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■審議事項

●２０２０年度活動計画
●２０２０年度予算計画

■地区活動報告

●２０１９年度活動報告

・会員動向、地区行事総括
・同好会活動

●２０１９年度会計実績
●２０１９年度会計監査

【本日の内容】
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2019/３/３１ 入会（移動）
（＋）

退会（移動）
（－）

± ３月３１日

大阪 ２７５ １２ ▲１４ ▲２ ２７３

藤沢 １７０ ７ ▲２ ５ １７５

春日井① １７６ ３ ▲７ ▲４ １７２

春日井② １８３ ８ ▲１ ７ １９０

春日井計 ３５９ １１ ▲８ ３ ３６２

遠隔地 ２５ ０ ▲１ ▲１ ２４

全体計 ８２９ ３０ ▲２５ ５ ８３４

２０１９／４／１～２０２０／３／３１人員

新会員（敬称略） （１０名）

②森 明久 ②芝本秀樹 ①千田好博 ②村瀬浩文 ②栗本学史 ①関 文彦

②箕浦利之 ①上田由紀夫 ②赤川治久 ②後藤慶一

入会率：約７３%
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慶事（敬称略）

弔事（敬称略）

（３０名）

移動・退会（敬称略）

【卒寿】 青木伊久夫 伊藤衛蔵

【傘寿】 鈴木英教 田口 濶

【古希】 木佐貫廣見 栗原道雄 小濱洋一 吉原春雄 篠野一政

関戸 茂 高橋康之 津村正樹 神田 貢 稗田 優

米岡信男 曽根文雄 三村勇次郎 赤塚 順 岩佐秀樹

田畑一義 吉田美喜子 羽原博司 岸本邦夫 加藤文雄

石塚一郎 川合益美 井戸可澄 新井安夫 片桐義雄

鈴木久雄

吉田範雄 高畑 勇 遠藤広治 渡邉一郎

（４名）

移動 西尾喬史（春①⇒春②） 粟津芳伸（春①⇒大⑥）

退会 石塚隆夫 横山誠一

（４名）
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木佐貫さん 栗原さん 小濱さん 吉原さん 篠野さん

４月

近所のﾃﾆｽｸﾗﾌﾞに
週1回以上通って
います一時帰国の
孫と２ショット。

体調は万全ではな
いが生涯働きたいと
の事で現在就活中

奥様が病気で病院
への送迎が多い日々
散歩等で健康に注
意。

週5日はお好み焼屋
を営業、近所の畑で
野菜作りしています

６月
鈴木さん

グランドゴルフを２～３回
/週（愛知県会員）、交通
指導員（20年近く）してい
ます

週2回のｺﾞﾙﾌ練習と
たまにコースへ行って

います。

７月

５月

桃の栽培・収穫・販
売と、地域の役員

をしています

テニス、野鳥観察、
山登り等で元気に
過ごしています。

介護ヘルパー派遣会社を
仲間と立ち上げ、週５日
フルタイムで勤務。

子供の下校時の
見守り隊を毎日、
２人の孫娘の世話が日課
とのこと

糖尿、腎臓に疾患が
有る様で意識しながら
農園（桃）の管理販売。

関戸さん 稗田さん 高橋さん 神田さん 津村さん
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８月

１０月

９月
青木さん 米岡さん 三村さん 赤塚さん 曽根さん 岩佐さん

５月連休明けから娘夫
婦と暮らし始めています

４月で退職し、現在は
何もしていない。

奥様の通院付添や家事
等で日々過ごしています

ﾃﾆｽ・ｺﾞﾙﾌ・家庭菜園を楽
しんでいます。年末に初孫
誕生予定。

ﾃﾆｽ・ｺﾞﾙﾌで体を動かし
健康は問題なし

趣味の絵画を再開すべく頑張って
います健康管理も夫婦そろって、
早期発見早期対処を基本に、健康
診断を確実に実施してます

伊藤さん 田畑さん

妻とお二人で元気に
過ごしています。

来年3月まで働きます、
体調は問題なし、ゴルフで
エンジョイしています。

田口さん 羽原さん

週3日程度の仕事と
趣味のゴルフで元気
にしています。

大病もなく元気でゴ
ルフを楽しんいます。

歩こう会に参加して
います。

吉田さん
１１月
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岸本さん

新井さん

２月

大病もなく、元気で過して
います。遠方なので松寿
会のベントに参加できない。

昨年妻を亡くし、一人暮らし
全て自炊し忙しい毎日です。
終活活動を色々考えていま
す。

加藤さん

１月

元気に過ごしています
同期入社の方々と毎年
旅行に行っています。

２月から老人介護施設で
働いています、同好会も
積極的に参加。

週６日勤務で働いていま
す、体調は問題なく奥様
と２人暮らしです。

鈴木さん 片桐さん

１２月
石塚さん 川合さん 井戸さん

國交省支援活動、PES空調
技術支援活動、そば店経営
と多忙。

毎日、新聞配達の仕事で
頑張っています。体調は
特に問題なし

PES構内にて3日勤務、
書道同好会にて活動。

３月



日時 項 目 場 所 備 考

2019.04.12（金） ■第31回定期総会（新旧幹事出席） Ｈ棟２Ｆ集会室 ※２１名出席

2019.04.13（土） ◇地区総会＆懇親会 Ｈ棟集会室・食堂 ※会員９３名参加

2019.05.10（金） ■第1回全体幹事会＆新旧役員懇親会 Ｈ棟ｹﾞｽﾄﾙｰﾑＡ ※２０名出席

2019.05.18（土） ◇春のウォーク＆クリーンフェスト 尾張広域緑道 ※32名参加（会員19名

2019.06.20（木） ◇同好会世話人（前期）、懇親会 事務所／元気屋 ※１３名出席

2019.07.24（水） ■第1回三役会※物故者慰霊祭
PES共栄.（興勝

寺）

2019.08.23（金） ◇納涼懇親会、納涼大会 Ｈ棟集会室 ※３６名参加

2019.10.26（土） ◇秋のウォーク＆クリーンフェスト 尾張広域緑道 ※４０名参加（家族含む）

2019.11.04～05
（月・火）

◇秋のレクレーション（1泊） 伊勢神宮他 ※２６名参加

2019.11. 21（木） ◇同好会世話人会（後期）、懇親会 居酒屋：弥次喜多 ※１８名出席

2019.11.09（土） ◇松愛会中部連携「チョコボラ」活動 愛・地球博公園 ※１０名参加（家族含む

2019.11.29（金） ■第2回全体幹事会 Ｈ棟２ＦゲストＡ ※２０名出席

2020.01.17（金） ■第2回三役会 Ｈ棟2ＦゲストＣ

2020.01.25（土） ◇新春懇親会 ホテルプラザ勝川 ※９３名参加

地区行事活動総括 ２０２０．４．１６
7

◆原則 毎月第３木曜日 １３：３０～１５：３０頃（一部行事日程を踏まえ変更有り）地区幹事会

❷

❸

■本部行事
◇地区行事

❶
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地区総会
■開催日：２０１９年４月１３日（土） ＡＭ：１１：００～ＰＭ：１２：２０

■場 所：Ｈ棟 ２Ｆ 集会室 ■出席者：９３名（※昨年78名）

【司会：清水さん】

【地区代表：籠谷さん】

【会場風景】【同好会表彰：中尾さん】 【パナソニックホームズ㈱】

■議事内容 司会：清水幹事

〇開会の辞、物故会員に対し黙祷
〇地区代表挨拶（籠谷会長）
〇議事
１）報告事項 ①Ｈ３０年度活動総括（籠谷会長）

②Ｈ３０年度収支実績報告（川久保幹事）
③Ｈ３０年度監査報告（清水監査員）

２）審議事項 ①２０１９年度活動方針（籠谷会長）
②２０１９年度予算の件（川久保幹事）

※満場一致にて審議事項は承認されました
〇新任幹事紹介（清水幹事） 、同好会感謝状授与
〇新会員紹介（８名）
〇Ｈ３０年度活動振返り（ＤＶＤの放映）
〇関係会社からの紹介：パナソニックホームズ㈱

【会場風景】
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懇親会

■実施内容 司会：安藤地区委員

〇サントリー協賛：プレモルセミナー開催
〇会員代表挨拶・乾杯：矢野新一さん
〇新会員記念撮影（８名）、代表挨拶：内山和子さん
〇食事、歓談、ビンゴゲーム
〇中締め：中尾信之さん

■開催日：２０１９年４月１３日（土） ＰＭ：１２：３０～ＰＭ：１４：５０

■場 所：Ｈ棟 １Ｆ 食堂 ■出席者：９５名
（事務局長・パナソニックホームズ㈱含む）

【司会：安藤さん】

【プレモルセミナー開催】

【ビールサーバー設置】 【中締め：中尾さん】

【ビンゴ１等賞：田畑さん】【新会員（８名）】

【新会員挨拶：内山さん】

【乾杯・挨拶：矢野さん】

【食事・歓談】
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【開催日】１１月４日（月）～５日（火） ■参加人員：２６名
【内容】伊賀上野城を見学し、瀧原宮（伊勢の神宮の外宮）を参詣し、

鳥羽の温泉宿と海の幸二見町の夫婦岩見学、伊勢の神宮の
外宮から、内宮をじっくり参詣、おかげ横丁で舌鼓、海産物土
産購入後、帰路へ。

１日目 ２日目

【伊賀上野城見学】

【昼食：松坂牛】

【瀧原宮参拝】

【鳥羽（扇芳閣）宴会】

【中締め千田さん】

【豊受大神宮（外宮）】

【皇大神宮（内宮）】【司会：種村さん】



活動事例❷…秋の一泊レクレーション ２０２０．４．１６
11

収支実績（円）

実施考察

収
入

支
出

項目 @ 人数 計

会費 ２２，０００ ２６ ５７２，０００

補助金 ５，０００ ２６ １３０，０００

合計 ７０２，０００

項 目 計

名鉄観光支払い：バス代、宿泊費他 ７６２，７７０

名鉄観光支払い：４日夕食時の飲み物代 ４６，２４４

立替え分：バス内＆２次会飲食代及びお土産代 １９，８６７

合計 ８２８，８８１

差引額：特別会計より補填 -１２６，８８１

◆ここ数年に比して、参加者が２６名（目標４０名）と少なかった。
◆現役(再雇用会員）等が参加し易い日程として、１１月４日（祝日）、５日（火）を設定したが、
三連休の最終日で有った為、既に家庭サービス等事前の予定を組み込んでいる会員が多く、
秋レク参加にはマイナスとなった感有り。実施日程の吟味が次年度実施への反省材料である。
◆今回は、元号変更元年と言うことで、「伊勢の神宮」を中心とした一泊旅行で企画したが、
伊勢は個人的に何度も行っていると言うことで見合わせた方も多数いたのではと推察。

◆今回は、元号元年（伊勢の神宮参詣）と昼食を含めた食事の内容をより吟味し、又、実施内
容の環境（バスガイド、城や神宮の案内充実）を重視して実施した。
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■実施日：１月２５日（土） ■参加人員：９３名
■開催場所：ホテルプラザ勝川

【式次第】
◇地区代表挨拶：籠谷会長
◇事務局長挨拶：赤川治久さん
◇会員代表挨拶：仲谷裕茂さん
…会食・歓談…

◇年男＆新会員記念撮影
◇マジックショー＆ドジョウ掬い
◇新会員代表挨拶：清水国男さん
◇カラオケ大会
◇頭の体操・おもしろクイズ
◇中締め：伊藤康秀さん

【仲谷さん挨拶】【赤川さん挨拶】【籠谷会長挨拶】

【年男＆新会員】

【ドジョウ掬い】 【伊藤さん中締め】

【新会員清水さん】

【おもしろクイズ】

【マジック】
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■同好会活動状況について
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世話人 担当幹事
２０２０/３ ２０１９/３ ２０１９年度 2018年度 傾向

ゴルフ 川久保 川久保 ６９ ６９ １６３ １６４ 前年比：９９％

歩こう会 西村 渡邉 ３７ ３７ ２１３ ２１６ 前年比：９９％

カラオケ 佐藤 小島 １０ ９ １２４ １３４ 前年比：９３％

写真 西尾 西 ４ ４ ４４ ５６ 前年比：７８％

書道 染野 籠谷 ５ ５ １６７ １６２
前年比：１０３％

ＰＣ・ｽﾏﾎ 西 平野 １６ １７ １１２ ６５ 前年比；１７２％

囲碁 中尾 清水 １２ １４ １３８ １５６ 前年比：８８％

釣り 道田 太田 ７ ７ ２５ ３０ 前年比：８３％

テニス 太田 太田 １７ １６ １４６ ９８ 前年比：1４９％

計 １７７ １７８ １１３２ １０８１ 前年比：１０５％

会員数（人） 延べ参加人数

【考察】
会員数は１名の減、延べ参加人数は１,１３２名（前年比105％）という結果でした
でした。テニス、PCスマホは前年比大幅増と貢献、2019年度の同好会活動貢献賞は
テニス同好会に決定。
※2月後半から新型コロナウィルス感染防止対応に伴い活動自粛で活動低下。
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同好会名 開催日 会費 世話人 担当幹事

ゴルフ
（悠楽会）

年４回
4,6,9,11月

1,000円／年
川久保 清 0572-25-1992
k-kawa@ob.aitai.ne.jp

川久保 清 0572-25-1992
k-kawa@ob.aitai.ne.jp

歩こう会
月１回
第３金曜日

1,500円／年
西村 静雄 0568-91-0354
rich@me.ccnw.ne.jp

小山 光幸 0568-53-1080
mitkoyamajp@yahoo.co.jp

カラオケ
月２回
第2･4金曜日

なし（都度清算）
佐藤 利明 0568-83-0406
toshiaki1610@yahoo.co.jp

小島 正三 0568-78-2461
saki@mc.ccnw.ne.jp

写真
月１回
第２木曜日

3,000円／年
西尾 達也 0568-84-4019

tatuya_n@js5.so-net.ne.jp

西 久夫 0568-32-2321
1s19-kousyu13nh@aikyuren.com

書道
月３回
第1,2,3水曜日

3,000円／年
染野 義治 0568-33-1751
yk-someno23@ma.ccnw.ne.jp

西 久夫 0568-32-2321
1s19-kousyu13nh@aikyuren.com

ＰＣ・ｽﾏﾎ
月１回
第１水曜日

1,000円／年
西 久夫 0568-32-2321
1s19-kousyu13nh@aikyuren.com

平野 功 0568-88-7536
Mescwork1ihtrekker@yahoo.co.jp

囲碁
月２回
第2･4水曜日

2,000円／年
一ノ瀬 浩一 0568-88-3995
x77x90gid33gqh8ytnsv@docomo.ne.jp

清水正幸 0568-84-7301
tulip-h.0115@heart.ocn.ne.jp

釣り
年４回
都度連絡

1,000円／年
道田良司 0574-65-1693

michida@tg.commufa.jp
太田 稔 0568-83-9569
shhpb408@yahoo.co.jp

テニス
月２回
第２・４火曜日

1,000円／年
太田 稔 0568-83-9569
shhpb408@yahoo.co.jp

太田 稔 0568-83-9569
shhpb408@yahoo.co.jp
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■２０１９年度 会計実績
（２０１９年４月～２０２０年３月）
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【２０１９年度：２０１９年４月～２０２０年３月】

収 入

支 出

項 目 ２０１９年度実績 摘 要 ２０１９予算 予算比
前 期 繰 越➀ 505,731 505,731 0

地 区 助 成 金 459,000 100,000円+359人×1000円 460,000 -1,000
利 息 7 6 1
雑 収 入 10,000 0 10,000
小 計 ② 469,007 460,006 9,001
合 計 974,738 965,737 9,001 

項 目 ２０１９年度実績 摘 要 ２０１９予算 予算比
通 信 費 46,773 行事案内はがき、送料 47,000 -227
会 議 費 208,784 世話人懇談会、納涼懇親会（雨のため中止） 248,800 -40,016
事務消耗品費 14,642 プリンタｰインク他 15,000 -358
交 通 費 83,150 地区幹事会他 96,050 -12,900
同 好 会 費用 9,900 同好会感謝金 10,000 -100
行 事 費 用 293,294 新年懇親会、秋レク補填等 203,080 90,214
小 計 ➂ 656,543 619,930 36,613

次期繰越①+⓶-➂ 318,195剰余金 (②－➂=187,536円) 345,807 -27,612
合 計 974,738 965,737 9,001 

（単位:円）
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■２０１９年度監査報告
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■２０２０年度 活動計画（案）

審議事項
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基本の考え方 ※第３２回定期総会議案書の方針を継続
松寿会の活動は「会員相互の友愛と連携の精神に基づき会員相互の
親睦を深めること」を目的に、各地区の活動を主体に本部との連携を
図りながら活動の高位平準化を図ります。

❶組織体制：会長、副会長（地区代表）、幹事６名、地区委員４名で運営。
・会長職、会報編集、ＨＰ管理の春日井地区専任化を継続。
・新入会員加入率を上げる活動を展開

❷運営方法：引き続き同好会活動活性化、イベント参加向上及び情報提供（会報
ＨＰ）の充実に注力。特に、同好会世話人会は春・秋の年２回開催で
連携強化を図る。

❸財政面 ：予算計画に基づき、予算内での運用を図る。
❹社会貢献：松愛会（中部）連携のボランティア活動及び会社・組合主催のウォーク

＆クリーンフェスタへの参加など。
❺情報提供：ＨＰの情報提供をタイムリーに継続。

会員活動事例紹介、同好会のオープン参加、イベント案内などの充実
を図る。

❻パナソニック支援他：チラシの配布や会報等による情報提供、福祉支援ＰＧＵ加入
などを呼び掛けします。

具体的な取り組み項目
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氏 名
（敬称略）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
2017年度
変則期

2018年度 ２０１９年度 ２０２０年度

籠谷 地区委員 幹事 ⇒
会長

（地区代表）
⇒ ⇒ ⇒ 会長

清水
地区委員
１０月～ 幹事

地区代表
（副会長）

平野 幹事 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

渡邉 地区委員 幹事 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 地区委員

太田 地区委員 幹事 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

小島
地区委員
４月～

幹事 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

川久保
地区委員
４月～

幹事 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

西 地区委員 ⇒ ⇒ 幹事 ⇒ ⇒

小山 地区委員 ⇒ 幹事

種村 地区委員 ⇒ ⇒ ⇒

奥村 地区委員 ⇒ ⇒

後藤 地区委員

体制 清水さん：地区代表（副会長）、小山さん：幹事、後藤さん：地区委員
渡邉さん：幹事→地区委員、太田垣さん＆安藤さん：退任
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◆原則 毎月第３木曜日 １３：３０～１５：３０頃（一部行事日程を踏まえ変更有り）地区幹事会

日時 項 目 場 所 備 考

2020.04.10（金） ■第32回定期総会（議案書持回り） ・・・

2020.04.16（木） ◇地区総会（地区役員代議員会議） Ｋ棟松寿会事務所

2020.05.15（金） ■第1回全体幹事会＆新旧役員懇親会 Ｈ棟ｹﾞｽﾄﾙｰﾑＡ

2020.05.？（土） ◇春のウォーク＆クリーンフェスト 尾張広域緑道

2020.05.22（金） ■歴代会長座談会 Ｈ棟ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ

2020.06.18（木） ◇同好会世話人（前期）、懇親会

2020.07.22（水） ■第1回三役会※物故者慰霊祭
PES共栄.（興勝

寺）

2020.08.21（金） ◇納涼懇親会、納涼大会 Ｈ棟集会室

2020.10.未定 ◇秋のウォーク＆クリーンフェスト 尾張広域緑道

2020.11. 19（木） ◇同好会世話人会（後期）、懇親会

2020.11未定 ◇松愛会中部連携「チョコボラ」活動 愛・地球博公園

2020.11.27（金） ■第2回全体幹事会 Ｈ棟２ＦゲストＡ

2021.01.15（金） ■第2回三役会 Ｈ棟2ＦゲストＣ

2021.01.23（土） ◇新春懇親会 ホテルプラザ勝川 ■本部行事
◇地区行事

※３０周年記念、３地区合同旅行は開催時期保留。
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■２０２０年度予算計画（案）

審議事項
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【会計期間：２０２０年４月～２０２１年３月】 （単位：円）

項 目 ２０２０年度予算 摘 要 ２０１９実績
前 期 繰 越➀ 318,195 505,731 

地 区 助 成 金 462,000 100,000円+362人×1000円 459,000 
行 事 費 用 500,000新春500,000 1,471,500
利 息 7
雑 収 入 10,000
小 計 ② 962,000 1,940,507
合 計 1,280,195 2,446,238

項 目 ２０２０年度予算 摘 要 ２０１９実績
通 信 費 47,000 行事案内はがき、切手等 46,773 
会 議 費 250,060 世話人会172,160、納涼懇親会等77,900 208,784 
事務消耗品費 15,000 プリンタｰインク、コピｰ用紙等 14,642 
交 通 費 96,680 幹事会@7,600×12回、世話人会他5,480 83,150 
同 好 会 費用 10,000 9,900 
行 事 費 用 663,230 新春663,230 1,764,794 
小 計 ➂ 1,081,970 2,128,043

次期繰越①+⓶-➂ 198,225剰余金（②-➂=△119,970） 318,195
合 計 1,280,195 2,446,238

収 入

支 出



終了
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２０１９年度同好会活動

「感謝状」授与

テニス同好会殿

延べ参加人員：１４６名
（前年９８名） １４９％

見本

テニス同好会

清水正幸

２０２０年６月１８日


