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とはないか」と悩んでいた
ところ、奥さんから「大好
きな芝桜を植えよう」と持
ち掛けられ直ぐに決意した
そうです。
そして二人で汗をかき斜
面の栗の根を除き、コツコ
ツと芝桜を植え春になって
白やピンクの花畑を見たと
きは、奥さんと手を取りあ
って喜んだといいます。
本人曰く
「あれから５年、

文責・河本光夫

何とか見られるようになっ
た」と、今年は「芝桜富士」
の名をつけてアート、富士
山の造形に成功しました。

電柱山小屋を手造り

森本さんの熱意と器用さ
は芝桜だけではありません。
写真から分るように電柱で
山小屋を建てたことです。
山小屋の基礎から設計・

みんなで応援してね

手造りした「電柱山小屋」も森本さんのアイディアが一杯

施工まで全て自分の手造り
といいますから驚きます。
中 に 入 る と 椅 子・ テ ー ブ
ル、流し台、窓枠に至るま
で森本さんのアイディアが
一杯見られます。
今ではインターネットや
新聞・テレビで県外にも知
られるようになり、今年は
８千人が見学に訪れ賑わっ
たそうです。
昨年から出しているコー
ヒーやソフトクリームも大
好評で、
「来年は喫茶部門を
充実させたい」と奥さんも
笑顔で話してくれました。

夢ますます大きく

こうした森本さんの粘り
強さと器用さは、若い頃か
ら組合活動でも見られ職場
からの信頼も厚く、退職後
にもそれが証明されたもの
といえます。
そして「これからは駐車
場を増やし、芝桜をもっと
楽に観やすくして、電柱小
屋も増築しバーベキュー
や、絵手紙・書道・写真の
展示もしたい」と目を輝か
せ、森本さんの夢はますま
す大きく積極的に前を見つ
めているようでした。

川根 昭代

と努力の積み重ねが至ると
ころに感じさせられます。
お友達との電柱小屋での談
笑や作品展示も気軽に楽し
めます。
東かがわ市の新名所とし
て、これからもみんなで応
援して下さいね。

東かがわ市の新名所

年々完成度がアップして
いる森本さんの芝桜。今年
は芝桜富士も完成して一段
と見応え
のある園
となりま
した。奥
様との愛

http://nttobkagawa15.ec-net.jp
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退職者の会
香川県支部協議会

國方

今回は、東かがわ市の国
道 号線沿いの白鳥神社西
１００ｍ 交差点、更に南に
行った所にある山を芝桜で
一杯にした森本芳明さんを
訪ねてお話を聞きました。
栗林を芝桜に変身

70

会長

山を芝桜で一杯にした
11

以前は、山全体が栗畑と
雑木で覆われどこにでもあ
るような山で、栗拾いを目
的に栗の木が１００本位植
わっていました。栗の販売
もして毎年秋になれば職場
の仲間が訪ねてきて交流
し、多い時には 人位で栗
拾いやバーベキューを楽し
み賑わうほどでした。
しかし、 年程前の台風
で栗の木は倒れる等大きな
災害にあい、残った木も老
木で栗が採れなくなり栗林
を諦めました。
「何かするこ

見応えのある今年完成した「芝桜富士」

森本芳明さん
10

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp
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稔
「男木島の灯台」 撮影：松田

ごあいさつ
暑中お見舞い申し上げます。日差
しの強い日々ですが、会員の皆さん、
お元気でお過ごしでしょうか。
先の自治体選挙でのご支援に感謝
申し上げます。残念ながら、砂川県
議が皆さんの期待に応えることがで
きませんでした。
会の活動も後半に入り、総会の準
備も進めていますが、国会では安保
法制を始め重要法案を数の力で押し
切ろうとしています。日本の将来の
ために政権の暴走を阻止したいもの
です。
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石川正治

綾川町は、高速道路のイ
ンターも近く、立地条件に
は大変恵まれた環境下にあ

る町です。
全国で天満宮はたくさん
ありますが、朝廷が祭った
京都の「北野天満宮」菅公
さんが亡くなり、埋葬され
た九州の「大宰府天満宮」
が有名です。
菅公さんが、讃岐の国司
の時、深い縁があった滝宮
天満宮は、菅公さんは生前
学問に秀でた人でしたので、
学問の神様としてお正月に
は県外からも受験生をはじ
したとも伝えられています。
め、多くの参拝者で賑わう
踊りには、神仏への豊作
神社です。
や安全・平和などに感謝し、
また、重要無形文化財と
ほら貝、鐘の音につれて「ナ
して、国に指定されている
ムアミドーヤ」と唱える歌
歴史と伝統ある滝宮念仏踊
詞にあわせて踊ります。
りがあります。日照りの大
毎年８月 日、午前中は
干ばつで苦しむ民・百姓を
滝宮神社で、午後からは滝
救うために、城山の山頂で
宮天満宮で奉納されます。
雨乞いをして、雨を降らせ
道真公ゆかりの綾川町へ心
そのことに感謝し、踊った
癒やしにお越し下さい。
ことが始まりです。
また、うどんの源流と言
独特の衣装を身に着けて、
われる「ほうとん」
「こんと
ゆったりと舞い踊る「念仏
ん」の製法が空海の弟子で
踊り」は、法然が振り付け
ある智泉大徳に伝承され、
今日のうどんへと進化した
讃岐うどんの発祥地でもあ
り、滝宮で美味しいうどん
も是非ご賞味下さい。
（記・福家利智子）
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写真・入選

昭子
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今も変わらない多芸・多趣味

毎日飯野山に登山

彼が多芸で物づくりに長
けていることを知る人は多
い。
（八朔節句のだんご馬）
の作者としても有名。
物（素材）を見つめどう
改造すればよいか、いろい
ろ考える時がワクワクとす
るらしい。焼却炉や雨水タ
ンクも手製作品だ。
いまは手製の彫刻刀で七
福神を作りあげているが、
ひ
ょうたん徳利にもたれ、ほ
んのり酔った布袋さんの表
情を作り出すのが難しいと
言う。

写真・入選

毎日多くの人が登山を楽しむ飯野山

退職直後から健康のため
に散歩を心掛け早朝から丸

に合意し、日米首脳会談後
に米国議会で「法案をこの
夏までに成立させる」と約
束することは、国会（立法
府）の軽視も甚だしいと世
界中から疑われています。
憲法を無視して戦争がで
きる国をめざす、立憲主義
を蹂躙する政権の暴走の行
き着く先は明らかです。
危機回避へ
政権交代の世論形成を！

第

回 香川県展

8

ープのハイキング世話役な
ども引き受け、今や連合自
治会の老人会長として充実
した日々を送っている。
ボランティアができるこ
とに感謝し、される側より
常に元気でする立場で居た
いと言う。
健康年齢を延ばすため、
とりあえず５年後までは、
毎
日続けたいとのこと。今日
も、また山頂から移りゆく
讃岐平野を楽しんでいるこ
とでしょう。
（取材・久保 法夫）

いつまでも私の師匠

久保 法夫

緑陰の坂上りゆく白帽子

藤の花香りに誘われ友訪問

夫のもの片付け春の別れかな

青芝の市民広場に園児駆け

初採りのきゅうり二本卓の上

句座筵白つめ草に囲まれし

鳴き交わす老鶯朝の静けさに

西原都美子

氏家

井原タカ子

大黒

川原

吉崎

馬場

真鍋

文子

貞子

範子

禮子

貞

バイタリティは今も昔と
変わらない。人生を謳歌し
ている。私に無理やり釣り
を教えたのも彼であり師匠
でもある。
よく気がつき、場を盛り
上げ仲間づくりは一流。こ
れからも無理をせず、元気
にいつまでも私の師匠でい
てください。
（記・久保 法夫）

城跡は夏草しげるばかりなり

小林

芳子

節子

火上山昔いくさ場若葉もゆ

洋画・入選

タカ子
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博

日本画・入選

「蒲萄」 丸亀市 松村
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今、国民の生命と生活に
及ぼされる危険性は「安倍
夏薊城のなだりに丈高く
森
純子
政権」にあると言えます。戦
後 年、二度と戦争の悲惨
思い出は誰にもありて母子草 小山 剋子
さを繰りかえさないために、
安倍政権の暴走を押しとど
めることが最大の課題であ
り、「集団的自衛権の行使を
集中、割付け変更に嬉しい悲
編集後記
させない」国民の世論を高
鳴。▼ＨＰのＵＲＬが３月か
め、反安倍政権の政治勢力
ら変っていますので一面を
の拡大を図ることが重要と
▼今回「見ませ見せまし
参照して下さい。
なってきています。
ょ」コーナーに、県展入選が
（記・石川正治）

一刀彫の作品も多趣味のひとつ

今回は退職後 年を迎え
気ままな愛車の旅
た大西芳市さんを訪問し、
現
在の生活をお伺いしました。
また、奥様と二人だけの
旅行も楽しんでいる。大ま
一刀彫に精を出す
かな計画のみで、予約も入
れず、時間に縛られない気
亀城に登っていたそうです。
ままな旅だと言う。
少し物足らず、近くに住
愛車を使い九州一周や東
んでいる従兄弟達に声を掛
北の花火大会にも行ったら
け飯野山へ定期的に登ろう
しい。もちろん手製で車に
はカーテンレールが施され、 と約束してスタートした。
頂上で、他の登山者と話
後部座席を外し、横になれ
るようフラットな床に変え、 をすると、相手は「１日に
２〜３回登っている」と言
工夫がされている。
う。
「負けられん」と、彼の
道中に寄る温泉も道の駅
心に火が付いたのはこの時
もいいらしい。
で 年間になんと３，５０
ボランティアの喜び
０回もの登頂を刻んだ。
メンバーの１，０００回
登頂記念祝いや、他のグル

11

28

言う方が失礼だ』との痛烈
な批判」や、米軍などの後
方支援は、
「銀行強盗を車で
送迎すれば、一緒に強盗し
たことになる」と皮肉られ
るなど「集団的自衛権の行
使は違憲」と指摘されてい
ます。
さらに、直近の報道機関
の世論調査で「政府の説明
が不十分」と思う人が 割
に達する状況にあるにも拘
わらず、判断するのは「内
閣・時の政府」と、正に立
憲主義を否定する暴挙に出
ています。
また、 月 日の日米の
防衛協力（ガイドライン）

回 香川県展

行方にあると言えます。政
府は６月 日、会期を９月
日までとする大幅延長を
決めました。憲法学者や世
論に背を向け、参議院の
日ルールを使い、審議未了
で衆議院に戻して可決を目
指していますが、維新が対
案提出の動きもあり予断を
許さない状況にあります。
月 日の衆院憲法審査
会に招かれた憲法学者（各
党推薦） 人から、
「閣議決
定は、どこまで武力行使が
許されるのか不明確で立憲
主義にもとる」
、
「安倍首相
や政府が『平和だ、安全だ、
レッテル貼りは失礼だ、と

国民世論で反撃を

基法改正の成立の可能性が
高まってきています。
非正規・低賃金労働者の
拡大、年金の減額、社会保
障の切り下げなど、国民負
担の増大を押し付ける一方
で企業には減税。アベノミ
クスによる円安と株価高は
一部輸出企業と富裕層には
恩恵があるものの、庶民は
物価上昇で生活が圧迫され
ているのが現実です。
この国は
何処に向うのか？

第
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6

「島のバス停留所」
川北

4

安倍政権の暴走を許すな

勲
國方
会長

大西 芳市さん
「黄昏の時」 丸亀市 井原

80

毎年8月25日滝宮神社で五穀豊穣を祈願して奉納される念仏踊り

三木町

稔

80

25
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4
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70

学問の神様として信仰のある滝宮天満宮

60

「ひとりざけ」 丸亀市 松田

80

80

労働者派遣法改悪される

「雨の日の花」

一方、日本の将来に危惧
される最大の課題は、安全
保障関連法案の国会審議の

猛

泉宮

毎年8月25日 滝宮神社と滝宮天満宮で奉納

６月 日衆議院本会議で、
派遣法改正案が自・公など
の賛成多数で可決され、維
新の党が提出した「均等待
遇」は骨抜のまま、結果と
して強行採決せず成立させ
ることに手を貸す事態とな
りました。
法案は「派遣労働の業務
区分や期間の制限を撤廃し、
３年ごとに人を入替えれば
無期限に可能」とするもの
で、生涯派遣・低賃金労働
者の固定化と拡大が危惧さ
れます。これに引き続き、今
国会で「残業代ゼロ」の労

観音寺市

滝宮の念仏踊り
19
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宮本敏彦さんを見習って
４年と４ヵ月旧国鉄に勤
めた後、昭和 年旧松山統
制電話中継所に入所。間も
なく四国内の新入社員全員
が、松山へ集められ最初の
訓練が行なわれた。その中
に宮本さんが居り、あの日
焼けした顔と眼力が目立っ
ており、この人は出世する
と直感。やっぱりそうでし
た。それを見習って 年、般
若心経の空や色の骨子を理
解することができました。い
つかスピーチいたしたいと
思っています。

ウェスト・ヒルズＣ・Ｃ
何処のゴルフ場？実はこ
の春私の地区に誕生したグ
ラウンドゴルフ場です。因
みに私の住む「西の岡」で
も愛好家が増え、地元にコ
ースをという要望の中、集
落管理の神社の敷地に目を
つけ、 月に着工。延べ１
６２名の協力で、他に例を
見ない、神社の趣きを保ち
自然を生かした、林間コー
スに仕上がりました。何よ
り良かったのは地区民のコ
ミュニケーションの場とし
て役立っていることです。

佐柳 正信

5

57

孫の面倒見で埼玉暮しも
退職直後に、埼玉の息子
からＳＯＳの連絡が入った。
嫁が看護師であり、産休明
けで職場復帰とのこと。直
ちに夜勤、泊があり、加え
て息子は出張がちである。
孫の面倒を見るため、こ
の 年間で、 ヵ月間は埼
玉暮しでした。
土日は、両親が居て、妻
と二人で東京見物、温泉め
ぐりなど、結構楽しんでい
ます。当分の間、飛行機で
の移動と埼玉ぐらしを覚悟
しています。
1

日々のんびりと
退職すれば、趣味を持た
なければと思いつつ 年が
過ぎましたが、毎日をのん
びりと過ごしています。現
在半月程度仕事をしながら
自治会の役員・地域のボラ
ンティア活動を行なってい
ます。楽しみは車で行く旅
行。行く先から行程表の作
成等ネットで検索している
時は、楽しいものです。最
近、観音寺時代の有志 名
で萩・津和野へ行きました。
今もこの原稿を書きながら
次を計画しています。

横手 満代

3

7 6

4

十鳥 昌子

ピラティスで気分爽快
退職して早 年が過ぎま
した。日常のストレス解消
に 年前からピラティスを
始めました。ピラティスは
身体の軸を意識しながら深
層部の筋肉を鍛えるもので
す。週 回ゆっくりと深い
呼吸をしながら動作を行な
うことで、新陳代謝が良く
なり、背筋も伸びて気分爽
快です。昨年は、ナビを頼
りに車で県外の孫の運動会
へ。今年は兵庫県の千年藤
を見に行って紫のシャワー
を浴びてきました。

1

孫の世話と趣味楽しむ
先日、退職者の会より喜
寿のお祝いを頂き、改めて
組織のありがたさと健康に、
家族と共に感謝する機会と
なりました。
今は、 才になる孫の子
守りをしながら、趣味とし
て長年続けている御詠歌は
年、大正琴は 年、グラ
ウンドゴルフは 年になり
ます。
孫の成長と自分の趣味を
楽しみながら、飛ぶように
過ぎていく忙しい日々を送
っています。

小豆島町

三豊市

護

請川

69

退職後 年半の振り返り
退職後早いもので、 年
半が過ぎました。退職直後
年間をかけて南斜面に石
垣を築き、庭園造り、我家
のマチュピチュが完成しま
した。葡萄ハウスを建て、今
年で二回目の収穫時期を迎
えようとしています。地域
貢献で、地域活動組織の代
表で、市土地改良区総代と
して忙しく活動しています。
海外旅行は、南米マチュピ
チュ等 ヵ国、今後は国内
ツアーを中心に、見聞を広
めたいと思っています。

12

3

武彦

高松市

観音寺市

輝男
山本

繁
大成

細谷

まだ生きてます
月に 回ほど現役から続
けているお稽古（刺繍）を
しています。家では寡黙な
ので、その分外へ出ると喋
って、手より口の運動が多
くなり、口だけの時も。み
んな気心のしれた人達なの
で楽しく通っています。今
年で私も古希になり、高齢
者の仲間入りです。若い時
から、ずっと薬のお世話に
なっているので、母（ 才）
の年を越たのだなぁと、感
慨深いものがあります。お
祝ありがとうございます。

1

高松市

1

河端

豊
高松市
90

丸亀市

川北 昭子

三好美奈子

姫田 眞樹
坂出市

2

80

10

三木町
40

東かがわ市

未来に
私は、この地円座に誇る
１４０年伝統の「俳句会」
のお世話をさせて貰ってい
ます。先人は、綱敷公園に
基の句碑を遺されていま
す。同人には 代・ 代の
方々も。作品を互選し、意
見交換し楽しい句会に。新
聞紙上にも投稿。掲載され
ると皆で祝福。皆さんの豊
富な人生経験に学び、今日
も「 Ｎ Ｔ Ｔ 労 組 退 職 者 の
会」の手帳を胸に、心のた
けを書かせて貰っています。
青梅や梅干し友達古き佳し

33

高松市

22

1

58

多趣味三昧の日々・・・
退職して５年、趣味はパ
ッチワーク、水彩画、旅行
あっ、山野草も…（苦笑）
中でも 歳から始めたゴル
フは、両親の命日に兄弟と
年 回のいとこ 、小学校
の同級生など、ゴルフで広
がる縁に感謝しています。
もう一つは写真で、 年
ぶりに一眼レフを手にし、
ＮＴＴフォトクラブで指導
を受け昨年、今年と県展に
入選することができました。
今後も、健康で楽しく過
ごしたいと願っています。

13

菰口 禮子

善通寺市

3

75

80

才の感慨
昭和 年、生れた時から
戦争があった。 才で敗戦。
家族と生き別れ単身外地よ
り引揚げ。なじみ薄いサヌ
キに根付くが、今も余所者
意識が抜けない。反発心も
あり、
「安保闘争」等、地元
人が逃げたがる活動に参加。
労組の役員は処分要員とし
て押出されたものだが悔い
はない。懸命に突っ走った
時代の高揚期、自己の青春
が一致したのは幸運かもし
れない。今夏八十路の私は、
「戦争法」を許せない。

3

3

13

藤井 一三

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。

2

さぬき市
健康で人生を過ごす
私の目標
退職して早 年余り、今
皆様、お元気ですか？退
は農作業をしながら夫婦で
職してから早 年、この内
孫の少年野球の応援に行き、 の数年は、私の人生の中で
楽しみながら成長を願って
（多分この先も含めて）最
います。また、地元の仲間
も、色濃く、強烈な難問で
（約 名）と共に ヵ月に
した。貴重な「臨死体験」
回ゴルフを楽しんでいま
もしました。それらを経て、
す。
今、私が目標としている事
・ ・ ・ ・ ・
・ ・
今は足腰の衰えがあり、
は、好奇幸齢者となり、与命
スポーツジムに通い、身体
を全うする事です。神様か
を鍛えるつもりです。
ら新たに頂いた命。
「今を大
今後は、楽しく健康で、元
切に、今を生きる！」を座
気な人生を、送りたいと願
右の銘とし、再発、後遺症
っています。
に怯えながらも、日々頑張
って元気に暮らして居ます。
1

