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2012年、新春のお慶びを申し上げます
新年あけましておめでとうございます。ご家族お揃いで新年をお

迎えのことと心からお慶び申し上げます。昨年は東日本大震災発生

以降、景気が低迷、未曾有の円高、世界中での金融問題、年末には過去

最低の株価に終わり大変な一年になりました。

東日本大震災で被災した皆さまに心からお見舞いを申し上げます。今年も年明けか

ら厳しい景気の状況ですが一日も早く回復して、安心して暮らせる世の中になるこ

とを期待しています。

横浜支部創立30周年を迎えます 1

横浜支部は、今年創立30周年を迎えます。健やかで意義ある人生を実現するため積極

的な活動を期待しています。

横浜支部は会員も2,000名 を超える関東最大の組織となりました。今年も「親睦」「友

愛」「貢献」を柱として会員相互の友愛と交流の取り組みをお願いします。

新春懇親会・年次支部総会に積極参加を 7

1月 21日 (土)に「新春懇親会」05月 19日 (土)に「年次支部総会」が開催されます。

懐かしい仲間と“交流と親睦"を深めるため、是非とも皆さまの積極的な参加をお願い

します。

横浜の良き伝統を継承して友愛活動の推進を !

親睦と友愛は松愛会活動の基本の考えです。会員の豊かな暮 らし実現のため、毎年

多彩な行事とクラブ活動を推進し“親睦・友愛・交流"を 図っていただいております。

グランドシエア懇談会の開催は75才以上の会員から大変好評をいただいています。

今年は更に“健康増進のための活動"も 期待しています。

積極的な参加をお願いします。

社会貢献活動・エコリレージャバン活動にご協力を !

「パナソニックエコリレージャバン」の名称で松愛会、労働組合、会社が一体となっ

て「氷取沢市民の森・鶴見川鴨居高水敷」の植生保全活動など、地域に密着した環境

保全の社会貢献活動を行っております。未来に美しい地球を残す取組みに是非とも

多くの会員の参加と協力をお願いします。今年もより良い松愛会になるよう皆さま

と共に頑張って参 ります。

会員の皆様、ご家族の皆様の益々のご健勝とご多幸を

お祈りし年頭のご挨拶といたします。

松愛会副会長 和田守政
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部長 まして誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

横浜東・西支部は本年創立30周年を迎えます。本年も会員相互の

友愛と連帯の精神に基づき、先輩諸兄が築かれました横浜東・西支

部の良き伝統を継承 しつつ「,い豊かな」「きめ細かな」「創意工夫の

ある」活動を誠心誠意推進してまいります。会員数も2,000名 を超
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部長 ぇ「若年層」「シエア層」「グランドシエア層」と三層化が進み各種

行事への参加率の向上が課題です。「新春懇親会」「年次支部総会」「グランドシ

エア懇談会」「新会員懇談会」等の主要行事に是非多くの会員の参加をお願い

致します。また社会貢献活動やクラブ活動、社会見学会などへの積極的なご参

加ご支援をお願い致します。

本年が皆様にとりまして幸多き年でありますことを祈念し新年のご挨拶といたします。

2012年 1月 1日 横浜東支部支部長 中川 洋一

横浜西支部支部長 奈良坂 優

横浜東・西支部  役 員 一 同

新年を迎え恒例の新春懇親会を開催します。多数のご参加をお待ちしています。

● 日時 :1月 21日 (土)午前11時 30分～ (受付開始 :午前10時 30分～)

● 会場 :PMC(株 )佐江戸南・厚生棟 (Sl棟)3F
*」R横浜線鴨居駅北日から送迎バスを運行します。ご利用ください。

● 懇親会:食事をしながら談笑のひとときをお過ごし下さい。好評の抽選会もあります。

● アトラクション:カ ウントセイノウ オーケストラによるビッグバンドジャズ

で新春をお楽しみください。

● 連絡事項 :申込みがまだの方は、至急、地区委員にご連絡ください。

罐∋文化保健クラブ「お世話役懇談会」開催のお知らせ唾∋
文化保健クラブ「お世話役懇談会」を2月 16日 (木)午前 10時よりPMC(株 )

佐江戸南・厚生棟で開催 します。懇談会では各クラブの活動状況と2012年

度の活動計画を発表していただきます。

詳細は後 日郵送にてご案内します。参加対象者はご予定をお願いします。
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昨年 11月 12日 (土 )、 新会員懇談会

を39名 の出席 によ りPMC(株 )佐江戸

南・厚生棟で実施 しました。第 1部 は、

松愛会の概要・活動内容・行事・エコリ

レージャバ ン・クラブ活動 について紹

介。第 2部では、支部毎 にグルー プに

分かれ支部長、地 区委員が加わ り昼食

をと りなが ら自己紹介・近況報告等、

和やかに懇談 し松愛会活動の理解を深

めました。

次回は、4月 14日 (土 )開 催の予定です。これまでに参加できなかった会員

の皆様の参加 を歓迎 します。 (小川 友通記 )

昨年、11月 30日 (水 )に「秋 の社会見

学会」を実施 しました。

参加者 は、35名 。見学先は横須賀市記

念艦「三笠」と横須賀美術館で した。

「三笠」では 日露戦争時、連合艦隊旗艦

として戦い 日本海戦史上類を見ない大

勝利 をおさめた記念艦内を見学 しまし

た。又、横須賀美術館 は、前は東京湾、

後は観音崎 という恵まれた環境の中で

谷内六郎「週刊新潮表紙絵」常設展等の

アー トと自然 を堪能 しました。尚、昼食の、めばちマグロー匹コースは今

回の見学会の隠れた 目玉で した。

本年 も6月 頃「春の社会見学会」を予定 しています。皆様奮って ご参加 くだ

さ,い 。
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(野 口 彰記 )



閂 第18回「氷取沢市民の森J森林保全活動実施の報告

2011年 11月 19日 (土)に 実施を予定しておりました第18回活

動は前日夜半からの雨天のため中止となりました。晴天ジンクス

に守られ、当活動は17回連続して好天にめぐまれて実施してきま

した。誠に残念ながら、参加者の安全を考慮し今回は中止の判断

を致しました。

第19回 (次回)は、6月 に実施を予定しております。自然との触れ

合いにより、環境への優しさと思いや りを育み、地球環境保全の

きっかけづくりを地道に行って参 ります。本年も皆様の積極的な

参加、ご協力をお願いします。

(福島 好雄記)

～2012年 1月 26日 実施分までは11月 号でお知らせ済みです～

第271回  「追浜の歴史スポットを巡る」
2月 23日 (木)京急線、追浜駅 改本L前 午前 10時集合

(※快特は停車しません。特急に乗車してください)。

追浜に残る寺社を巡り、旧海軍関係の遺跡が残る貝山緑地

から、夏島を経て追浜までの約 10kmの コース。

第272回  「狛江・調布のリバーサイドウォーク」
3月 10日 (土)ガ、田急線 狛江駅 改札前 午前 10時集合

(※急行は停車しません。急行で登戸で普通乗換、2つ 目)

狛江から調布に続く“ハケ "に 「羽毛下通り」の名を残す道

から府中用水、多摩川河畔への約 10kmの コース。

第273回  「衣笠の史跡と衣笠山
/AN園へのハイク」

3月 22日 (木)京急線 北久里浜駅 改札前 午前 10時集合

(※快特、特急とも停車します)

三浦一族興亡の地、衣笠周辺のゆかりの寺社と史跡を巡り、

衣笠城址からハイキングコースを歩き衣笠山公園までの

起伏のある約 10kmの コース。

* いずれも雨天の場合は中止になります。

* 参加希望の方  当日、指定場所 0時間までに集合。

参加費100円。
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昼食、飲物、雨具等は各自で、ご用意ください。

045…821-0465   谷lbl幸雄さん  045-544-8743

陪卜麒蒻
躙

世話役 村田秀夫さん


