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◇会社・組合・洋友会三者新春懇談会を開催しました
平成２９年１月に毎年恒例の三洋電機・組合・洋友
会三者新春懇談会を開催させていただきました。
昨年６月に開催をした三者懇談会以降の会社・組合
の状況を聞かせていただきましたので、以下ご報
告いたします。
開催日 ： 平成２９年１月１２日（木）
場 所 ： 大東構内 ６０１号棟 プレステージ
出席者 ： 会社
堀口三洋電機取締役
中井マネージャー（パソナ・パナソニックビジネスサービス（株））
組合
澤田副委員長（パナソニックコーポレートユニオン本社支部）
洋友会
三宝会長、水原相談役、全幹事
☆懇談内容（概要）
１．年頭の挨拶および近況報告
＜三宝会長のご挨拶＞
本年もよろしくお願いします。
今年も三者懇談会を開くことが出来ましたことを先ずもって、そのご配慮に感謝します。三者懇談
会は私達にとって会社の状況等々を知ることの出来る唯一の機会であり、重要な場・懇談と理解し
ています。私からは、洋友会の活動状況を報告します。現在、洋友会は北海道から九州まで 15 地区
で会員数は 4,365 名、大東地区は 538 名です。平均年齢は昨年 74 歳、今年は 75 歳で、若い方の
入会が少ないために平均年齢もこのようになっています。洋友会の活動は、4 つの取組みを基本
としています。一つ目は「人のつながりと趣味を生かす」、２つ目は「楽しみと元気づくり」、３つ目は
「会社等の情報提供」、４つ目は「社会貢献運動」です。大東地区では日帰り旅行を年 2 回、歩こう会
を年 3 回、会報の毎月発行、プルタブを集めて車椅子を贈ろう運動、プルタブは８００ｋｇで車椅子１
台になるそうです。使用済み切手で地球環境を守ろう運動、それからクラブ活動は６つのクラブが
活動しており、ゴルフクラブは年 2 回、囲碁クラブは毎月第 1・第 3 火曜日に、その他ソフトテニスク
ラブ、園芸クラブ、カラオケクラブ、水彩画教室があります。
何はともあれ会員さんの参加がなければ洋友会は成り立ちません。如何に参加者を減らなさない
か。増やすと言いたいところですが、増やすということは年齢もありますので難しく、どうしていこ
うかと頭を悩ませている状態です。今後とも会社・組合のご支援をよろしくお願いします。
＜堀口三洋電機取締役のご挨拶＞
新年になって少し日も経ちましたが、明けましておめでとうございます。
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毎年毎年 1 年経つのが早く、ついこの間この会を開いていただいたような気がしており、もう一年
経ったのかと思います。
会社の状況について、去年もお話しましたが、三洋法人は当面の間存続すると考えられますが、三
洋直轄の仕事については出来る限り軽くしていこうと取組んでいます。２０１８年３月末に出来る限
り今三洋直轄に残っていただいている皆さん方もパナソニック側の組織に入っていただいて、そ
こで三洋直轄の仕事が残っているならば半分はパナソニックの仕事をしながら半分は三洋の残務
もするという形に出来ないかということに去年一年間をかけて仕込んで来ました。メインはパナソ
ニックの仕事をやっていただき、何かあれば三洋のことに動いてくださいと云った形をどうにか作
りたいということなのですが、その目標が先ほど説明した２０１８年３月末ということです。従って、
この先の一年間は去年仕込んだことのもう一段の詰めをやって行きたいと思っています。
因みに２０１７年３月末の見込み人員数は、三洋直轄で１１５名、他に休職者等が 11 名おられ、合計１２６
名です。それ以外では、三洋ハートエコロジー７９名、三洋健保１３名であり、総合計２１８名となります。
これが三洋電機の人事担当が管轄する人員数です。なお、三洋直轄の１１５名のうち、８１名が私の担
当しているＣＳ業務センター（アフターサービス関係）です。
また、大東地区の構内はどうなるのかということについてですが、耐震性の低い建物は既に解体
し、２０６号棟（輸送センター）を除いてサービス補修部品の倉庫として活用しており、現時点では２０
１８年度末（２０１９年３月末）までは補修部品倉庫として活用したいと考えています。２０１９年度には旧
耐震基準の５０１号棟、２０６号棟、３０２号棟を解体しても補修部品が収納可能となれば、残るは新耐
震基準に合致する建物の１０１・１０３・４０１号棟だけになると思われます。そこまでは計画の内ですが、
その先の更に補修部品がもっと減ったらどうなるのか、と云った先々のことまでは現時点では計
画しておりません。補修部品倉庫を外部に借りるとしたら多額の経費もかかることですので、私と
しては補修部品がある限りは大東地区の活用をと思っているところです。
＜中井マネージャーのご挨拶＞
本年もよろしくお願いします。
大東事業所の直近の状況についてですが、昨年１年間をかけまして非耐震の建屋の解体を進め、大
きな事故もなく、無事に完了しました。１０２・２０１～２０５・３０１・４０２・６０３号棟の跡地は更地となってお
り、その後の活用については１０２号棟の跡地だけは来客・従業員用の駐車場として整理し３月くら
いより稼働の予定です。また、構内と云うことでは建屋の解体に伴い交通標識、構内道路の白線な
どが消えているところもあり、その整理も進める予定です。大東事業所の直近の人員数について
ですが、請負派遣社員を含めて京セラを除いて現在３５７名となっております。
それから、私の個人的なことですが、２０１５年４月にパナソニックに転籍となり、PBS㈱（パソナ・パナ
ソニックビジネスサービス）に出向となりました。この PBS㈱の社内制度にパナソニックからの出向
者は５５歳でパナソニックは定年退職ということがあり、昨年５５歳を迎えたことから現在はパナソ
ニックを無事定年退職させていただき PBS㈱のプロパー社員となっています。今後ともよろしくお
願いします。
＜澤田副委員長のご挨拶＞
本年も引き続きよろしくお願いします。
私も年末年始とか年賀状でいろいろな方と接点がありましたが、今どこにいるのか、何をされてい
るのか判らない方も多く、一人ひとりに聞かないといけないと云った状況にあります。ただ、元三
洋ということは判りますので、そう云った意味ではパナソニックグループに入っても元三洋と云う
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一体感を持ちながら、顔を見ればちょっと「ほっ」とするという形で頑張っているところです。
さて、昨年夏の参議院選挙、「矢田わか子さん」に絶大なご支援をいただき本当に有難うございま
した。選挙では民進党への逆風が相当あったのですが、得票数２１５，８２３票と民進党の比例代表の
候補者２２名中の第３位という見事な成績で初当選を果たすことができました。矢田議員は、７月の
選挙の後、８月１日に初登院、９月２９日には参議院本会議で代表質問をさせていただきました。民進
党の代表質問としては、先ずは蓮舫代表、そして野田幹事長、その後の３番目が矢田議員というこ
とで新人議員としては異例の抜擢だったということです。今後の矢田議員の活動にご注目をいた
だき、引き続きご支援を願いたいと思います。
２月からは春季闘争がスタートします。今年の春闘については、４年連続のベアを目指し１月２６～２７
日の電機連合の中央委員会で闘争方針を決定してまいります。足元の景気も円安傾向と云う事で、
上向いている部分も多い状況にはありますが、年始の経団連の話にもありましたように「ここ 3 年
連続の賃上げをしたものの期待した個人消費の伸びになっていない」ということで、賃上げだけ
では駄目なのではないか、個人消費が伸びない原因の一つには「社会不安」にあるのではないか
という分析があります。そう云った意味では、賃上げもそうですが、社会保障の充実も一体でやっ
ていかなければならないという話も出ており、交渉の先行きは、今年も先が見えにくいものになる
かもしれません。
三洋直轄部門の話について、個別にグループ内に再配置ということですけれども三洋直轄部門の
解消に向けて労使で連携しながら人と機能をパナソニックの中に補完して行くという方向付けを
しっかりやっていきたいと思っています。大東拠点の建屋の取り壊しも進んでおりますし、三洋直轄
部門だけの人数で云いますと９０名だけです。過去には数千名いたことからすると淋しいなぁと思
うのですけれども、従業員もしっかり役割と云うものを理解してくれており、皆で励まし合いながら
やってくれています。
２．懇談（慨要）
Q. 昨年、事業所構内の取り壊しがありましたが、解体すべきものは取り壊したとして、ここ
しばらくはないのでしょうか？
A. 今年はありません。
Q. インドで三洋ブランド復活という話もありましたが、何か影響はあるのでしょうか？
A. 何もなしです。例えるならば昔の三洋で云う海外営業本部が事業部に関係なく、自分のと
ころで調達して来て自分で販売していたものと同じです。従って、インドの販社がＯＥＭで独
自調達し、パナソニックブランドではなく三洋ブランドを付けて売りますということであり、
インドの販社が責任を持つもので我々がサービスや品質保証を受け持つわけではありません。
Q. 英国のＳＩＵＫは、まだ残っているのでしょうか？
A. 法人としては残っています。土地も完全には売れていません。
Q. その他、海外の三洋拠点はどうなっているのでしょうか？
A. 引き継がれているところは継続ですが、そうでないところは閉める方向です。対象は、瀋
陽三洋・ＳＩＵＫ・ＳＥＩ・三洋セールス＆マーケティングヨーロッパ・ＳＨＫ（香港）です
が、実質的には稼働しているところはありません。他にアマゾン三洋もあります。
Q. 米テスラモーターズとアメリカで巨大な電池工場を建設するそうですね。これは殆ど三洋
の技術と聞いたのですが、電池関係は頑張っているのですね。
A. そうです。確かに電池は頑張っております。守口にもパナソニックの電池関係はあり、一
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体となって事業をやっていますが、事業全体としては三洋の方が多く、中心的な役割を果たし
ていただいております。しかし、二次電池だけを見ると今の事業がテスラ頼みとなっており、
すこしリスクの観点で懸念される部分はあると思います。
Q. 今、岐阜工場の現状はどうなっているのでしょうか？
A. オン・セミコンダクターが８０名ぐらいですね。その他には、三井倉庫ロジが１棟借りて
運送業をされています。また、サービス補修部品倉庫でも使用しています。
Q. 構内の建屋と体育館、寮・社宅はそのままでしょうか？
A. 体育館は残っています。４００ｍのＴＶラインは解体され、新しくつくられたＧ棟には補
修部品を入れています。寮・社宅は解体され土地はそのままです。
Q. 群馬地区は、どうなのでしょう。建物の解体もないのでしょうか？
A. 周辺の坂田工場などは解体されましたが、１ｋｍ四方の中は有効活用されています。
Q. そうすると、三洋の工場で昔のままの状態で維持されているのは群馬地区と洲本地区だけ
となるのでしょうか？
A. 加西地区（鎮岩）もそうですね。
3．閉会挨拶
＜水原相談役＞
今日は、お忙しいところを有難うございました。本来ならば今日の内容は記録担当がいると言い
ながら、本当は内容そのものを会員の皆さんに聞かせられたら一番いいのになぁと感じました。
私の個人的なことですが、この９日に７５歳を迎え後期高齢となりました。定年から１５年も経つわけ
ですが、実は未だに働いていた時の夢を見ます。今のところ幸いかどうかわかりませんが、会社に
行こうかという格好はしませんけれども夢は見るのですね。この間も田舎に墓参りに帰省したの
ですが、古い電気屋さんのところに三洋の看板が置かれているのを見て心がときめきました。こう
いう感じは洋友会の中でも私だけでなく、大概の人が４０年間お世話になった「三洋」に対し持って
おられるものと思います。
そういうことから、この懇談会が今日で若し次からは出来ないとなるなら淋しいことと思ったので
すが、幸い次もやっていただけるということですので是非是非三洋の実態をその都度お聞かせい
ただけることは本当にＯＢとしても有難く思うところです。そのためにも御三方には頑張っていた
だきたいとお願いを申しあげ、御礼に代えさせていただきます。有難うございました。
以上が、懇談会の概要となります。最後に、三者懇談会は今後も引き続き開催することで三者
合意することができました。その都度会員の皆様にご報告したいと思います。
本当にありがとうございました。

◇第２８回洋友会大東地区定期総会のご案内
第 28 回洋友会大東地区定期総会を、以下日程で開催する予定です。今総会では、洋友会活動の
1 年間の総括を行い今後 1 年間の新しい運動方針を決める中間年の総会になります。また、三洋法
人は当面の間存続すると考えられますが、昨年 1 年間は、三洋直轄の仕事をできる限り軽減させる
取り組みが行われてきました。今総会では、「三洋電機、大東事業所の近況について」と題し講演も
予定をしております。また、大東事業所構内の見学会も行いますので当日は、多くの会員の皆様の
参加をお願いしたいと思います。なお、詳細は「地区だより３月号」でご案内します。
開催日 ： 平成 29 年 4 月 21 日（金）
場 所 ： 大東事業所 103 号棟 ４階会議室
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◇第６０回大東洋友会ゴルフコンペのご案内
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）
申し込み締め切り日は、2 月 25 日となっております。尚、コンペ詳細は案内状を同封しておりますの
でご覧ください。
（担当 梶原）

◇洋友会各クラブ・サークルの今年の抱負をお聞きしました
洋友会大東地区には８つのクラブ・サークル（日帰り旅行、歩こう会、囲碁、ゴルフ、園芸、水彩画、
カラオケ、ソフトテニス）があります。それぞれ毎年活動計画を立て多くの会員の皆様に参加して
いただくようにしております。年初に当たりそれぞれの担当者に今年の抱負をお聞きしました。な
お、園芸クラブは１月号に掲載をしております。
☆日帰り旅行 ： 担当 静山副会長
今年の春の日帰り旅行は 5 月 16 日（火）と、秋の日帰り旅行は 11 月 9 日（木）の 2 回を予
定しております。洋友会の日帰り旅行は「学ぶ・遊ぶ・楽しむ」をテーマとして毎年 2 回開催
してきました。今年も参加された会員の方々が楽しめる日帰り旅行を、その前に会員の方々が
参加しょうと思っていただける旅行企画を提案させていただきます。皆様のご参加をお待ちし
ております。
☆カラオケクラブ ： 担当 静山副会長
大東地区のカラオケクラブが発足して、今年で 5 年目の節目を迎えます。会員
は、30 名と大所帯となりました。
A 例会（楽しく歌おう会）は毎月第 3 木曜日、B 例会（飲んで歌おう会）は毎
月第 1 月曜日に実施しております。A 例会は今年新設された会場で 4 時間、思
いっきり歌を楽しみます。B 例会は食事をしながらお酒を飲みながらカラオケ
を楽しみます。健康のためにカラオケを、仲間との親睦をカラオケで、今年もカラオケクラブ
は歌好きが集まり思いっきり歌を楽しむための活動を展開します。
☆ソフトテニスクラブ ： 担当 別宮、岩本
今年で創部１０年となります。この１０年間で高齢化が進行し参加者の減少が目立って来ました。
今後も活動を継続するためには部員数を確保することが急務となって来ました。そこで昨年と同
様、洋友会に所属していない人（洋友会員の親族、知人、友人等）の参加者も受け入れ歓迎するこ
ととします。
個々人の体力、体調に合わせて”楽しく体を動かすこと”をモットーに活動したいと思いますので、
テニスに関心のある知り合いの方の紹介をお願いします。
問い合わせ先：別宮 正敏（ＴＥＬ：0728-873-9032）
岩本 洋（ＴＥＬ：0728－74－5601）
☆水彩画教室 ： 担当 天田
平成２９年は、野外スケッチ８回（春４日・秋４日）、人物画５回（クロッキー１回）、静物画１０回、５月に１泊
２日のスケッチ旅行を計画、１０月１３日～１８日に守口文化センターで恒例の作品展を開催します。
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☆囲碁クラブ

： 担当 中村

1.洋友会関西地区親善囲碁大会（個人戦）に初優勝を！！！
今年から団体戦を止めて個人戦となりますので、初回優勝者は我がクラブよ
り出すため棋力アップに努めます。
2.囲碁ソフトの活用
昨年の囲碁ソフト「アルファ碁」が囲碁界に衝撃を与えました。囲碁ソフトが目
覚ましい進化を遂げています。ソフトを活用し定例対局のマンネリ化を打破します。
☆歩こう会 ： 担当 榎本、中村
昨年はハーフコースの設定や参加賞の配布など、どなたでも参加しやすく、楽しめる歩こう会
を企画推進してきました。本年もこの方針でバラエティのある内容を計画しました。
皆様の奮ってのご参加をよろしくお願いします。
第 55 回
4 月 5 日（水）：夙川沿いから西宮市役所まで桜を楽しむウォーキング
第 56 回
5 月 10 日（水）：中山寺奥の院から清荒神まで新緑ウォーキング
第 57 回 10 月 11 日（水）：本薬師寺のホテイアオイと藤原旧跡のコスモスを愛でるウォーキング
☆ゴルフクラブ ： 担当 梶原
第 55 回コンペより交野カントリー倶楽部から加茂カントリー倶楽部へ変更し、今年 3 月で節目の
60 回を迎えることになります。コンペの開催は、3 月と 9 月の年 2 回実施しております。今年第 60
回終了時点で第 51 回から第 60 回までの実績をもとにハンディーキャップ改正の予定です。
会員数は、現在 70 数名ですが、平均年齢が 72 歳を超えており参加者数がだんだん減少していま
す。今後、若い会員の方の積極的な参加をお願いいたします。

◇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 54 回日本選手権は、29 日東京・秩父宮ラグビー場で決勝が行われ今季トップリーグ王者のサ
ントリーとパナソニックワイルドナイツが対戦しました。試合は、互角の戦いで、前半を 3－3 で終了
しました。パナソニックは後半 15 分過ぎ、相手ミスを突いてリードを奪いましたが、サントリーも譲ら
ず後半 20 分にペナルティーゴールを決められ逆転されました。その後も PG を重ねられ 10－15 で
惜敗しました。
☆バレーボウル試合結果（V プレミアムリーグ）
13 試合 1 月 7 日（土） ●２－３ 豊田合成トレフェルサ （三重 津市体育館）
14 試合 1 月 8 日（日） ○3－0 ジェイテクト STINGS (三重 津市体育館)
15 試合 1 月 15 日（日） ○３－０ FC 東京 （パナソニックアリーナ）
16 試合 1 月 21 日（土） ○３－０ ジェィテクト STINGS (静岡 三島市民体育館)
17 試合 1 月 22 日（日） ●０－３ 東レアローズ （静岡 三島市民体育館）
18 試合 1 月 28 日（土） ○３－２ 堺プレイザーズ（福岡 北九州市体育館）
V リーグは、今年に入り６試合が行われパナソニックは通算で 1４勝 4 敗となりました。これまでの順
位は 1 位パナソニック、2 位豊田合成、3 位東レとなっております。パナソニックはすでにファイナル
ステージへの進出を決めておりますが、引き続き応援よろしくお願いします。
６

◇平成 29 年洋友会大東地区年間活動スケジュールのご連絡
平成 29 年の大東地区活動スケジュールをご連絡します。この 1 年間の各クラブ年間計画、各種
行事予定、各種会議予定などを掲載しております。会員の皆様には、積極的に洋友会活動へのご参
加をいただくためにもご覧いただきたいと思います。尚、活動スケジュールは、別紙で同封してお
りますので保存しておいてください。

◇今月度プルタブ収集のご協力者を紹介します
・中土井

圭一様

・南光

三雄様

・小西

昌様

・小田嶋

秀雄様

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。
尚、地区だより 1 月号でご紹介しましたご協力者の氏名が間違っておりましたので訂正させていた
だきます。
（誤） 乾 英三様 → （正） 乾 正様
申し訳ありませんでした。

◇今月度

金婚（５０周年）お祝いのご紹介

・鍋倉満さん
・米谷正行さん
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）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米谷正行さんからお便りを頂きましたのでご紹介し
ます。
≪米谷正行様ご夫妻からのお便り≫
職場結婚以来５０年、二人とも大きな病気もなく過ごせたのは周りの人たちの
お蔭と感謝しています。二人の子供は少し遠方で生活していますが、正月、Ｇ
Ｗ、お盆には４人の孫と共に帰省してくれるのが夫婦の楽しみです。７０歳も過
ぎ、少し体も無理が利かなくなっています。これからは健康で寝込まない様、
ウォーキング、ストレッチでストレスを解消し、助け合い精神で楽しい人生を送り
たいと思っています。

◇悲しいお知らせ ＜謹んでご冥福をお祈り申し上げます＞
・豊島忠彦様
・古川隆敏様
・岡田昌久様

平成２８年１２月２３日ご逝去 享年７９歳
平成２９年１月１６日ご逝去 享年８３歳
平成２９年１月１８日ご逝去 享年７８歳

◇在籍会員数
会員総数

534 名（平成２９年１月２０日現在）
７

◇健康管理情報 1 月号
今月もサンヨー連合健康保険組合より会員の皆様へ、健康管理情報 1 月号（同封）を提供してい
ただきました。ぜひ、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
今年は、降雪が多く寒い日が続いておりますが、会員の皆様はいかがお過ごし
ですか。インフルエンザにかからないよう体調管理に努めてください。
先日、わたくしの出身事業部の技術系 OB による新年会（元気に飲もう会）に参加
してきました。この会は、以前よりあったそうですが、先輩に勧められ初めて出
席しました。会員は約 70 名の大所帯で当日の出席者は 41 名となりました。久し
ぶりに会う仕事仲間との昔話に時間がたつのも忘れ懐かしい思いがしました。
他事業部も含め OB 会は沢山できているようですが、是非会員の皆様も機会が
あれば参加してみてください。何かこれからの人生に役立つことがあるように思います。また、洋
友会活動にも積極的に参加ください、これからの人生を楽しく、有意義に過ごそうではありません
か、お待ちしております。
今月号は、三者懇談会のご報告を中心に編集をしました。少し、文章が多くなり読みにくいと思
いますが、是非最後まで読んでいただきたいと思います。（Ｙ・Ｎ記）

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.daa.jp
洋友会大東地区ホームページアドレス
http://yoyu-daitou.daa.jp/

８

