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会員の皆様、謹んで新年のお祝いを申し上げます
洋友会大東地区だより新年１月号をお届けいたします。今年も洋友会幹事一同皆様のお役に立
つよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。
洋友会大東地区

◇洋友会大東地区会長

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、大過なく健やかな年を、迎えられていることと思い
ますがいかがでしょうか。1 年が年ごとにとても速く感じられ、年に追われて
いるような感じもします。昨年 8 月のリオ・オリンピック・パラリンピックの日本
の活躍でときめきと感動をもらい、久方ぶりに体が奮い立つようでした。ま
た、11 月のアメリカ大統領選挙では、世紀の醜い選挙戦と言われ、結果は予
想に反し、暴言王と言われたトランプ氏が勝利し、先行き不安材料を残した
ように思います。今後は、国内外を安定化させるかじ取りをして頂きたいも
のです。既にイギリスがＥＵを離脱することを決めており、残忍なＩＳ（イスラム国）のテロは続き、北
朝鮮の核開発、各国の紛争もあり、世界情勢は混とんとして不透明感を増しているように思いま
す。
国内に目を向けてみますと、地震・水害で陣大なる被害を受けられた方々にお見舞いを申し上げ
ます。また、事件・事故・虐待・いじめと、悲しい出来事が多すぎて心が痛みます。そんな中で、大隅
良典教授のノーベル賞受賞は、日本人 3 年連続受賞で朗報でした。2020 年の東京オリンピック・パ
ラリンピックの会場・予算問題と懸案事項が多数あるようですが、その解決をどのようにするのか、
関心のあるところですが無事の開催を祈るのみです。パナソニックが、三洋ブランドのテレビ販売
をインドで 8 年ぶりに復活していたとの新聞報道には、三洋ＯＢとしてとてもうれしく思いました。ス
ポーツでは、パナソニックワイルドナイツが決勝トーナメントに進出で 4 連覇が期待されます。
洋友会の活動推進ができますのも、会社と洋友会会員の皆様のご支援・ご協力のおかげと感謝
している次第です。洋友会の活動は、皆様の参加によって支えられています。年と共に参加者が減
少気味に感じられます。洋友会行事は、旧交を深め、また心身をリフレッシュする良い機会であると
ともに、さらに新しい出会いもあり、脳の活性化にもつながると思います。皆様の参加をお待ちして
おります。今年も、幹事一同精一杯活動推進に努めてまいります。昨年同様、今年も洋友会に一層
のご支援・ご協力を受け賜わりますようお願い申し上げます。
皆様のご家族のご健康とご多幸を、また今年がよい年になりますよう祈念し、新年のご挨拶とい
たします。
１

◇各クラブ活動紹介と行事案内
☆第 60 回大東洋友会ゴルフコンペのご案内
詳細な案内は来月送付しますが、会員各位におかれましては、今から日程調整をお願いします。
開催日 ： 平成 29 年 3 月 28 日（火）
場 所 ： 加茂カントリー倶楽部 東コース
集 合 ： スタート 9 時 30 分から
ＩＮ／ＯＵＴ同時スタート
費 用 ： プレー費 8,280 円（昼食代含む）、コンペ費 2,000 円（会食等）
（担当 梶原）
☆園芸クラブ今年の抱負と活動紹介
年々、取り巻く環境例えば気候的な厳しさが増す一方で、会
員の体力は落ちていきます。そうした中での菜園活動は如何に
あるべきかが問われるクラブ年齢になってきました。そこで、今
年はできるだけ楽をしつつ、かつより良い菜園経営をしたいと
いう一寸欲張った目標を持って取り組んでいきます。
種苗会社の見学、クラブ員の菜園深訪等、座学以外の勉強も
取り入れていきます。担当リーダーを決めて菜園・栽培経験な
どを紹介してもらうまた、勉強会では、出口アドバイザー（写真）に目標に沿ったテーマで講義をし
ていただきます。
今年の月例会講習テーマの概要
2 月 16 日（木）
・大和農園の講習
4 月２０日（木）
・省力栽培、健康志向、袋栽培について
6 月２９日（木）
・連作障害の原理と対策について
・ミニトマトコンテスト
８月 17 日（木）
・農薬もある程度使う
・勘違い栽培について
１１月 16 日（木）
農場見学会
１２月 21 日（木）

（担当：大和農園）
（担当：加納リーダー）
（担当：高橋リーダー）
（担当：丸山リーダー）
大和農園圃場

今年の反省、来年の計画
（担当

◇企業スポーツの紹介
☆ラグビー試合結果(ジャパントップリーグ)
第 10 節
12 月 4 日（日） ３４－２５ 対クボタ （大田・群馬）
第 11 節
12 月 10 日（土） １４－６９ 対ホンダ （花園・大阪）
第 12 節
12 月 18 日（日） ４５－１７ 対リコー （秩父宮・東京）
トップリーグは、これまで 12 試合が行われワイルドナイツは 1０勝
2 敗で 3 位をキープしています。残すところ 3 試合となりましたが、
是非全勝で終えてほしいと思います。（写真は、リコー戦）
２

園芸クラブ

早川）

☆アメリカンフットボウル試合結果（Ｘリーグ）
セミファイナル

11 月 27 日(日)
６－９
対オービックシーガルズ（ヤンマーＳＴ）
Ｘリーグセミファイナルで 2 年連続ジャパンＸボウル進出をかけ、
インパルスはオービックシーガルズと対戦しました。試合は、強い
雨が降り続ける中、たがいに得点が取れないロースコアでの展開
となり、3―3 でついに延長タイブレイクにもつれ込む大接戦とな
りました。タイブレイクは、残り 25ＹＤからの攻撃を交互にして、得
点が多かった方が勝つ形式です。先攻となったインパルスは、3 点
を取りますが、次のシーガルズの攻撃でタッチダウンが決まり６－９となりインパルスが惜敗しまし
た。あと一歩及ばず、連勝を目指したインパルスのシーズンは、ここで終了となりました。来季は、
今よりさらにチームを鍛えあげ、日本一を奪取してほしいものです。選手の皆さん本当にご苦労様
でした。ありがとうございました。
(写真は、オービックシーガルズ戦)
☆バレーボール試合結果
・平成 28 年度天皇杯全日本バレーボール選手権大会の結果
ファイナルラウンド 2 回戦 12 月 17 日（土） ３－０ 対日本体育大学(東京体育館)
準々決勝
12 月 18 日(日) ０－３ 対サントリーサンバーズ(東京体育館)
天皇杯のファイナルラウンドが、東京体育館で開催されました。パナソニックパンサーズは、2 回
戦で日本体育大学と対戦し３－０のストレート勝ちをしましたが、次戦の順々決勝でサントリーサン
バーズと対戦し、0－3 で負けました。
・Ｖ・プレミアムリーグの結果
8 試合
11 月 27 日（日）
３－０
対ＦＣ東京（大田区総合体育館９
9 試合
12 月 3 日(土)
２－３
対堺ブレイザ－ズ（島津アリーナ京都）
10 試合
12 月 4 日（日）
３－０
対サントリーサンバーズ（島津アリーナ京都）
11 試合
12 月 10 日（土）
３－１
対ＪＴサンダ－ズ（パナソニックアリーナ大阪）
12 試合
12 月 11 日(日）
０－３
対東レアローズ（パナソニックアリーナ大阪）
Ｖリーグは、5 試合が行われ 3 勝 2 敗となりました。平成 28 年の試合は、
すべて終了し次戦の 13 試合は平成 29 年 1 月 7 日（土）対豊田合成トレ
フェルサ（津市体育館三重）となります。これまでの 12 試合の勝敗は、
10 勝 2 敗となっております。
（写真は、Ｖリーグ 12 試合東レ戦）

◇機関誌「洋友」春号の企画会議が開かれました
本部が発行しております機関誌「洋友」春号（平成 29 年 4 月 1 日発行）の企画会議が開催されま
した。今回の会議では、春号への掲載記事の内容確認と今後の「洋友」の特集記事、会員の皆様か
らのご意見の収集活動等が議論されました。内容の概略についてご報告いたします。
１．来年度の特集記事
春号「郷土の春」、夏号「夏祭り」、秋号「私の健康と運動」として各地区担当を決める。
３

２．各地区工場の現状について
春号では、「三洋電機滋賀工場・岐阜工場」の今を紹介します。夏号、秋号については、「佐賀三洋」
「島根三洋」「三洋精密」等関連会社の現状について掲載をしていきます。
３．春号より「パナソニック情報」を掲載する
新商品情報、パナソニックのボランティア活動の紹介（ＥＣＯ ＲＥＬＡＹ）、企業スポーツ情報等
４．今後の「洋友」紙面の充実、発行回数、特集記事等について会員の皆様からの御意見をお聞きす
るためアンケート調査を実施する。
以上が、会議概略となります。洋友会としては、会員の皆様との接点として「洋友」の発行は意義が
あるものと思っておりますが、今後も継続させるためにも内容の充実等を図っていくことが必要と
考えております。是非、ご意見をお聞かせください。
（担当

中山）

◇新春恒例の三者(会社・組合・洋友会)懇談会を開催します
例年開催をしておりました新春恒例の三者（会社・組合・洋友会大東地区）懇談会を今年も開催す
ることにしました。皆様ご存知のように三洋労組は、昨年解散をしましたが、三洋電機は法人として
大東地区に本社を移転し現在も継続されております。また、労働組合も大東地区の担当としてパナ
ソニックコーポレートユニオン本社支部の前三洋労組役員が担当されております。したがって、今現
在の三洋電機の状況（経営、国内外の工場、今後の方針等）、大東事業所の現状と今後についてお
聞きしたいと思っております。懇談会の内容等については、大東地区だより 2 月号でご報告いたし
ます。
開催日 ： 平成 29 年 1 月 12 日（木）
１２：００～
場 所 ： 大東事業所６０１号棟 コンファレンスルーム
出席者 ： 三洋電機
堀口取締役
パソナ・パナソニックビジネスサービス(株)
中井マネージャー
パナソニックコーポレートユニオン本社支部
澤田副委員長
洋友会大東地区
三宝会長、水原相談役、全幹事

◇今月度プルタブ収集のご協力者を紹介します
12 月のプルタブ・切手収集ご協力者を紹介します。
プルタブの収集 ： 増田 松太郎様、乾 英三様、小西 昌様、小田嶋 秀雄様、廣谷
切手の収集
： 廣谷 和彦様、乾 英三様、西 敏行様
大変ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

和彦様

◇今月度 金婚（50 周年）お祝いのご紹介
・永澤 光義さん
・森井 茂さん
おめでとうございます。これからも仲良くお幸せに！
☆金婚 50 周年のお祝いを受けられた会員からのお便りを紹介します
今月度金婚（50 周年）のお祝いを受けられた永澤光義さんと森井茂さんからお便りを頂きました
のでご紹介します。
４

＜永澤

光義さんからのお便り＞

＜森井

職場の先輩が部長をしていた書道部を冷やかしに覗いたのがきっかけの職
場結婚です。結婚してからの半世紀を振り返ってみると、山あり谷ありの人
生でしたが、家内と家族、更には周囲の皆様の支えのお蔭で今日に至ったも
のと感謝しています。２００３年の退職以降は、各々の特技を生かして、地域の
ボランティアに励んでいました。ただ、私の方は思わぬ病での病院通いが余
計ですが、何とか二人で異なる道で頑張っています。先輩の皆様方と同様
に、老後の夫婦二人旅を楽しみにと思っておりますが、なかなか日程が合わ
ず、今はせいぜい年に１、２回の一泊旅行で我慢しています。
茂さんからのお便り＞
日本舞踊の稽古を一緒にしていた縁で結婚し、以来早いもので半世紀に
なりました。男女二人の子供に恵まれ、まだ孫はございませんが、親子４人
は元気に暮らしています。定年まで勤め、自分の家を持つことが出来た等、
三洋電機のお蔭と本当に感謝しています。これからは夫婦仲良く、健康維
持のため妻は社交ダンスで楽しみ、私は大東柔道教室での稽古とジム通い
で楽しい人生を送りたいと思っています。

◇新入会員のご紹介（平成 28 年 12 月入会）
山口 照幸さん （最終所属 ソ―ラーサブビジネスユニット）
入会有り難うございました。これからは、洋友会大東地区での活動にご参加ください。

◇悲しいお知らせ＜謹んでご冥福をお祈り申し上げます＞
岩本 修二様

平成 28 年 11 月 23 日ご逝去

享年 72 歳

◇在籍会員数
会員総数

538 名

（平成 28 年 12 月 20 日現在）

◇健康管理情報 12 月号
今月もサンヨー連合健康保険組合より洋友会会員の皆様へ、健康管理情報１２月号（同封）を提供
していただきました。是非読んでいただき、これからの健康管理に役立たせてください。

◇編集後記
会員の皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
毎日寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしですか、大東地区だより新春１月号
をお届けいたします。今年も地区だよりを通じて洋友会の各種活動、行事案内、会社
情報発信、健康情報発信など会員の皆様に読んで、見ていただける地区だよりを目
指したいと思います。
５

写真特集：大東事業所構内の現況
三洋電機がパナソニックに統合された後、営業拠点・製造拠点が大きく変動しております。機関
誌「洋友」では、各地の製造拠点についての現況を各地区からの報告として順次掲載をしておりま
すが、大東事業所も旧い建屋については解体が進められ大きく変貌しております。地区だより今月
号において大東事業所が“今”どうなっているのかを写真でご紹介します。

解体前の 102 号棟

102 号棟跡地の駐車場

解体完了後の 403,404 号棟

解体中の 202,204 号棟

診療所跡地

京セラ入居の 305 号棟

洋友会大東地区宛の連絡・記事投稿は下記ＦＡＸ又は、Ｅ－メールでお願いします。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７２－８７０－３４００
Ｅ－メール
info@yoyu-daitou.dass.jp
洋友会大東地区ホームページアドレス
http://yoyu-daitou.daa.jp/

６

