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ＮＴＴ労組退職者の会
香川県支部協議会
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待望の句集を発刊した

草の芽句会の皆さん
35

二月に六年間の活動の成
果を句集として発刊した草
の芽句会に伺いました。
草の芽句会は、昭和 年
頃から丸亀局でホトトギ
ス・若葉同人永井寿子先生
の教えを受けて活動してい
ましたが永井先生の死後、
自然解散状態になっていま
した。平成 年頃再開し、
以後毎月一回の句会を継続
してきました。
例会は毎月第４水曜日と
決めており、丸亀城を各々
が散策して句を詠み、それ
をＯＢサロンで投句、選句
をします。当然甘いものと
飲物が付き、ワイワイガヤ
ガヤと語り合うのが楽しみ
で、生きがいの一つとして
20

山善通寺と決まっており、
吟行のあとは句仲間の家で
の忘年会で一年の納めを致
します。この二大イベント
は本当に楽しいものとなっ
ています。

サロンや援助金に感謝
会報の１００号めざす

句会ごとに会報を発行し
ていますが、その内容は、
選句された俳句は勿論、そ
の時の花々や景色などの写
真と、その日の情景や感じ
たことが、俳人らしく文章
化されており、これも会員
にとっては宝物となってい
ます。
会報も既に 号を数え会
員も高齢化しているので当
面１００号を目標に頑張る
と、
担当者は語っています。
この会が続いているの
は、みんな俳句が好きなこ
と。そしてみんなが集まれ
るＯＢサロンがあること。
退職者の会からサークル援
助金をくれることが大きい
と感謝の言葉がありまし
た。
句会を通じて、支え励ま
し合い、元気で楽しく人生
を謳歌されることを願って
います。

池川 淳子

句会仲間を元気づけるた
め長い間休んでいた句会を
再開したと聞き、句会仲間
のつながりの深さを痛感し
ました。俳句が好き気兼ね
無し好きな人と好きな事
を、１００号目指し、ます
ますのご発展を！。

１００号目指して発展を

草の芽句会たよりを読ま
せてもらい草花、小鳥そし
て自然の美しさ、その日の
情景が手
に取るよ
うに伝わ
ってきま
した。

75

句集

毎月、城山を
散策するので
すが、同じ景
色を見ても五
感に感じる小
さな発見や新
たな感動があ
るそうです。
台所仕事や、
畑仕事の時な
ど日常生活の
なかで、ふと
浮かんでくる
事もあるとの
文責・吉田 勉
こと、日頃か
ら感性を磨い
大切なものとなっています。
ていることが新しい発見や
感動に繋がっているものと
感動を探しに城山へ
思われます。
花見、納句会は楽しみ
春のお花見句会は、美味
会報には「感動なくして
しいお弁当付きで、みんな
句は生まれない、今年も感
の楽しみのひとつです。美
動 を 探 し に 城 山 へ、 い
味しいものは佳句を生み出
ざ！」
と記されてあります。
す力があるそうです。
納句会の吟行地は、総本
納句会 一年を振返りついでに皆も若がえり

会長 國方
会員の皆さん、新しい年を迎え、
決意も新たにされたことと存じます。
昨 年 は 機 関 紙「 さ ぬ き 遍 路 」 が
１００号に達したことから、記念集
会を開催しました、歴史の重みを改
めて実感したところです。
今年も私達にとって多難な年とな
りそうです。会員皆さんと共に、平
和で安心して暮らせる社会に向けた
声を大きくしていきたいものです。
ご家族皆さんのご健勝とご多幸を
お祈りします。

統
「栗林公園の初雪」 写真：白石
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石川正治

執筆時点で選挙結果を予
測できませんが、私たちに
とって大変厳しい政局のは
じまりになりそうです。
安倍総理の景気条項があ
りながらも「消費税 ％の
先 送 り 」を 国 民 に 信 を 問
い、
「アベノミクス継続を問
う」との解散・総選挙は、
アベノミクスの失敗を隠ぺ
いし、施策をさらに押し進
めるためのものと言えます。

観音寺市の、琴弾公園内
にある砂絵の〝寛永通宝〟
は県内外で有名な観光スポ

ตࣔ¥ؚ۷эӏى
アベノミクスが
もたらしたのは

ットとして、多くの人に知
られています。
去年の春、ロト７のキャ
リーオーバー８億円２口
億円の大当たりが出たとい
うことで、ますます有名に
なりました。
そこで、銭形砂絵「寛永
通宝」
について紹介します。
有明浜の白砂に描かれた
「寛永通宝」の銭形は、東
西１２２ｍ 、南北 ｍ 、円
周３４５ｍ もある巨大な砂
浜で、琴弾山頂から望むと
きれいな円形に見えます。
一般には寛永 年（１６３
３年）
、藩主生駒高俊公を歓
迎するため、一夜にして作
られたと伝えられていま
す。この銭形を見れば、健
康で長生きし、お金に不自
由しないと言われ、多くの
人がこの地を訪れていま
す。しかし、この巨大な銭
形を、いつ誰が、何のため
に作ったのか？今もって謎
で、
色々諸説はありますが、
10

90

照子

金融緩和による円安・株
高で輸出大企業と資産家は
多額の利益を得ましたが、
中小企業の業績は悪化し、
輸入品はコスト高となり、
物価上昇が家計を直撃して
います。一方、賃上げは物
価上昇に追いつかず、年金
は下げられ、公課負担の増
加も加わり庶民の生活は圧
迫されています。雇用は１
００万人増加と言われても
非正規で、正規雇用は 万
人減少しています。
「アベノミクスの継続」

（西讃地協）

この史実を証明するもの、
また否定する根拠も、今の
ところはないようです。
まず、①一夜にして作れ
る訳がなく、作られた年代
も多少ずれているとのこと
（貨幣の発行年代） ②こ
の巨大な造形物を作るのに
は、高度な測量技術と土木
重機が必要であり、現状の
銭形を人力で掘るとすると
約２・２万人の稼働が必要
で、単純にみて約３億円の
費用がかかるとのこと ③
測量は、投影法ではないか
といわれています。
毎年２回、春と秋、市民
数百人が１日がかりで砂ざ
らえをして化粧直しをして
います。
いつ、誰が、何のために
作ったのか等、やぼな詮索
をしないほうが、何となく
夢があります。
巨大な砂絵は、今日も青
い燧灘を背景に、謎を秘め
て静かに有明浜にその姿を
見せています。
その他〝琴弾公園〟界隈
の名勝・旧跡は、
「 白砂青
松・有明浜」
「琴弾八幡宮」
四国霊場唯一の１寺２霊場
「第 番札所神恵院・第
番札所観音寺」
「興昌寺・一
夜庵」等があります。

は、大企業の法人実行税率
を引き下げ、生涯非正規雇
用が可能となる労働法制の
改悪や年金の「マクロ経済
スライド」の実施、医療・
介護費用の抑制など、社会
的格差の固定化と拡大がさ
らに進むと思われます。
求められる
政治の役割は
政治は「全ての国民が健
康で文化的な最低限の生活
を 保 障 す る 」こ と を 理 念
に、貧困を無くし、社会的

運動会でハラハラする体操競技、
「わっ、凄い」
と写真からも拍手と声援が聞こえそうで、きっ
とお孫さんの成長振りに感動されたことでしょう。

カラオケ同好会代表等、め
まぐるしい毎日を送ってい
ます。
夢は高松の観光を全国区
にすることと、地域の高齢
者が笑顔で安心して暮らせ
る町にすること。高松を訪
れ る 観 光 客 に、 高 松 の 歴
史、文化、物産等を八十八
ケ所のおもてなしの心でガ
イドしています。また県内
の学校の生徒、各種団体、

人生二毛作
「皆の笑顔を生きがいに」

もボランティア活動等で、
社会に恩返しをしていきた
いと決心しました。
現在、沢山のボランティ
ア活動をしています。主な
ものは、高松市観光ボラン
テ ィ ア 協 会（ 会 員 １ １ ０
名）副会長４年、会長８年、
民生委員７年、地域高齢者
を 対 象 に「 元 気 を 広 げ よ
う、ゆうゆう会」活動５年、
月１ 回の地蔵祭あけぼの
会、週１回の清掃活動の会
長９年、「高松城復元の市民
の会」の理事６年、高松市
観光計画の委員４年、ＮＴ
Ｔ退職者の会の役員、ＯＢ

植松 信子さん
満夫

格差の是正に向けた政策に
力を注ぐことが重要です。
安心して「働き続け、子
育てが出来る」社会、老後
に不安のない社会の実現が
求められています。
そのためには、税の公正
な応能負担、社会保障制度
の確立、安心して働き続け
られる雇用、生活出来る賃
金、子育て支援をはじめ社
会的格差の縮小に向けた政
策の転換が必要であり、内
需の拡大による経済成長を
求めることが重要と言えま

泊

土庄町議会議員

山崎

数則

集団的自衛権容認の閣議
決定は、世界の緊張緩和に
逆行しています。経済のグ
ロバール化が急速に進む中
では、信頼による友好関係
を醸成することが大切で
す。
「武器を後ろ手」では信
頼関係は生まれません。過
去２回の大戦の苦い経験を
活かした平和外交こそが重
要です。
今年は、これらの課題の
行方が決すると思われるだ
けに、政治の役割が問われ
る重要な年になると思われ
ます。それだけに、政治へ
の関心を高め私たちの声を
大きくしていくことが求め
られています。

平和なくして
国の繁栄はない

す。

高松市議会議員

衆院選では、巨大与党の壁の突破はなりませんでしたが、今年から来年
にかけて、統一選、参院選が戦われます。組織
内議員は、現職も予定候補者も巨大与党の横暴
をくじき、政治に緊張感を持たせるため、持て
るすべての力を発揮して闘いぬきます。
ご支援をよろしくお願い致します。

中央も地方も

退職して 年、今年で古
希 歳を迎えました。退職
後一年位して、生死にかか
わる病気で大手術をしまし
た。幸いすばらしい主治医
の先生のおかげで７時間も
の手術は成功しました。
その手術の直前に考えた
ことは、今までの自分の人
生 を ふ り 返 っ て み て、 家
族、友人、地域の人等、大
勢の人等に支えられ生きて
きたのに何の恩返しもしな
いで、ここで死んでいいの
か自問しました。もし、神
様が生きることを許してく
れたら、後の人生は少しで
12

範子

師の句碑を

グループ等にもガイドして
喜ばれています。ガイド後
お客様の「ありがとう」と
いう一言で疲れがとび、嬉
しくなります。
今後の人生もボランティ
ア活動を継続し、健康寿命
をのばし、皆で支えあい、
笑顔で過ごせる世の中にし
ていきたいと思います。ま
た活動を支えてくれた主人
や友人に感謝して、一隅を
照らす人になりたいと思い
ます。

進

世話好きは今も健在
下河
とにかく忙しい人です。
在職中は、面倒みと世話
好きで定評。退職後も高松
市観光ボランティアや民生
委員の公務の他に高松地区
協副会長・カラオケ・絵手
紙等、 指では数えきれな
い。
「しんどいわぁ」と言い
ながら精力的に動き回る姿
には脱帽。身体には気をつ
けてくださいね。

秋の風

冬支度
上枝

勲

文敬

手を挙げる

なぞる指先
問へば季節が
身綺麗なるや

求め根香寺

この陽射し

遠歩き

紅葉を

師走と思えぬ

太鼓台
石川

編集後記
▼「さぬき遍路」は１０
１号から文字を ポイン
ト、１行 字にして読みやす
くなるよう改善し、また同時
にカラー版は、６頁から４頁
構成に見直しを図り、これま
で親しまれてきた「ぶらりグ
ローバル」は旅行地が重複す
ることが多くなったため廃止
しました。▼最も大きく変わ
ったことは「さぬき遍路」１
００ 号達成でご存じの通
り、前宮本編集委員長からバ
トンタッチされたこと。不安
のなか携わったことで、急に
実施された衆院選と休む間
もなくカラー版に取り組むこ
とになり会員の皆さんに早
速助けられました。
（石川正治・記）

田舎道 良くなりて来る

栗林に

街路樹の

草花に

玉藻公園の和船でガイドの指導をする植松さん

正面から見た琴弾八幡宮

69

「サークル活動のイラスト」 吉崎

さおり
吉川
みちひろ
石橋

大路 大幸

運動会「ピラミッド」 網

68

草の芽句会の毎月の例会をイラストで紹介したもの、お城を
散策したあと、ＯＢ サロンで思案する様子が描かれ、その表
情に思わず声を出して笑いました、上手いです。

参議院議員（2016年改選・比例区） 参議院議員（2019年改選・比例区）

70

統一選から参院選へ
【コメント：石川正治】
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敏信

竹本

保
砂川
2014年5月の県展で入選した作品、池に映った木がまるで葉っぱをつけてい
るようで太陽が覗いた一瞬を狙った構図は、
「シャッターチャンスは今でしょ」
を絶妙に感じさせる見事な作品です。

10

12

香川県議会議員
香川県議会議員
（東かがわ市・選挙区）（高松市・選挙区）

昭子

勲

執筆・撮影

10

16

琴弾山頂から望む「寛永通宝」の砂絵

20
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「湖面の輝き」 川北

NTT 労組退職者の会
香川県支部・会長

國方
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安野

赤チャリを友として
今年退職して、生活が変
わり、体重も少しずつ確実
に増加した。そこで、家に
置きっぱなしになっている
赤チャリで三豊市内をツー
リングしてみた。田舎道の
風景を見ながらの走行は、
気持ちよく快適で、すっか
り気にいってしまった。
先日は、三野町から詫間
町へ行き、仁尾町から豊中
町へと３時間も走行した。
これからも、赤チャリを友
として、体重減少を目指し
て、続けていきたい。
習い事で健康維持
月に古希を迎え退職者
の会から記念品を頂きまし
た。
年前に体調を崩しまし
たが、現在の健康状態は「ま
あまあ」で、コミュニティ
センターのヨーガ、
絵手紙、
習字等に通っています。
出かけると体の
運動にもなり、皆
さんと楽しくお喋
りすると元気にな
ります。習い事は
私にとって大切な
時間です。

自前の合唱祭を開く
青春時代に楽しんでいた
男声合唱団を再興して 年
目に入りました。団員も
名に、声量は増したが「ハ
モり」を知らないカラオケ
世代が多く、響きあおうね
と、練習に励んでいます。
３年前に子供合唱団と女声
合唱団そして我が男声合唱
団の三者で自前の合唱祭を
開催するように成り、より
大きな合唱の喜びに浸って
おります。
２月の第３回合唱祭を目
指し練習しています。

高松市

温泉めぐりと山歩き
退職再雇用完了前に娘と
私ら夫婦の３人で、道東エ
リア・ツアー。再退職後、
息子と夫婦３人で信州・神
奈川の温泉めぐりの旅をし
て来ました。
今後も出来るだけの期
間、 代より始めた山歩き
と、夫婦での温泉めぐりを
して行きたいと願っており
ます。

高松市

害虫と格闘中
今年３月に退職して当分
ゆっくりと思っていたら、
いつの間にか
「明日がある」
先送りする事が身について
来たこの頃です。
そんな中、友人に誘われ
て高松市主催の「野菜塾」
に参加し野菜作りの講習を
受けています。裏庭の家庭
菜園では、害虫被害など思
うように育たない事が多々
有り、此れからは上手く育
てることが出来たら子供や
友人に配るのを楽しみにし
たいと思っております。

宮地 博文
丸亀市

高松市

奨

趣味悠々
東京から帰って 年、退
職時の講話で部外講師の
「屋外２個、屋内２個の趣
味 を 持 つ 」の 言 葉 を 実 行
し、晴れた日には鍬を持っ
た事がなかった妻と水稲・
レタス・スイートコーン等
の農作業、合間で月１〜２
回宇和海での磯釣り、１昨
年 ・５㎝ のグレを釣り優
勝しました。雨の日は木彫
りで時の経つのを忘れる程
で、大黒天・虎・裸婦等々
彫りましたが、なかなか思
い通りにいかないものです。

40

高松市

絵を描く事に夢中
退職して間もなく描い
ていた絵を、再び、描き始
め て 年 に な り ま す。 一
度県展に入選して以来、年
１回大作を描いていま
す。１週間に１枚、小作品
を描いています。作品が出
来たら、１人見て楽しんで
います。
丸亀城をウォーキングし
ながら句作りをしていま
す。高校時代の友人と逢っ
て近況を語っています。元
気で毎日を過ごしていま
す。

空井 昌彬

東かがわ市

照子

三豊市
叙勲を拝受
秋の叙勲に際し、はから
ずも旭日双光章に浴しまし
た。これも偏に皆様の温か
いご支援の賜と深く感謝申
し上げます。文化芸術の功
労ならば個人の栄に浴する
ところが大にありますが、
自治功労は皆様方のお力添
えがなければ成り得ません。
これからも栄に恥じるこ
となく地域活動のお手伝い
をしてまいります。特別扱
いをせず、常日頃のお付き
合いの程よろしくお願いい
たします。
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東かがわ市

恵

観音寺市
山小屋作りと芝桜
私たち夫婦が退職して、
３年が終わろうとしていま
す。現役の時から進めてい
た山小屋作りと芝桜公園作
りもハイスピードで完成に
向けて作業が進んでいま
す。新聞・ラジオ・テレビ
とマスコミにも取り上げて
頂いたおかげで、県内はも
とより遠くは関西・岡山・
四国各県から多くのお客様
にご来園頂いています。退
職者の皆様芝桜公園は４月
中旬から５月の連休迄見頃
です。ぜひ来てね。

久保 富計

悠々自適の生活を満喫
退職して 年、孫の子守
も終わり今は家庭菜園を少
しと、毎日時間つぶしに土
庄港まで往復２キロだがマ
イペースで四季折々の自然
の移り変わりを楽しみなが
ら歩いている。時折知り合
いに会い情報交換するのも
また一興。先には退職者の
会に出席しましたが、それ
ぞれが何かしらの趣味や、
仕事を持ち頑張っているの
を見るに付け、自分も健康
に留意しなければと思う毎
日である。

51

土庄町
14

10

10

井原タカ子

出来る事を出来る時に
この度は傘寿のお祝い有
り難う御座いました。自転
車も新車にして健康のため
晴れた日は快適です。
週３回の卓球や大正琴、
野菜作りの趣味の楽しみ、
毎月 日は地域安全のため
振り込め詐欺・自転車盗難
防止の推進、子育て支援な
ど「 出 来 る 事 を 出 来 る 時
に」とボランティア活動も
しています。昨年、乳ガン
が見つかりましたが早期発
見のため１週間で日常の生
活が出来ました。

千葉美知子

人生いろいろ
退職してから、早１年９
ヵ月経過。地域では、神社
総代・自治会の役員。頭の
体操は、かがわ長寿大学西
校・こんぴら大学で知識と
教 養 を 深 め、 ボ ケ 防 止 に
は、地元の竹細工同好会で
週１回竹を相手に指先を動
かし。元気の元は、亀友会
ハイキングで月１回の遠出
と、ウォーキングとジョギ
ングを毎日１時間ぐらいし
ながら、指折り数えて川柳
を捻り。と、まあ、いろい
ろやっています。
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多度津町

19

14

網

好村 昌明

林

篠原 正明

琴平町

13

島田

芳明
森本

照彦
高橋

雅文

会員の近況です。掲載を希望する会員は、積極的にご応募下さい。応募要領は、
200字程度で、はがきでも、
メールへの伝送（1頁枠外のアドレス）
でも結構です。

高松市
畑のお守り
平成 年春に退職し毎日
が日曜日となり、父親が残
してくれた田畑を、素人百
姓よろしく試行錯誤しなが
ら、お守りをしています。
畑で採れた野菜は、人様
に差し上げる方が多いか
も。畑仕事は私の健康法。
これ程良いとは気づきませ
んでした。趣味の海釣りは
志度や鳴門まで船で行き、
釣った魚で飲むお酒は一段
と美味です。庭木の剪定に
挑戦中ですが、松は難しく
頭を悩ませています。
14

