名 

     ・省エネへの取組みについて大阪パナソニックリビングショウルームで学ぶ事を目的に

実施。実施にあたりパナホーム大阪支社の協力を頂いた。 

10.11.14 新会員入会式（懇談会） 

     ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第１会議室 

     ・2010/8/1～2010/10/31までの新入会員対象者８名 参加７名 参加率 88％ 

10.11.18 地区委員会開催 

     ・新春懇親会実施要領 ビンゴゲーム賞品代予算 12万円とした。 

     ・友愛訪問担当橋本地区委員より 11月中に終え 12/5までに集計を 

     ・芥川クリ―アップ活動 千人鍋 10名（片岡副支部長 松愛会責任者） 

10.11.27 芥川クリ―ンアップ活動 

     ・芥川大橋下流を担当し清掃活動を行う。53名参加 内 10名千人鍋世話役に 

     ・千人鍋には全会場の清掃活動参加者と関係者の合計７５０名が参加、盛大に行われた。 

10.12.16 地区委員会開催（パナソニックリゾート大阪） 

     ・支部行事の取組について（参加率向上について検討する） 

     ・パナソニックエコリレージャパンの取組について 

     ・会費引き落とし総括（本部連絡）高槻支部 2名。本部事務局より調査依頼後動く。 

11.01.20 地区委員会開催 

     ・新春懇親会 1/22 最終調整 

     ・森林ボランティア―活動 2/26 案内用ポスター確認 

     ・第 14回「学ぼう会」3/17 講師・テーマ検討 

11.01.22 2011年高槻支部新春懇親会 



     ・10：30～14：30 たかつき京都ホテル 参加者 200名（参加率 15％） 

     ・司会：吉田副支部長、懇親会乾杯音頭：片岡副支部長、中締め：前場会計担当 

     ・会場ロビー 各同好会紹介ポスター掲示 

     ・催し：南米アンデス民族音楽演奏、南インド古典舞踊、ビンゴゲーム 

11.02.17 地区委員会開催 

     ・年次支部総会準備検討スタート（5/21） 

     ・支部議案書、支部だより作成日程調整と担当 最終原稿作成 4/15 印刷発注 4/27 

     ・森林ボランティア 2/26最終調整 42名参加予定 

     ・H22年度環境家計簿（1～12月）高槻市環境推進部に提出 

     ・第 14回学ぼう会 3/17最終調整（講師・テーマ） 

     ・H23年度地区委員体制 会員増で 1名増員を検討（本部了解済） 

11.02.26 森林ボランティア―活動 

     ・パナソニックライティングユニオン、松愛会高槻支部合同で実施。参加者 42名 

      （高槻市緑化森林公社、地元住民の協力の基 実施） 

     ・高槻市堅田（中畑地区）を高槻市緑化森林公社及び地元住民の指導の下、植林地の桧

の下枝打ちと雑木の伐採及び下草刈りを行った。 

11.03.17 地区委員会開催 

     ・支部総会実施検討（5/21）記念講演は、行わず 総会＋手作り親睦会を基本とする 

     ・支部総会議案書検討、及び支部だより編集 

     ・H23年度支部体制案検討 地区委員 1名増に伴い担当地区マップの見直し。 

     ・東北大震災義援金の件⇒松愛会独自で行う。内容詳細は 4月の会報に同梱予定 

11.03.17 第 14回学ぼう会  （高槻市総合市民交流センター） 参加者 69名 

     ・テーマ「いきいき 生きる」聞いて笑って元気 100倍 

      講師：早川 一光氏  「わらじ医者よろず診療所」 総合人間研究所所長 

 

15．2011年度（平成 23 年度） 
 

11.04.21 地区委員会開催 

     ・年次支部総会開催要領の確認（カラオケ参加者 個別募集を行う） 

     ・支部議案書・支部だより最終確認 

     ・新会員入会式（4/24）参加者 26名  

     ・環境家計簿 平成 22年度提出者 128名前後となる。 

11.04.24 新会員入会式（懇談会） 

     ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第１会議室 

     ・2010/11/1～2011/3/31までの新入会員対象者 19名 参加 13名 参加率 68％ 

     ・今回難聴者が１人おられ特別に手話通訳者２人を手配 

11.05.07 2011年度 全国総会 

・代議員として片岡 憲泰、徳永 政男の両地区委員が出席する。 

11.05.19 地区委員会開催 

     ・2011年度支部総会最終打合せ 

     ・23年度支部地区委員担当役割確認 

 12地区⇒13地区に変更（地区委員 1４名⇒15名に） 会員増員対策 

        役割担当の確認 

11.05.21 2011年度支部総会（たかつき京都ホテル） 開催 

     ・物故者(東日本大震災でなくなられた方々及び昨年度支部会員１０名 会員配偶者１

名）への黙祷を行った。 

     ・会場内には、書道クラブ会員の作品を展示する 

     ・徳本委員の総合司会により、吉田委員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 106名 

     ・来賓：会社代表ライティング社 三島 GM様、高槻市議会議員 久保たかし様 

     ・地区委員体制 

 ・退任地区委員：橋本 輝夫 

 ・新任地区委員 

中津留秀雄 西地域 北西地区担当（北摂グラウンドゴルフ担当） 



        岸岡美根子 西地域 西地区担当（北摂魚釣りクラブ担当） 

      ・役委員体制 

         支部長：北出 武 副支部長：吉田一雄、片岡憲泰 会計担当：幸澤喜博 

     ・昼食・懇親会：橋本前地区委員による乾杯音頭で 昼食･懇親会がスタート 

     ・催し：下田会員が所属する”イエローバード”１０名の皆さんによるフルート演奏 

         西川委員の司会で「カラオケ大会」、服部委員の進行で「富くじ大会」 

     ・片岡副支部長による一本締めで懇親会を お開きとしました 

11.06.16 地区委員会開催 

     ・東日本大震災「義援金」の取組み状況報告 

     ・第 15回学ぼう会（7/21）最終検討 

     ・芥川倶楽部事務局より松愛会の副代表就任要請（地区委員会で受入決定） 

     ・友愛訪問活動の一環で「シニア懇談会」について検討する。 

11.07.21 地区委員会開催 

     ・支部ホームページ「資料箱」を設置（古い資料を保存） 

     ・8/18同好会懇談会実施検討。現在 37名の参加予定 

     ・8/28新入会員入会式開催実施検討。 

     ・シニア交流会実施検討（支部新企画） 

11.03.17 第 15回学ぼう会  （高槻市総合市民交流センター） 参加者 56名 

     ・テーマ「今日から使える 笑いの力」笑いと健康 

      講師：表現舎 乱坊 （高野 隆宏氏） 

11.08.18 地区委員会開催 

     ・同好会懇談会会場の都合により急遽 9/15に変更。（同好会世話役連絡済） 

     ・シニア懇談会：初回開催を北ブロックを対象にトライする事を決定。 

     ・友愛訪問時の粗品「支部名入りタオル」今月発注する。 

     ・新春懇親会催し物として「沖縄舞踊」出演交渉：片岡副支部長 

11.08.28 新会員入会式（懇談会） 

     ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第１会議室 

     ・2011/4/1～2011/7/31までの新入会員対象者 22名 参加 14名 参加率 64％ 

11.09.15 地区委員会開催 

     ・シニア懇談会実施要領決定 北ブロックで試行 10/31 11～14 会場：コッコ遊 

      会費：1500円 対象会員：75歳以上の会員（友愛訪問と兼ねる） 

 案内：会員宅に「案内状・アンケート・粗品タオル・返信封筒を持参 

     ・長期療養者 見舞い給付下期申請 10/28締め切り 

     ・11/17 第 15 回学ぼう会テーマ：「徳川三代と華ひらく富田」 

11.09.15 平成 23年度（第 8回）同好会懇談会開催（茨木摂津・高槻支部合同）34名参加 

     ・支部代表挨拶（高槻：北出支部長 茨木摂津：深田支部長） 

     ・支部行事・同好会参加率総括説明 

     ・各同好会現状課題及び報告（北摂同好会：７ 高槻同好会：５ 茨木摂津：２） 

11.10.20 地区委員会開催 

     ・10/30シニア懇談会参加者状況 アンケート回収率 93％ 参加者 33％以上 

     ・11/17 第 16 回学ぼう会参加者状況 26名 参加者への呼びかけを 

     ・11/27 新入会員入会式 参加者状況 30名を超える可能性があり 

11.10.30 シニア懇談会（北ブロック）  

     ・11：00～13：15 北ブロック（3地区）対象参加者 19名（34％） 計 27名 

     ・友愛活動の一環として、７５歳以上会員に対し、交流の場を会費制で初めて開催。 

     ・目的：身近な会員との交流を促進するキッカケの場として、懇談会を設定 

     ・内容：①懇談会開催の主旨と参加状況の説明 

         ②参加会員および地区委員の自己紹介 

         ③昼食懇談の実施（高齢会員のため、各自お持ち帰り出来るようレジ袋を用意） 

     ・役員：支部三役、北地区委員、ブロックリーダー、女性担当地区委員、計 8名 

11.11.17 地区委員会開催 

     ・「シニア懇談会」を実施 好評であった、来年度から全地区で実施予定 

     ・11/27新会員入会式 当初多人数を想定 2部屋を手配したが急遽１部屋をキャンセル 

     ・新春懇親会実施要領 確認 役割分担決定 



11.11.17 第 16回学ぼう会（高槻市立しろあと歴史館２Ｆ講義室＆１Ｆ展示室）参加者 45名 

     ・テーマ「徳川三代と華ひらく富田」まちに息づく文化の世界 

      講師：千田 康治 学芸員（主査） 

     ・今回は高槻市立しろあと歴史館に於いて、江戸時代初期に大きく発展し文化の華が開

いた富田の歴史について学ぶ。 

11.11.27 新会員入会式（懇談会） 

     ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第１会議室 

     ・2011/8/1～2011/10/31までの新入会員対象者 18名 参加 12名 参加率 67％ 

11.12.15 地区委員会開催 

     ・友愛訪問活動支部まとめ 

     ・新春懇親会実施要領最終まとめ 

     ・支部中期計画検討 

12.01.14 2012年高槻支部新春懇親会 

     ・10：30～14：30 たかつき京都ホテル 参加者 187名（参加率 14％） 

     ・来賓：ライティング事業 G 三島 GM、久保たかし高槻市議会議員 

・司会：服部地区委員、懇親会乾杯音頭：吉田副支部長、中締め：幸澤会計担当 

     ・会場ロビー 各同好会紹介ポスター掲示 

     ・催し：沖縄舞踊（高槻市沖縄県人会有志７名）、カラオケ（参加者 10 名）、富くじ 

・来年度開催日：2013.01.20（日）で会場予約 

12.01.19 地区委員会開催 

     ・社会貢献活動詳細検討 

      森林ボランティア：2/25（土）8：00-13：30 会員案内済 

      芥川クリーンアップ：3/24（土）実行委員会で詳細決定 

      環境家計簿＜締め切り＞：1/20（金） 

     ・全国総会（4/21）質問事項検討、代議員２名選出：幸澤会計担当、徳本地区委員 

     ・年次支部総会（5/26）支部だより、議案書作成検討 

     ・第１７回「学ぼう会」3/15 

12.02.16 地区委員会開催 

     ・支部だより編集概要 原稿担当を決める。 

     支部総会・新春懇親会写真（徳本）、学ぼう会第９～11回（片岡）、新会員入会式 

      （服部）、友愛訪問（前田）、環境家計簿・社会貢献活動（徳永）、同好会関係（片岡） 

     ・新会員入会式（4/22）実施要領まとめ 

     ・芥川クリーアップ（3/24）、第 17回学ぼう会（3/15）実施要領最終打合せ 

12.02.25 森林ボランティア 

     ・ライティングユニオン（15名）、松愛会高槻支部（19名）合同で実施。 

     ・当日雨天の為 中止案内を出す。 

12.03.16 地区委員会開催 

・2012年度支部総会実施要領検討、役割分担と会場進行確認 

     ・芥川クリーンアップ作戦（3/24）千人鍋炊き出し担当 3名選任（高槻市に報告） 

     ・新会員入会式（4/22）実施要領確認 

12.0316 第 17回学ぼう会（高槻市総合市民交流センター 7F）参加者 54名 

     ・テーマ「源氏・平家と摂津の国」＜大河ドラマ「平清盛」によせて＞ 

      講師：田辺 眞人 園田学園女子大学 名誉教授/歴史学者/宝塚市教育委員長  

12.03.24 芥川クリ―ンアップ活動 

     ・芥川大橋下流の清掃活動計画に 54名参加予定をしていたが 当日雨天の為 中止 

 

16．2012年度（平成 24 年度） 

 

12.04.19 地区委員会開催 

     ・2011年度会計報告（地区委員会で承認された） 

     ・2012年度活動計画概要説明（40周年記念行事「健康マイチャレンジ」への取組み 

     ・支部総会記念講演確定：「腰痛対策を見直す」土井龍雄先生に変更 

12.04.21 2012年度 全国総会 

・代議員として幸澤 善博、徳本 茂の両地区委員が出席する。 



12.04.22 新会員入会式（懇談会） 出席者 44名  

 ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・2011/11/1～2012/3/31までの新入会員対象者 60名 参加 28名 参加率 47％ 

12.05.17 地区委員会開催 

     ・新旧地区委員参加（19名）で開催（地区委員会終了後引継作業実施） 

     ・5/26高槻支部年次部総会実施要領最終確認 

     ・2012年度地区委員体制案提案（地区委員担当役割） 

     ・環境家計簿 2012年度の取組み説明（徳永） 

     ・7/19第 18回学ぼう会 講師・テーマ決定（田辺 眞人先生「平清盛と摂津の国」） 

12.05.26 2012年度支部総会（たかつき京都ホテル） 開催 

     ・会場内には、書道クラブ会員の作品を展示する 

     ・幸澤会計担当の総合司会により、片岡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 110名 

     ・来賓：松愛会 尾下副会長、高槻市議会議員 久保たかし様 

     ・地区委員体制（14名⇒15名体制） 

       本年度より会員増に伴い 12地区⇒13地区、地区委員 14名⇒15名体制で運営 

       退任地区委員：前場 克彦、野中 美佐子、前田 正一 

       新任地区委員：千田 憲二郎、牧 公一、有元 三吉、中西 文子 

     ・役委員体制 

       支部長：北出 武 副支部長：吉田一雄、片岡憲泰 会計担当：幸澤喜博 

     ・４０周年記念行事「健康マイチャレンジ」の取組みについて趣旨説明 

     ・記念講演「腰痛対策を見直す」 

講師：（医）貴島会ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽﾎﾟｰﾂ医学研究所 副所長 土井医先生 

     ・昼食懇親会：前田前地区委員による乾杯音頭で昼食懇談会がスタート 

     ・催し：懇親会中盤に前田前地区委員の進行で恒例の「富くじ大会」を実施 

     ・徳永地区委員による一本締めで懇親会を お開きとしました 

12.06.21 地区委員会開催 

     ・第 18回「学ぼう会」7/5実施要領打合せ 

     ・新会員入会式 8/26実施要領検討 

     ・2012年度シニア懇談会 4ブロック毎に実施決定（対象者 298名） 

12.07.05 第 18回学ぼう会（高槻市総合市民交流センター 7F）参加者 48名 

     ・テーマ「源氏・平家と摂津の国―Ⅱ」 

      講師：田辺 眞人 園田学園女子大学 名誉教授/歴史学者/宝塚市教育委員長 

12.07.19 地区委員会開催 

     ・高槻支部運用基準（2012年度版改訂）作成検討 

     ・健康マイチャレンジへの参加者状況報告と今後の取組み検討 

     ・友愛訪問活動粗品手配「支部名入りタオル」手配 

     ・新会員入会式 8/26実施要領検討 

     ・同好会懇談会 10/18 実施検討（各同好会世話役責任者宛案内状準備） 

12.08.16 地区委員会開催 

     ・シニア懇談会各ブロック進捗状況確認（対象者への案内状作成） 

     ・新会員入会式 最終打合せ（対象者 31名 出席予定者 19名） 

     ・新春懇親会 催し検討 

12.08.26 新会員入会式（懇談会） 出席者 35名  

 ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・2012/4/1～2012/7/31までの新入会員対象者 31名 参加 18名 参加率 59％ 

12.09.20 地区委員会開催 

     ・シニア懇談会各ブロック別実施要領最終確認 

     ・同好会懇談会 10/25実施要領検討、昼食準備手配 

     ・新春懇親会 催し決定（落語：20分、フラメンコ：30分） 

     ・第 19回「学ぼう会」11/15 講師・テーマ「地球も高槻も動いている」 

     ・健康ファスティバル（大阪）参加要請 

12.10.05 南ブロックシニア懇談会 出席者 25名  

     ・11：00～13：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 



     ・対象者 61名 参加者 16名 参加率 26％ 

     ・開催目的：（昼食代として 1,500円の会費を徴収） 

友愛活動の一環として身近な会員との交流を促進するキッカケの場として 

支部対象者の大幅増により訪問活動だけでは親身な対応が困難 

高齢による行動範囲の狭小、人との交流が疎遠に成り易く、健康面での不安が増す 

     ・松愛会高槻支部活動報告及びアンケート結果について説明を行う 

12.10.14 西ブロックシニア懇談会 出席者 35名  

     ・11：00～13：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・対象者 100名 参加者 25名 参加率 25％（内 女性 3名） 

     ・アンケート回収 97名（97％）健康に過ごされている 65％、通院されている 24％ 

12.10.18 地区委員会開催 

     ・シニア懇談会各ブロック別実施進捗状況報告 

     ・同好会懇談会 10/25実施要領 最終打合せ 

     ・新春懇親会 司会者 中津留地区委員に決定 

     ・新会員入会式 11/25 実施要領検討 

12.10.25 平成 24年度（第 9回）同好会懇談会開催（茨木摂津・高槻支部合同）39名参加 

     ・支部代表挨拶（高槻：北出支部長 茨木摂津：深田支部長） 

     ・支部行事・同好会参加率総括・同好会世話役活動に対する障害保健の説明 

     ・各同好会現状課題及び報告（北摂同好会：７ 高槻同好会：５ 茨木摂津：２） 

     ・共通課題として新入会会員の確保や活動経費の削減 

12.10.27 東ブロックシニア懇談会 出席者 31名  

     ・11：00～13：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・対象者 69名 参加者 24名 参加率 35％（内女性 2名） 

     ・アンケート回収 67名（97％）健康に過ごされている 62％、通院されている 23％ 

12.10.29 北ブロックシニア懇談会 出席者 31名  

     ・11：00～14：00 「こっこ遊」（市バス上の口バス停） 

     ・対象者 65名 参加者 24名 参加率 37％（内女性 4名） 

     ・アンケート回収 62名（95％）健康に過ごされている 65％、通院されている 23％ 

12.11.15 地区委員会開催 

     ・友愛訪問活動、シニア懇談会まとめ 

     ・新会員入会式 11/25 最終確認 

     ・H25年度新春懇親会実施要領検討（1/20 日曜日） 

     ・健康マイチャレンジ本部報告確認 

12.11.15 第 19回学ぼう会（高槻市総合市民交流センター 7F）参加者 58名 

     ・テーマ「地元高槻はどのようにして出来たか」＝地球も高槻も動いている＝ 

       講師：高村 亨氏（松愛会会員） 

12.11.25 新会員入会式（懇談会） 出席者 20名  

 ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第 1会議室 

     ・2012/8/1～2012/10/30までの新入会員対象者 6名 参加 4+2名 参加率 67％ 

12.12.20 地区委員会開催 

     ・友愛訪問活動、シニア懇談会結果報告と反省と課題まとめ 

     ・H25年度新春懇親会実施要領最終確認 

     ・森林ボランティア 2/23、芥川クリーアップ作戦 3/23 実施要領検討 

13.01.17 地区委員会開催 

     ・新春懇親会最終確認 

     ・森林ボランティア 2/23 実施要領検討（パナソニック組合との共催） 

・芥川クリーアップ作戦 3/23 実施要領検討 

     ・環境家計簿 2012年度集計について 

     ・支部年次総会 5/23 実施要領検討 

     ・第 20回学ぼう会 2/21 最終確認 

13.01.20 2013年高槻支部新春懇親会 

     ・10：30～14：30 たかつき京都ホテル 参加者 190名（参加率 14％） 

     ・来賓：久保たかし高槻市議会議員、ガンバ大阪 OB藤田様 

・司会：中津留地区委員、懇親会乾杯音頭：幸澤会計担当、中締め：服部地区委員 



     ・会場ロビー 各同好会紹介ポスター掲示 

     ・催し：「落語公演」安岡寺家 康楽様、フラメンコ舞踊」グルーポ・デ・エストレー 

10名、「同好会紹介タイム」パソコンクラブ、「富くじ」 

13.02.21 地区委員会開催 

     ・支部だより H25 年号編集概要：原稿締め切り 4/5とする 

     ・支部年次総会 5/25役割分担決定 

     ・芥川クリーアップ 3/23実施要領最終確認 

     ・新会員入会式 4/21実施要領検討 

13.02.21 第 20回学ぼう会（高槻市総合市民交流センター 7F）参加者 47名 

     ・テーマ：輝楽塾「シニアライフを楽しみましょう～ 

いつまでも笑顔でいて欲しいあなたに～」 

      講師：佐藤 祐子氏（パナソニック健康保険組合 健康開発センター） 

13.02.23 森林ボランティア―活動 （参加者 48名） 

     ・パナソニックライティングユニオン、松愛会高槻支部合同で実施。 

      （高槻市緑化森林公社、地元住民の協力の基 実施） 

     ・高槻市堅田（中畑地区）を高槻市緑化森林公社及び地元住民の指導の下、植林地の桧

の下枝打ちと雑木の伐採及び下草刈りを行った。 

13.03.21 地区委員会開催 

     ・年次支部総会実施要領検討 

     ・新会員入会式 4/21 実施要領検討 

13.03.27 芥川クリ―ンアップ活動  （参加者 55名） 

     ・清掃は芥川全流域を五つに分けて行われ、内 松愛会とパナソニック労働組合高槻 

支部は、芥川大橋から津之江公園までの西側堤防（右岸）を担当した。 

     ・他の参加団体の人も含めて 72名で 11時 45分までの間清掃作業を行い、ゴミ袋 60 

個分のゴミを回収した。（芥川全流域で 301名が参加、244袋分のゴミを回収） 

 

17．2013年度（平成 25 年度） 

 

13.04.18 地区委員会開催    

     ・年次支部総会実施検討 ガンバスタジアム建設寄付取組検討 

     ・新会員入会式 4/21 実施要領検討 

     ・2013年度地区委員体制検討 

     ・支部ホームページ：支部行事参加申し込み、同好会入会申し込みシステムについて 

13.04.20 2013年度 全国総会 

・代議員として中津留 秀男、千田 憲二郎の両地区委員が出席する。 

13.04.21 新会員入会式（懇談会） 出席者 28名  

 ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・2012/11/1～2013/3/31までの新入会員対象者 19名 参加 12名 参加率 63％ 

13.05.16 地区委員会開催    

     ・来期新任地区委員３名参加 自己紹介（富田・進藤・米田さん） 

・年次支部総会（5/25）最終打合せ確認。 

     ・ガンバ大阪スタジアム建設寄付実施方法再検討（三役再調整） 

     ・第 21回学ぼう会準備、実施要領検討 

     ・新会員入会式（8/25）実施要領検討、4～7月までの新会員対象。 

13.05.25 2013年度支部総会（たかつき京都ホテル） 開催（参加人数 112名） 

・会場内には、書道クラブ会員の作品を展示 

・本部来賓挨拶：杉本副会長より松愛会 40周年記念行事取組み趣旨説明と合わせ 

 「One Panasonic廃止」に伴う対応と今後の財政運営についてお話がありました。 

     ・千田会計担当の総合司会により、徳永地区委員を議長に選任して開催 

      式次第に従って議事に入り、すべての議案は会場全員の拍手をもって承認されました 

     ・地区委員体制 

       退任地区委員：片岡憲泰、吉田一雄、徳永政男、服部方司 

       新任地区委員：富田健治郎、山本高詩、進藤和雄、米田三博 

     ・役委員体制 



支部長：北出武 副支部長：幸澤喜博、中津留秀男、会計担当：千田憲二郎 

     ・記念講演「放送作家というお仕事  ～ 私が著名人に教えられたこと ～」 

       講師：鹿島 我 先生（大学准教授＆放送作家） 

     ・昼食懇親会 

       来賓挨拶：ES社ライティング事業 G光源デバイスユニット 土井高槻工場長及び 

久保たかし市議会議員よりご挨拶 

       有元前地区委員による乾杯音頭で昼食懇談会がスタート 

・催し 

  懇親会中盤に幸地区委員の進行で恒例の「富くじ大会」に引き続き ガンバ大阪 

スタジアム建設寄付参加者にガンバ大阪グッズ及び健康マイチャレンジ参加者へ 

の「健康グッズ」の抽選会を実施 

     ・吉田前副支部長による一本締めで懇親会を お開きとしました 

13.06.20 地区委員会開催 

     ・支部年次支部総会総括 ガンバ大阪スタジアム建設寄付 43,266円  

健康マイチャレンジ参加ハガキ 30名 

     ・第 21回「学ぼう会」7/18実施要領打合せ 

     ・新会員入会式 8/25実施要領検討 

     ・節目懇談会 9/28 開催検討 

     ・2013年度シニア懇談会 4ブロック実施日検討 

13.07.18 地区委員会開催 

     ・新会員入会式 8/25実施要領検討 

     ・65歳節目懇談会 9/28（案）コンセプト「今後の生活・生き方へのヒントになれば」 

     ・シニア懇談会開催日決定（東 10/5、西 10/13、北 10/14、南 10/26）会場予約 

     ・健康マイチャレンジ 6月参加者状況 パソコン 10名、ハガキ 10名 合計 34名 

13.07.18 第 21回学ぼう会（高槻市総合市民交流センター 7F）参加者 61名 

     ・テーマ：「アベノミクスは、年金生活者にどう影響するか！ 

                    「増やすより減らさない」老後のつくり方 

     ・講師：平山賢一 氏  （パナソニック保険サービスのご紹介） 

（現職：東京海上アセットマネジメント投信㈱運用本部チーフストラテジスト） 

13.08.15 地区委員会開催 

     ・新会員入会式 8/25最終打合せ 

     ・65歳節目懇談会 9/28 アンケート内容検討、回収を 9/8までとする 

     ・シニア懇談会各ブロック進捗状況確認（対象者への案内状作成） 

13.08.25 新会員入会式（懇談会） 出席者 22名  

 ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第２会議室 

     ・2013/4/1～7/31 までの新入会員対象者 6名 参加 6名（前回欠席 1名） 参加率 83％ 

13.09.19 地区委員会開催 

・65歳節目懇談会 9/28 最終実施要領打合せ 対象者 28名 地区委員 12名予定 

     ・ブロック別シニア懇談会 実施要領最終確認 

     ・第 22回学ぼう会 テーマ「パナソニック経営の現状と課題」講師：粟村彰吾氏 

13.09.28 第一回節目懇談会開催  （参加者 43名） 

     ・2013年（1～12月）65歳対象会員 74名 当日参加者 27名（参加率 36％） 

     ・節目懇談会開催の趣旨 

① ６５歳を節目として捉え アンケートと懇談会を実施して支部活動に反映する 

② 同年生として仲間づくりの助成、将来の支部の「支援隊」的な組織として連動 

③ 地区委員候補の発掘と見極めを行う 

・開催内容の概要 

      司会進行幸澤副支部長で懇談会をスタートし、支部長より趣旨説明、参加者自己紹介、 

      中津留副支部長より同好会紹介、3地区委員による活動事例を発表し昼食懇談会実施 

・昼食後 4グループに分けれ「今後何をしたいか」意見交換会とグループ発表を行う 

・初回開催でありながら、参加者の楽しい・熱い話で盛会に終了出来た。 

13.10.05 東ブロックシニア懇談会 出席者 27名  

     ・11：00～13：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・対象者 76名 参加者 19名 参加率 25％（内女性 3名） 



13.10.13 西ブロックシニア懇談会 出席者 38名  

     ・11：00～13：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・対象者 114名 参加者 31名 参加率 27％（内女性 7名） 

13.10.14 北ブロックシニア懇談会 出席者 36名  

     ・11：00～13：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・対象者 74名 参加者 29名 参加率 39％（内女性 4名） 

13.10.17 地区委員会開催 

     ・シニア懇談会各ブロック進捗状況報告 

     ・第 22回学ぼう会 11/21 実施要領確認 

     ・新春懇親会 1/25 催し検討及び各役割検討 

     ・新会員入会式 11/25 実施要領検討 対象者 4名 

     ・同好会懇談会 12/19 実施要領検討 

     ・芥川ウォーキングイベント（主催：芥川倶楽部）11/16 

13.11.03 南ブロックシニア懇談会 出席者 30名  

     ・11：00～13：30 高槻市総合交流センター 第 6会議室 

     ・対象者 61名 参加者 21名 参加率 34％（内女性 3名） 

13.11.21 地区委員会開催 

     ・友愛訪問活動、シニア懇談会まとめ 

     ・新会員入会式 11/24 最終確認 

     ・H25年同好会懇談会 12/19 実施要領最終確認 

     ・2014年新春懇親会実施要領検討（1/25 土曜日） 

13.11.21 第 22回学ぼう会（高槻市総合市民交流センター 7F）参加者 46名 

     ・テーマ：「パナソニック経営の現状と課題」 ―財務諸表から見る経営力― 

     ・講師：粟村彰吾 氏 （パナソニック松愛会 会員） 

13.11.24 新会員入会式（懇談会） 出席者 8名  

 ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第２会議室 

     ・2013/8/1～10/31までの新入会員対象者 3名 参加 1名 参加率 33％ 

13.12.19 平成 25年度（第 10回）同好会懇談会開催（茨木摂津・高槻支部合同）40名参加 

     ・支部代表挨拶（茨木摂津：中山支部長） 

     ・支部行事・同好会参加率総括の説明 

・同好会紹介ポスターの修正・新規作成の依頼 

     ・各同好会現状課題及び報告（北摂同好会：７ 高槻同好会：５ 茨木摂津：２） 

     ・確認事項 

      １：活動期間を４-３月とする。２：支部３役が同好会に参加し活動の実態を（委 

員会で検討し、実施の方向で検討）。３：茨木・摂津支部と同じくする同好会は、ポ 

スターを２部作成する。 

13.12.19 地区委員会開催 

・WindowsＸＰサポート終了に伴い ４月以降は新帳票のみ運用とする 

     ・友愛訪問活動、シニア懇談会結果報告と反省と課題まとめ 

     ・H26年度新春懇親会実施要領最終確認 

・同好会ポスターについて：1/19茨木摂津支部で使用→1/25高槻支部 

     ・地区委員会終了後わいわいクラブ、お試し体験（健康開発センター 地下１F） 

14.01.16 地区委員会開催 

     ・新春懇親会最終確認 

     ・森林ボランティア（パナソニック組合との共催）本年度は中止とする 

     ・芥川クリーアップ作戦 3/15 実施要領検討 

     ・支部年次総会 5/24 実施要領検討 

・第 23 回学ぼう会 3/20 講師：中村 桂子 JT 生命誌研究館 館長（理学博士）２月会報

に案内 

14.01.25 2014年高槻支部新春懇親会 

     ・10：30～14：30 たかつき京都ホテル 参加者 167名（参加率 12％） 

     ・来賓：久保たかし高槻市議会議員 

・司会：有元地区委員、懇親会乾杯音頭：山本地区委員、中締め：幸地区委員 

     ・会場ロビー 各同好会紹介ポスター掲示 



     ・催し：「津軽三味線」徳田 恵美様（高槻在住）、「トーンチャイム」飛鳥雅子様、

他 11人の女性グループ、富くじ＆ダーツの組合せゲーム 

14.02.20 地区委員会開催 

     ・支部年次総会 5/24実施要領検討 

     ・芥川クリーアップ 3/15 実施要領最終確認 

     ・第 23回学ぼう会 3/20 実施要領最終確認 

・新会員入会式 4/20実施要領検討 

14.03.15 第 9回芥川クリ―アップ活動  （参加者 43名） 

・清掃は芥川全流域を五つに分けて行われ、内 松愛会とパナソニック労働組合高槻 

支部（20名）は、芥川大橋から津之江公園までの西側堤防（右岸）を担当した 

     ・他の参加団体の人も含めて 420名で 11時 45分までの間清掃作業を行った 

14.03.20 地区委員会開催 

・年次支部総会実施要領検討 

・環境家計簿まとめ（参加者：127名 活動費：78,900円） 

・新会員入会式 4/20 対象者 12名 実施要領検討 

     ・2014年度新体制に移行：支部長、副支部長 2名、会計担当、地区委員７名、HP担当 

      交代に向けスケジュール確認 

14.03.20 第 23回学ぼう会（高槻市総合市民交流センター 7F）参加者 33名 

     ・テーマ：「生命誌からみた生物多様性」 

     ・講師：中村 桂子氏 （ＪＴ生命誌研究館 館長（理学博士）） 

14.04.18 地区委員会開催    

     ・2014年度新地区委員予定者も参加し実施した 

     ・年次支部総会実施検討 

     ・新会員入会式 4/20 実施要領検討 

     ・2014年度支部活動計画について（千田次期支部長） 

     ・新地区委員への引継ぎは 5月の地区委員会で実施する 引き渡し物を文書で 

14.04.19 2014年度 全国総会 

・代議員として有元三吉、米田三博の両地区委員が出席する。 

・支部長交代 北出武より千田憲二郎への交代が承認される 

14.04.20 新会員入会式（懇談会） 出席者 12名  

 ・10：00～12：30 高槻市総合交流センター 第 1会議室 

     ・2013/11/1～2014/3/31までの新入会員対象者 11名 参加 5名 参加率 45％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連資料 
 

A.松愛会 会員数 

 

 

2009.3 

(H21.3 末) 

2010.3 

(H22.3 末) 

2011.3 

(H23.3 末) 

2012.3 

(H24.3 末) 

2013.3 

(H25.3 末) 

2014.3 

(H26.3 末) 

全国合計 22,133 23,567 24,700 26,339 27,653 28,009 

高槻支部 1,198 1,234 1,268 1,345 1,378 1,376 



 

 

 

B.会員の動向 

 

 

2008 年度 

(H20 年度) 

2009 年度 

(H21 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

2012 年度 

(H24 年度) 

2013 年度 

(H25 年度) 

新入会員 55 52 47 100 55 19 

転入会員 2 3 6 0 2 1 

転出会員 6 3 8 6 5 3 

退会会員 1 0 1 0 0 1 

死亡会員 10 16 10 17 19 18 

合計 ＋40 ＋36 +22 +77 +33 -2 

 

 

 

C-1.新会員入会式（新会員懇談会） 

 

 

2008 年度 

(H20 年度) 

2009 年度 

(H21 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

2012 年度 

(H24 年度) 

2013 年度 

(H25 年度) 

開催回数 3 3 3 3 3 

 
3 

対象会員 55 52 47 100 55 19 

参加会員 36 34 34 54 23 12 

参加率 65% 

 

65% 72% 54% 62% 63% 

 

 

 

C-2.年次支部総会 

 

 

2008 年度 

(H20 年度) 

2009 年度 

(H21 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

2012 年度 

(H24 年度) 

2013 年度 

(H25 年度) 

対象会員 1,158 1,198 1,242 1,272 1,369 1,378 

参加会員 115 92 95 106 108 108 

参加率 9.9% 7.7% 7.6% 8.3% 7.9% 7.8% 

 

 

 

C-3.新春懇親会 

 

 

2008 年度 

(H20 年度) 

2009 年度 

(H21 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

2012 年度 

(H24 年度) 

2013 年度 

(H25 年度) 

対象会員 1,189 1,230 1,250 1,303 1,372 1,377 

参加会員 238 220 197 187 188 167 

参加率 20.0% 17.9% 15.8% 14.4% 13.7% 12.1% 

 

 

 

 



 

D.友愛訪問 

 

 

2008 年度 

(H20 年度) 

2009 年度 

(H21 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

2012 年度 

(H24 年度) 

2013 年度 

(H25 年度) 

対象会員 133 164 207 248 295 325 

構成比 11.2% 13.3% 16.5% 19.1% 21.5% 23.6% 

 

 

E.環境家計簿による CO2の削減 

 

 

2008 年度 

(H20 年度) 

2009 年度 

(H21 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

2012 年度 

(H24 年度) 

2013 年度 

(H25 年度) 

参加世帯 201 159 167 172 178 186 

データ提出 99 119 124 124 123 127 

CO2 削減量 14,599 7,283 +5,009 +23,154 29,681 20,608 

CO2 削減量:kg 

 

 

F.同好会クラブ活動（高槻支部会員） 

 

 

2008年度 

(H20年度) 

2009年度 

(H21年度) 

2010年度 

(H22年度) 

2011年度 

(H23年度) 

2012年度 

(H24年度) 

2013年度 

(H25年度) 

回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 回数 参加者 

北摂ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 33 1123 30 1075 35 1130 36 1145 35 983 40 894 

北摂歩こう会 8 473 8 297 9 400 9 339 9 328 8 276 

新北摂会（ｺﾞﾙﾌ） 5 287 5 260 5 239 5 243 5 192 6 238 

社会見学クラブ 5 318 4 298 4 308 3 243 4 292 4 291 

北摂文芸クラブ 3 75 3 80 4 137 4 176 4 185 4 148 

北摂写真クラブ 24 363 38 457 32 468 30 432 22 305 39 420 

北摂書道クラブ 25 256 25 254 26 255 26 169 30 289 26 199 

北摂魚釣りクラブ 8 67 8 58 7 66 8 59 7 47 4 40 

松愛囲碁クラブ 55 342 57 392 48 317 49 295 51 407 35 318 

パソコンクラブ 25 541 24 485 25 533 24 474 24 492 28 448 

卓球クラブ 20 243 22 233 22 215 24 217 24 252 31 308 

松愛剣道稽古会 123 183 107 95 101 104 99 105 101 146 99 122 

合計 334 4271 331 3984 318 4172 317 3897 316 3918 324 3702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G.地区委員名簿      ※印:地域リーダ 

 

 

 
2008 年度 

(H20 年度) 

2009 年度 

(H21 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

2010 年度 

(H22 年度) 

2011 年度 

(H23 年度) 

支部長 内田秀雄 内田秀雄 北出 武 北出 武 北出 武 北出 武 

副支部長 
新宅直幸 新宅直幸 片岡憲泰 片岡憲泰 片岡憲泰 幸澤喜博 

宮川勝彦 宮川勝彦 吉田一雄 吉田一雄 吉田一雄 中津留秀男 

会計担当 下田紘一 前場克彦 前場克彦 幸澤喜博 幸澤喜博 千田憲二郎 

北地域 

北中―Ⅰ地区 

南出政弘 

片岡憲泰 
※片岡憲泰 ※片岡憲泰 片岡憲泰 片岡憲泰 山本高詩 

北地域 

北中―Ⅱ地区 
下田紘一 吉田一雄 吉田一雄 吉田一雄 ※吉田一雄 ※千田憲二郎 

北地域 

中央西地区 
前場克彦 前場克彦 前場克彦 ※前場克彦 牧 公一 牧 公一 

東地域 

北東地区 
浜井信行 徳永政男 ※徳永政男 ※徳永政男 ※徳永政男 富田健治郎 

東地域 

央東地区 
新宅直幸 ※新宅直幸 幸澤喜博 幸澤喜博 幸澤喜博 幸澤喜博 

東地域 

東地区 
宮川勝彦 宮川勝彦 幸 八朗 幸 八朗 幸 八朗 ※幸 八朗 

南地域 

南東地区 
北出 武 ※北出 武 栗山 清 栗山 清 栗山 清 栗山 清 

南地域 

南中地区 
佐古年夫 佐古年夫 徳本 茂 徳本 茂 徳本 茂 ※徳本 茂 

南地域 

南西地区 
中村昌義 服部方司 ※服部方司 ※服部方司 ※服部方司 米田三博 

西地域 

西南地区 
橋本輝雄 橋本輝雄 ※橋本輝雄 中津留秀男 

※中津留秀

男 
※中津留秀男 

西地域 

西北地区 
井上東洋志 

※井上東洋

志 
前田正一 ※前田正一 有元三吉 有元三吉 

西地域 

西地区 
信開正二 信開正二 西川裕和 西川裕和 西川裕和 西川裕和 

西地域 

 西中地区 
― ― ― 岸岡美根子 岸岡美根子 岸岡美根子 

HP 担当 ― 河出 修 徳本 茂 徳本 茂 徳本 茂 徳本 茂 

女性担当 野中美佐子 野中美佐子 野中美佐子 野中美佐子 中西文子 中西文子 

会報ﾚﾎﾟｰﾀｰ 宮川勝彦 宮川勝彦 吉田一雄 吉田一雄 吉田一雄 有元三吉 

 


