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令和３年７月度 洋友会四国                      会報Ｎｏ.１０２ 

編集日 ２０２１年７月１日 

 

Ⅰ．四国地区会員状況 

<訃報 > 

 愛媛ブロック石丸俊二さんの奥様さち子さん（６５歳）が亡くなられました。 

 葬儀は時節柄家族葬で行われました。ご冥福をお祈りいたします。 

 四国地区会員数  １０５名（７月１日現在）と変わりありません。 

 

Ⅱ．令和３年度 四国地区洋友会総会のご報告 

コロナウィルスの感染拡散予防の一環として 4月 18日に開催を予定していた「洋友会四国

地区総会」は中止となりました。それに伴い今年は各議案の認否を「はがきによる投票」で

行わせて頂きました。 

投票の最終結果は以下の通りとなりましたのでご報告させていただきます。 

●令和３年度 洋友会四国地区総会議案投票結果報告（最終確定） 

５月 7日、総会議案への投票の最終集計結果を報告いたします。 

下表のように７０通の投票があり全員が「承認」にチェック頂きました。 

地区 会員 投票数 投票率 全議案承認 一議案でも反対 

香川 49 35 71.4％ 35 0 

愛媛 28 19 67.9％ 19 0 

徳島 14 8 57.1％ 8 0 

高知 14 8 57.1％ 8 0 

計 105 70 66.7％ 70 0 

よって、 

第１号議案 令和２年度 会務報告               

第２号議案 令和２年度 会計報告  ・令和２年度 監査報告 

第３号議案 令和３年度 役員選任 

第４号議案 令和３年度 活動方針 
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第 5号議案 令和３年度 予算計画 

の 5議案は全会一致で可決承認されました。 

承認された活動方針は 

令和３年度 三洋電機洋友会本部 活動方針 

 「洋友会の再構築にチャレンジしよう！」 

 平成元年に設立された洋友会は今年で３３年を迎えることが出来ました。これも三洋電機と三洋電機労

働組合、そして先輩皆様の多大なご理解とご支援の賜物であり、深く感謝申し上げます。昨年は、新型コ

ロナウィルス感染拡大の影響から、活動自粛状態が余儀なくされましたが、WEB 会議システムを導入す

ることで最低限のコミュニケーションは取れたものと考えています。 

令和３年度は、現在抱えている大きな課題である、高齢化と会員減少等は施策検討委員会を軸に引き続き

検討を進めてまいりたいと思います。 

洋友会本部 本年度の重点活動として、 

１． 一昨年から、施策検討委員会にて課題解決に取り組んでまいりましたが、本年度は『活動活性化会

議』として本部・地区一体となって地区の活動に重点をおいた取り組みを進めていきます。全国１

５地区を５ブロックに分け、本部幹事がそれぞれの地区を担当し、本部と地区との連携を深め地区

における課題を抽出し、解決に向けて取り組みます。 

主な取り組みとして、 

（１） 新入会員の入会に関する諸課題と女性会員の入会促進策の検討 

（２） デジタル化の推進 

①新型コロナ感染防止対応策として ZOOM等を使ったWEB会議を 

本部・地区間、さらには地区・会員間で開催できるようサポート 

②地区の業務の中で本部への提出届出を効率的に行える等、地区業務の効率化を進める。 

（３） 広域地区については、活動範囲を細分化しZOOM 等を活用したエリア別の活動の推進 

２．会員であるメリットの浸透化、福利厚生関連の活用拡大と新規提携先の発掘を進めていきます。 

３．パナソニックグループＯＢ会との積極的な連携によって、双方のメリットを取り入れた活動の活性化

に繋げます。 

そして、現状の実態を踏まえながら時代の変化にも対応し、課題解決に積極的に取り組み、魅力ある楽し

い洋友会を目指して活動を進めていきましょう。 

１．健 康：・ホームページや地区だよりを通して健康情報の提供と人間 

       ・家庭常備薬斡旋販売の活用 

・スポーツやクラブ活動への積極的な参加促進 

２．親 睦：・クラブ活動、趣味の会、より多くの会員が参加できる地域単位での集まり等の実施 

・定期的な親睦会、懇親会等の実施 

       ・社会的関心事や話題のセミナー開催の実施 

        ・パナソニックOB会連絡会に加入しているOB会との地区毎の活動連携 

 ３．社会貢献：・『プルタブを集めて車椅子を贈ろう運動』の継続実施 

     ・『みんなで“AKARI”アクション』の取り組み促進 

     ・クラブ活動を通して、地域社会貢献活動の推進 

    ・個人参加による地域社会貢献活動の推進 

        ・パナソニックエコリレージャパン(環境保全活動)への参画 

４．その他： ・パナソニックグループOB 会との情報交換 

        ・会社との定期的なコミュニケーション及び幹事の団体障害保険への継続加入 

・本部ホームページを活用したタイムリーな情報提供 

・生活に密着した健康・住まい・保険・介護等の情報提供 
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洋友会四国地区 本年度の重点活動として、 

５．洋友会四国地区 健康推進活動に積極的にご参加下さい。 

『健やかに四国 88ヶ所を歩こうPart2』 

会員の『健康と体力維持』はこれしかないとの信念でご提案いたします。過去 3 回 28 名、31 名

28 名の参加申込書を戴いている企画ですが、今年も各自の『歩数計』を使用して個人の体力に応じ

てご参加頂けるよう到達目標を個人設定して挑戦します。決して 2000ｋｍ完歩は求めません！ 

詳細及び 参加申込書は事務局 米元さんまでメール、又は郵送等で送付下さい。 

６．増会員活動～四国地区は常に 100名以上をキープする。 

三洋電機グループ退職の非会員に、もう一度声を掛けて、誰もが持っている『三洋愛』を訴求して

入会を促そう。 

７．社会貢献活動の継続実施 

①今年も『プルタブを集めて車椅子を贈ろう！』運動を実施して参ります。 

集会の時にご持参下さい(担当 松尾さん(香川)  

②『みんなで“AKARI”アクション』の取り組み促進 

８．懇親会等 

定期総会を残念ながら開催できませんでしたので、新型コロナウィルスが収束めどがたてば、『懇

親会』を開催したい。場所等については後日検討予定。 

 

Ⅲ．第 4弾『健やかに 88ヵ所を歩こう・Part２』 のご案内 

「健やかに 88ヶ所を歩こう・Part2」については 3密になるおそれは少ないことより、予定

通り実施することとしました。その他の企画については、新型コロナウィルス感染拡大が 

終息するまで見合わせることになりました。一日も早く普通の日常が戻ってくることを  

願っています。 

５月１２日現在 の参加者は 香川ブロック １９名   愛媛ブロック  ８名 

高知ブロック ９名 徳島ブロック ２名 参加者合計 ３８名 （前年は２８名参加）  

参加率 36.2％となり、ビッグイベントに なりました。 

香川地区 １９名 

滝 正光 600㎞ 貞廣 信幸 1,000km 白髪 隆 1000km 

池上 要 2,000㎞ 野村 錦一 1,500km 矢木 博美 600km 

内海 清司 2,000㎞ 森  崇 300km 伊藤 忠男 600km 

續木 雅行 1,000㎞ 四宮 英明 1,000km 福永 松男 1,000㎞ 

松尾 伸之 1,000㎞ 横田 一彦 1,000km 高木 繁雄 1,000㎞ 

道永 新一 1,000㎞ 前田 一功 1,500km 

久保 仁 1,000㎞ 大塚 吉数 1000km 
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愛媛地区 ８名 

米元 幸男 1,500㎞ 大野 昇二 600km 町田 典之 600km 

金子 邦生 1,000㎞ 藤田 健三 1000km 渡部 進 1,000㎞ 

宇和川 正蔵 1,000㎞ 大西 完直 600km 

高知地区 ９名 

田中 究 2,000㎞ 清水 勉 1200km 漆原 慧 1000km 

小笠原 秀郎 1500km 西岡 博典 1000km 瀬留 勝 600km 

楠瀬 義和 1500km 岡田 徹 1000km 山地 雅夫 600km 

徳島地区 ２名 

稲井 政雄 600km 中野 義勝 600km 

 

まだ参加申込をされてない方も途中からの参加大歓迎です。 

参加申し込みは地区役員への意思表示だけ、目標数値を教えていただければ登録させていただ

きます。 会員全員の参加を望んでいます。 

※ ９月までの実績を、「米元副会長」まで報告お願いします。 （ 報告は１０月上旬までに ） 

 

 

Ⅳ．トピックス 

  前号（会報No.１０１号）に掲載の、徳島の柿原春男さんから下記のメールが届きました。 

 

【 此度は四国リレーエッセイに続き洋友会夏号にわざわざ掲載されるとの事で真に恐縮に  

存じます。ありがとうございました。 

尚、今回の徳島新聞記事を含め詳しくは Yahoo Japan 及び Google の検索欄で柿原春男を

「検索」すると、色んな活動が掲載されていますので一度参考までにご覧下さい。 

今後も宜しくお願い致します。 】 

 

以上、柿原さんの活動が Webに色々と掲載されています。 
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Ⅴ．クラブ活動報告   

登山部 

 春は、５/１０に「西赤石山登山」のご案内をしていましたが、新型コロナウィルス感染拡大

防止の為、やむなく中止としました。秋も計画中で実施の時は別途案内致します。 

 ゴルフ部 

  現在、全体での大会は新型コロナウィルス感染拡大防止の為、中止しています。 

  尚、各地区内でのゴルフは実施していますのでお問い合わせください。 

  今後の洋友会ゴルフ同好会についての要望、ご意見などを下記宛てご一報ください。 

  ゴルフ担当：松尾さん 携帯 090-1574-7447 

 グランドゴルフ同好会 

  毎週水曜日（雨天は中止）に仏生山公園で練習しています。自然の中で、ストレス解消、   

運動不足の解消で楽しく汗を流しています。ぜひ参加お願いします。 

 彫刻同好会 

５月１６日は、コロナ禍の為コミュニティセンター休館で中止しました。 

６月から第一日曜日、第三日曜日開催で活動を再開しました。 

ハイキング同好会 

ハイキング同好会活動報告  

５／３ 屋島寺参詣登山  ９名（友人１名） 写真添付 

    ６／１ 日山登山    ７名   

    ※全員が険しい登山道を休みながら登頂し、下山しました。 

  

 

 

 

屋島寺参拝登山 

  ７/１は、あじ竜王山公園（遠見山のろし台山頂からの瀬戸内海一望） 
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Ⅵ．社会貢献 

☆ プルタブを集めて車いすを贈ろう 

現在報告がきている状況は、高知市に 30kg程度、愛媛県と香川県含めて 50kg弱あります。

この内、高知ブロックからは令和 3 年 5 月 28 日に楠瀬さんが、下記送り状で 30Kg の内 

25Kgを発送していただいています。（発送は 25Kg単位） 

高知ブロックの皆様には、たくさん集めていただきありがとうございました。 

■ 会員の皆様におかれましても、プルタブ回収の推進をして頂いていると存じます。 

本来であれば総会、役員会などの折に持ち寄ってもらうのですが、今コロナ禍の中で纏めること

ができない状況の為、高知からは今回直接送っていただきました。 

つきましては現在、回収プルタブをお持ちの会員様は下記へご一報頂ければ幸いです。 

※  プルタブ 担当  :松尾  ： 携帯  090-1574-7447 

   

     高知ブロック 楠瀬さん          他地区から発送荷姿見本 

 

高知ブロックからのプルタブ送り状 

 ⋆ご参考：２５ｋｇは上記写真の 3袋の内の 1袋です。 
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Ⅶ． 洋友会本部及び四国地区からのご連絡 

会報誌「洋友」令和 3年秋号 ・ 令和 4年新春号 企画について（お願い） 

「秋号」 

・表紙「各地の秋の風物詩」 

      紅葉・銀杏と神社仏閣・並木道、祭り、味覚、月見等  ※写真でも、絵画でも 

   ・特集ページ①ご当地の秋の風物詩 

          郷土の民俗文化財の紹介、伝統的な秋祭り、郷土の秋を感じる食べ物等 

②オリンピック観戦記、競技場での観戦やテレビ観戦の体験記 

         ③コロナ禍での自粛生活の工夫      ※ 1000字程度の原稿と写真 

・洋友会だより ①洋友会活動再開の活動紹介  ②洋友会でのWeb]活用の紹介 

・その他    ①一般投稿 （※1000字以内の原稿と内容に関わる写真 2～3枚） 

②俳諧・川柳、ナンプレ、 

※ 秋号の原稿の投稿締め切りは 8月 17日です。 

「新春号」 

１．表紙「新春にふさわしい華やかな絵柄」→  初参り、10日恵比寿、新春行事等 

２．年始ご挨拶  ①三洋電機洋友会小林会長 ②三洋電機(株) 井垣社長 

３．特集ページ①「各地の年末・年始の風物誌」各地で実施の地域振興行事、伝統行事等 

   ※ 1000字程度の原稿と写真、現在のカラー顔写真 

②「寅年・年男の抱負」  ※200字以内、全地区 1～2名の応募 

   ※ 別途年男様にご案内いたしますのでご協力お願いいたします。 

４．洋友会だより  ①我が地区の今年の洋友会活動 

明るい・ときめきの活動企画、WEB活用の紹介 

          ②洋友会活動への参加会員を増やす企画の紹介 

５．その他     一般投稿（※1000字以内の原稿と内容に関わる写真 2～3枚） 

俳諧・川柳、ナンプレ、 地区の活動記録 

※ 新春号の原稿の投稿締め切りは 11月 9日です。 
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■ 四国地区の活動状況 

①4月 18日午後 1時から香川ブロック幹事会開催 

総会資料、四国だよりなどの打ち合わせと発送作業 

②6月 16日 10時 30分から編集委員会打ち合わせ→四国だより夏号 

③7月 4日午後 1時から香川ブロック幹事会開催予定 

四国だよりなどの打ち合わせと発送作業 
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● 人命救助のニュース 

「山で不明男性発見救助」の記事が、５月１３日の読売新聞、ｍｓｎニュース、 

５月１５日の四国新聞に掲載されました。 

 散歩に出かけ、行方不明になっていた高齢男性を山中で発見し救助したとして、 

香川県警琴平署と琴平地区防犯協会連合会が１２日、同署で、高松市内に住む男女 

４人に感謝状を贈った。 

この４人のうちの一人が洋友会香川地区の、坂川勝彦さんで、４月２３日午前、 

４人で登山中に山の中腹で脚に擦り傷負った高齢男性を発見、異変を感じ警察に通報。 

「偶然でも助けることができてよかった、今後も何か気付いたことがあれば声かけを 

していきたい」と話していた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ５月１３日 読売新聞記事 
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● NHK「ゆう６ かがわ」のニュース番組で放送 

 

香川ブロックの滝さん撮影の写真が 6月 22日ＮＨＫ高松「ゆう６ かがわ」の 

「わたしの一番」のコーナーで紹介されました。 

滝さんは山歩きが好きで、デジカメを常に携行して山行記録を作成しています。 

今回は友人と 3名で、さぬき市造田の石鎚山へ登り、下山中に撮ったスナップ写真です。 

 

      タイトル「梅雨の合間のご褒美」  

                             

夏咲きのコスモスです！ 

 

                               5月２５日撮影 

 

                               今年は、梅雨入りが早かった為 

 

                               このタイトルにしました。 

 
                              

 

          撮影場所：野間池の近く 

※投稿はスマホからも簡単にすることができますので、是非チャレンジしては如何でしょうか？ 

 

 

Ⅷ． リレーエッセイ 

第９１号は 香川ブロックの 久保 仁さん 「米寿を迎えて」 

（別紙、添付しておりますのでご覧ください。） 

Ⅸ． 健康管理ニュース 

   ４月号 「リンパの流れを良くしよう！」  

  ５月号 「本当の美味しさ、感じていますか？」  

  ６月号 「水の違いで効果が変わる？」 
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● 会員各位の趣味のご紹介コーナー 

愛媛ブロック 金子相談役製作の木工作品です。 

  
 

 

  
 

 

＊お願い：会員各位の趣味なんでも投稿ください。洋友会の皆様に紹介させていただきます。 

担当：大塚 090-9774-5338 

 

創作家具と刻字作品「寿」 参考：お店紹介 

お孫さんに創った勉強デスク 木工作品 
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２０２１年の 「祝日」 に要注意！ 

 

 

※ 洋友会四国地区ホームページのスマホでの閲覧について 

下記の QRコードからスマホで閲覧をすることができます。 

 

洋友会四国地区閲覧用 QRコード 

※ 追伸 会員の皆様で、「住所」「メールアドレス」「電話番号」等の連絡先が変更になった時

各ブロックの連絡係まで、速やかにご一報いただけますようお願い致します。 


