
2022年度

新任女性支部役員
ＷＥＢミーティング

2022年8月3日 (水)

ホスト：松愛会 新事務所会議室
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１．日 時： 2022年8月3日（水）14:00～１時間程度

２．対 象：新任女性支部役員 2名
篠崎さん(栃木)・中野さん(河内和泉)

３．対 応： ZOOM会議

４．内 容：

①遠藤副会長ご挨拶（開会）
➁ 2022年度新任ご担当者自己紹介 (5名)
③これまでの活動について
④ご質問・ご相談
⑤女性支部役員リーダー アドバイス
⑥秋の交流懇談会開催内容について
⑦遠藤副会長ご挨拶（閉会）
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内 容：

社会見学と情報交換で女性支部役員のコミュニケーションを図る

記念すべき10回として、情報交換・意見交換にとどまらず、次年度
開催の「参加率をアップさせる魅力あるイベント企画」を実践

今までの交流懇談会からレベルアップ
益々高齢化する松愛会の課題抽出と今後の松愛会についてのさまざまな
意見提案を役員会にて発表

＜主な提案＞
・お祝いは、事務局よりすべて郵送・弔旗・供花を廃止
・全国総会での代議員選出の見直し、女性支部役員の参加枠を設定

新任女性支部役員 WEBミーティング

コロナ禍での全体WEBミーティング
＜主な提案＞

・50周年記念行事企画提案---全国支部長へ提案

第1回～9回

これまでの女性支部役員交流懇談会の変遷

目 的： 急速に変化する環境や会員の方々のニーズに呼応した松愛会活動の推進・活性化を図る
ために、日頃、取組まれている活動事例や意見交換を通して、今後の支部活動に生か
していただく。

スタート： 第１回 2014年7月24日(木)

第11回

第10回

第12回

第13回～14回
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開催日時 場所 参加 講座・見学等 会議事内容

第1回
2014年7月24日(木)

11：00～15:00
松心会館

9支部
15名

社会見学等なし
・活動報告・女性懇談会等開催状況
・活動事例紹介・意見交換

第2回
2015年2月26日(木)

12：30～15:30
松心会館

8支部
13名

健康ショート講座
「姿勢スッキリ！ラジオ体操」

・活動報告/意見情報交換

第3回
2015年7月23日(木)

11：00～16:30
ツイン21

OBP
10支部
18名

社会見学
「水上バスで大阪城、中之島めぐり」

・活動報告/意見情報交換

第4回
2016年2月25日(木)

11：00～16:30
霊山歴史館

10支部
19名

社会見学「霊山歴史館見学」 ・活動報告/意見情報交換

第5回
2016年7月21日(木)

11：30～17:16
パナホーム
神戸支社

8支部
13名

社会見学
「神戸市の文化を学ぶ 神戸市役所」

・女性懇親会開催状況
・支部行事関連

第6回
2017年2月23日(木)

13：00～18:30
参議院議員会館

11支部
15名

社会見学
「衆議院見学 矢田わか子議員と懇談」

・支部での活動/意見

第7回
2017年7月20日(木)

11：15～17:00
人材開発
カンパニー

11支部
19名

社会見学
「光雲荘見学」

・情報交換/意見交換
テーマ「女性会員の参加向上について」

( 事例・参加費用・今後の推進・その他 )

これまでの女性支部役員交流懇談会の変遷 ①
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開催日時 場所 参加 講座・見学等 会議事内容

第8回
2018年2月22日(木)

10：15～18:00
陸上自衛隊
桂 駐屯地

13支部
19名

(Obs1名含)

社会見学
「桂駐屯地見学 女性隊員と懇談」

・情報交換/意見交換
テーマ「魅力ある松愛会とは」

( 参加者増への取組・女性懇談会・課題 )

第9回
2018年7月12日(木)

12：00～18:00

パナソニック
ミュージアム
松心会館

16支部
21名
Obs
2支部2名含

社会見学
「パナソニックミュージアム」

・情報交換/意見交換
テーマ「魅力ある松愛会とは

目指せ参加20%UP」
( 参加者増への取組案・事例・課題・意見 )

第10回
2019年2月28日(木)

13：00～18:00
京都

14支部
21名
Obs
2支部2名含

社会見学等なし
職員会館かもがわ（会議）
聖護院 御殿荘（懇親会）
ダイヤモンド京都ソサエティ（宿泊）

・情報交換/意見交換
・次年度開催行事企画
「参加率をUPさせる魅力あるイベント企画の実践」

第11回
2019年7月11日

(木)10：00～18:30
コマツ
大阪工場

17支部
27名

コマツ大阪工場 見学
同ゲストハウス（会議）
枚方 がんこ（懇親会）

・前回議題の進捗報告
・情報交換
・今後の松愛会の課題ブレインストーミングを実施
・女性支部役員活動提案「80歳以上の一人暮らしの

高齢者への絵手紙」

これまでの女性支部役員交流懇談会の変遷 ②
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これまでの女性支部役員交流懇談会の変遷 ③

開催日時 場所 参加 講座・見学等 会議事内容

第12回
(新任)

2020年10月24日
(木)14:00～15:30

WEB
ミーティング 新任４支部役員

女性リーダー4名
8名

大西さん（三重支部）
浅井さん（京都支部）
宮澤さん（枚方南支部）
児島さん（兵庫東支部）
女性リーダー
志村さん 木村さん 野村さん 上原さん
脇濱副会長 小原事務局長 和田局員

・新任役員自己紹介
・支部の活動状況について
・情報交換
・提案/質問
・女性リーダーからのアドバイス etc

第13回
2021年6月17日(木)

10:30～11:30
WEB

ミーティング
18支部
23名

自己紹介
女性支部役員リーダー
選出と任期
11月開催の議題進め方説明

・2020～2021年度新任役員自己紹介
・これまでの交流懇談会実施内容について
・情勢支部役員交流懇談会新名称

『松愛レディース会』決定
・女性リーダーの承認および任期など

志村さん/元辻さん/野村さん/上原さん
・秋の交流懇談会内容について

第14回
2021年11月5日(金)

13:00～15:00
WEB

ミーティング
27支部
26名

50周年記念行事 企画
三役会
役員会(35支部支部長会議)での
企画提案

・50周年記念行事企画 ４グループ発表
発表内容は役員会にて全支部に提案
質疑応答

・今年度中にリアル参加の交流懇談会を企画
2022年3月3日(木) 午後（ 予定 ）➡ 中止
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松愛レディース会

女性支部役員交流懇談会が一定の成果に達しましたので、更なるステージへの
ステップアップを機会に新名称(愛称)を松愛レディース会としました

( 愛称 ) について

7



女性支部役員リーダーについて

女性支部役員リーダー発足の経緯とコロナ禍の2020年度の対応

2019年2月第10回女性支部役員交流懇談会（京都かもがわ会館）にて、女性支部役員と事務局の
パイプ役をとして女性支部役員の代表を設定しては、と発案があり下記4名の方を選出。
コロナ禍により全体での活動はできない状況の中、2020年10月新任女性支部役員の方とリーダー
によるＺＯＯＭを活用したＷＥＢミーティングを開催し、情報交換や女性支部役員としての注意点
などアドバイスを行なった。

志村さん(東京都)・木村さん(大阪市内)・野村さん(兵庫西)・上原さん(奈和)

2021年度女性支部役員リーダーについて

昨年度から「仲間とともに笑顔で楽しく生き生きと！」をテーマとした三ヵ年計画第六期
(2021～2023年度)がスタート、また来年度は松愛会５０周年を迎えます。高齢化する松愛会の会員の
方に女性目線で、如何に多くの方に楽しく参加をしていただけるかの行事の企画や他支部との連携な
ど、女性支部役員の活躍が期待されています。
今年度より下記４名の方にリーダーを務めていただきたくご承認をお願いいたします。
（木村さん支部役員退任に伴い、新たに元辻さんを推薦いたします）

志村さん(東京都)・元辻さん(枚方北)・野村さん(兵庫西)・上原さん(奈和)

■任期 原則２年
■リーダー人数は４～５人程度とし、人数の半数で交代。次年度より原則持回り対応として次期
担当を推薦・指名しますが、立候補がある場合はそちらを優先。

リーダーの役割
女性支部役員会のアドバイザー・推進役として本部と連携しスムーズな運営対応を担う

ご参考
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第六期以降
女性支部役員交流懇談会 開催方式

2021年度 女性支部役員WEBにて全員参加
(３ヵ年計画 初年度) ※コロナ禍対応

・06月 WEB開催
・11月リアル開催 ➡ WEB開催へ変更

2022年度 新任女性支部役員WEB会議
・8月WEB開催

女性支部役員全員参加 (宿泊)
・11月25日(金)～26日(土) リアル開催予定

2023年度 女性支部役員WEB会議 全員参加？
・未定

新任女性支部役員リアル参加？
・未定
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ご清聴ありがとうございました。
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