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配布資料
1．定時総会次第
２．会員名簿 2021年5月1日付
３．定時総会出席予定者

第３２回 群⾺地区 定時総会
２０２１年６⽉１５⽇

敷島公園バラ園



２０２０年度（5⽉1⽇まで） 物故会員のご冥福をお祈り致します
ご氏名 ふりがな ご逝去日 享年

佐古 敏明 さこ としあき 2020年 5月14日 86歳

河辺 義郎 かわべ よしろう 2020年 9月 7日 79歳

中野 徳一 なかの とくいち 2020年10月 1日 90歳

若松 隆司 わかまつ たかし 2020年10月24日 77歳
小岩 福三郎 こいわ ふくさぶろう 2020年11月25日 87歳

山口 豊義 やまぐち とよよし 2021年 1月18日 78歳
大滝 勝 おおたき まさる 2021年 3月 1日 78歳

井植 基温 いうえ もとはる 2021年 4月 8日 84歳

黙祷を⾏います。 ⼤変恐縮ですが、ご起⽴お願いします。



三洋電機洋友会

群馬地区会長

奧 山 泰 彦

懇親会中止⇒豪華なお土産
会社代表、組合代表挨拶文

ご 挨 拶
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ワクチン接種 幹事1回目５０％超、7月末全員完了
皆様ワクチン接種完了し、体調管理に留意
⇒来年度通常の総会開催＆再会期待

ワクチン接種効果（都内） 2月 3月 4月 5月
全感染者数 10ｋ 10ｋ 18ｋ 22ｋ
医療従事者感染数 366         237           77            47
同上 比率 （％） 3.3          2.5         0.43        0.21 
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パナソニック株式会社 アプライアンス社
群馬総務・施設課

課長 森（もり）真晴（まさはる）様

パナソニック・アプライアンス労働組合 群馬地区支部
執行委員長 関根(せきね) 悟(さとる)様

パナソニック ご来賓の⽅々の挨拶 －－代読
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洋友会群⾺地区 議⻑選出

洋友会 群馬地区
元洋友会幹事 野口(のぐち) 三男(みつお)様



第３２回 定時総会次第
説明資料

１．新入会員について： 洋友会全体、群馬地区

２．報告事項について： 行事報告、決算報告

３．協議事項について： 行事計画案、収支計画案
5

第３２回定時総会は、新型コロナ感染拡大対策のため、

短時間化を図ってまいります。

総会次第の重要部分についてスライドでご説明いたします。

一部総会次第にはない内容もありますが宜しくお願いします。



令和2年度 各地区 会員数 動向
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ご氏名 ふりがな 退職時部署 居住地

乙川 浩利 おとかわ ひろとし 三洋ライフ㈱保険（事） 大泉町

土生津 浩 はぶつ ひろし ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ産機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 大泉町

高橋 弘幸 たかはし ひろゆき ﾊﾟﾅｿﾆｯｸAP空調冷設機器㈱ 大泉町

松本 成仁 まつもと しげひと オン･セミコンダクターHD㈱ 熊谷市

原 正之 はら まさゆき ﾊﾟﾅｿﾆｯｸAPコールドチェーン(事) 太田市

２０２０年度 新入会員＜敬称略＞
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報告事項 ＜行事１＞ _

※新型コロナ感染防止のためハンドジェルを会員全員に配布※
１．ミニ講演会

総会で実施予定だった特別講演会を実施 2020年11月27日（木）
「新紙幣の肖像 渋沢栄一の人物像について」

～天が日本に遣わした男～
講師：深谷市渋沢栄一記念館 解説員 塚田允様
参加者：37名 お土産： アルコール消毒液（５００ｍｌ）

２．スマホ・パソコン困った相談
11月から第3、第4水曜日に 『スマホ・パソコン困った相談室』 開催
延べ参加者 15名

新型コロナ感染拡⼤対策のため、⼀部の⾏事を除いて、中⽌せざるを得ませんでした。
実施出来た⾏事などについて、報告します。
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３．山遊会： 8月、10月は予定通り実施。12月以降は現地集合
解散に予定変更して実施。 延べ参加者数：75名

４．金山でも歩こう会： 月2回ペースで実施
計20回実施。延べ参加者数：320名

５．ゴルフ：11月6日実施。城山カントリー倶楽部 参加者20名

６．カラオケ愛好会： 6月以降少人数で実施。
新型コロナ感染防止のため1部屋２～3人。3密対策、検温、
消毒、換気、歌う時もマスク着用。延べ参加者数：88名

3月3日はプロ歌手古都清乃さんが参加⇒大いに盛り上がる！

７．スポーツ健康愛好会：新型コロナ対策に加え体育館の補修
工事のため限定的な開催。延べ参加者：40名
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報告事項 ＜行事２＞_



10関根俊雄様、奧山泰彦様より大量のプルタブ等の寄付を頂きました

太田市社会福祉協議会に車椅子寄贈

2020年11⽉10⽇に1台寄贈。群⾺地区として4台⽬
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報告事項３ ＜決算報告＞
基本的には総会も含めた⾏事中⽌のため⼀般会計の⽀出が減少しました。
増減が⼤きかった科⽬についてその要因を下表に記します。
結果として貸借対象表の総資産が増加しました。
総資産の前年度19,008,474円⇒19,758,223円 （749,749円増）
➩ ⾕本新⼆様より多額の寄付⾦を頂きました!!! 感謝状



会 計 監 査

垂 井 冨 男 様

竹 岡 友 昭 様
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２０２１年度役員
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群馬地区役員は２０２０年度と同じです。
会長 奧山泰彦
副会長 斎藤正子
副会長 内田光男
会計 久保田武房
会計 石関正明

会社窓口の変更
坂元寿彦部長 ⇒ 松野和之マネージャー

ＡＣ委員の方は一部変更になっています。
→ 詳細は第32回定時総会次第を参照して下さい

※ 役員の人手不足です。
手伝って下さる方は、是非にも
ご連絡お願い致します。(^_^)



２０２１年度の協議事項
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〇行事予定 （詳細は総会次第参照）

新型コロナワクチンの接種が実施されつつあります。
感染状況を考慮しながら、順次、行事を再開していきます。
毎月のおーろら通信をチェックして下さるよう、お願いします。

○特記事項 催行中行事及び再開予定行事

催行中：山遊会、金山でも歩こう会、カラオケ、スポーツ運動
スマホ・パソコン困った相談、ゴルフ、ミニ講演会

9月以降：麻雀、スマホ・パソコン教室、旅行、グラウンドゴルフ
ボウリング、囲碁、社会見学会、地区交流会



その他（ボランティア活動） _
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社会貢献活動
・アルミ缶：地区独自活動として車椅子を寄贈
・プルタブ：本部に送付し全国レベルで車椅子を寄贈
・古本・CD・DVD：“みんなでAKARIアクション“活動

ｿｰﾗｰﾗﾝﾀﾝ（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製）を世界の無電化地区に贈る運動

入会促進策 （入会者紹介者には記念品贈呈）

・ラグビー観戦特典ＰＲ
・パナソニックグループの現役並の特典維持ＰＲ
・各種情報の提供（洋友、おーろら通信他）
・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ共済会との連携を更に強化
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１．ラグビー観戦チケット
新リーグの観戦チケットを入手できるよう交渉いたします。

２．パナソニック保険サービス㈱
自動車保険が現役社員並の割引で利用可 （ 2020年 実績 27% ）
生命保険等も現役社員並みの割引で利用可

３．オリックスレンタカーを最大６０％割引で利用可（オートピア経由）

４．契約保養所を特別価格で利用可
セラヴィリゾート泉郷 ・・・全国３１施設
ダイアモンドソサエティ・・・全国14施設（高級感たっぷりなﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ）

５．パナソニックホームズ㈱
新築価格の１０％割引、増改築時は材料費に対して割引

６．人間ドック（本島医療法人で特別価格）、家庭用常備薬の斡旋

洋友会の主な特典
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協議事項２ ＜新年度予算案＞

貸借対照表より
年度 総資産 会員数 1人当たり

詳細は、皆様にお配りした「定時総会次第」をご覧ください。

一般会計、会員基金会計の特記事項
・三洋電機からの補助金は20万円強です。
・一般会計は行事が順次開始すると考え、前年より増やしました。
・新入会員は予算上は4人としました。
・慶弔金（弔慰金、金婚祝金）前年実績より多めに設定しました。

⼀般会計、会員基⾦会計は総会次第を参照にしてください
総資産の前年実績と予算案を⽰します。



新型コロナウイルス感染拡⼤が早期に終息し、
洋友会活動が正常な形で再開されることを

祈念致します。
182021年6月15日 三洋電機 洋友会 群馬地区 幹事一同

ご静聴ありがとうございました。
以上で議案がすべて終了となりますが、洋友群⾺の役員は、

全員、交通費を含めて⼿弁当で頑張っております。
今後とも、ご理解、ご協⼒をお願い致します



ここで、10分間程の
休憩といたします

休憩後は“長寿祝い”の皆様の
表彰式となります。

おめでとうございます



長寿祝いリスト
≪出席の方々≫

米寿祝い 誕生日が昭和8年4月2日～昭和9年4月1日の方

喜寿祝い 誕生日が昭和19年4月2日～昭和20年4月1日の方
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米寿祝い

喜寿祝い
飯野敏男、柿沼光世、梶原恭三、酒井政治
林正勝、森尻浩、奧山泰彦

長寿祝いの皆様おめでとうございます
担当幹事の指示に従い前方にお進みください

上田忍、木本明宏、財田徳七



集合写真をお撮りします。

元のお席にて
写真撮影をおこないます。

長寿祝いの皆様、
おめでとうございます



長寿祝いリスト
≪欠席の方々≫
米寿祝い

喜寿祝い

家泉一朗、久保明、渋川義則、林肇
宮本厚男

（敬称略）

雨宮雄二、江口勝利、江原英明、金谷浩
剣持啓隆、渋谷武、中本恭弘、

※ 欠席者の方々には、後日お渡し致します。

（敬称略）

米寿祝い 誕生日が昭和8年4月2日～昭和9年4月1日の方

喜寿祝い 誕生日が昭和19年4月2日～昭和20年4月1日の方



232021年6月15日 三洋電機 洋友会 群馬地区 幹事一同

この後、全員の記念写真撮影があります！
お時間までに、ご集合ください！

御⼟産をお忘れなくお持ち帰り下さい
お帰りの際の交通事故等にお気を付けてお帰り下さい



本日のお土産 品目

・登利平弁当

・ ラスク（ガトーフェスタ ハラダ）

・缶ビール

・お茶（ペットボトル）

・飴（あめ）一袋

・パﾅｿﾆｯｸ・ﾎｰﾑｽﾞ様からｴｺﾊﾞｯｸﾞ他
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2021年度群馬地区定時総会
2021年6月15日


