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ＮＴＴ労組・退職者の会
香川県支部協議会の第 回
総会が、 月 日に高松オ
ークラホテルで開かれ、こ
の一年の活動を振り返ると
ともに、来夏の参議院議員
選挙の取組みを最重要課題
とする、向こう一年の活動
方針を満場一致で確認しま
した。
午前 時 分定刻に、原
田美知夫副会長の司会で開
会され、議長に久保法夫氏
（中讃地区協）
を選出しまし
た。議事の冒頭あいさつに
立った國方勲会長は「地区
協の活動は定着している

参院選で総力挙げたい
國方会長あいさつ要旨

県支部協の新体制

久 保 副 会 長・ 真 鍋
監事を新たに選出

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

國方 勲
松井 淳子
久保 法夫
下河 進
石川 正治
冨田 佳代子
河西 英夫
千田 建雄
久保池 薫
吉田 勉
真鍋 功一
多田 巳年
宮本 敏彦

明石晶博氏

H・P

副会長と監事が替わり、 会 長
新たに久保法夫副会長と真 副会長
鍋功一監事が選出されまし 副会長
た。支部協の新体制は、以 事務局長
下のとおりです。
同 次長
会 計
会計・共済
新副会長
久保法夫氏 共 闘
機関紙
監 事
監 事
新監事
真鍋功一氏 顧 問
顧 問
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①支部協活動は、地区協を中心とする「活動と会員
との連携」の前進を評価し、今年度も更なる会員との
連携強化に取り組む。②支部協財政は、中央からの交
付金減と支部会費収入減で、近い将来「会費も含め活
動と財政のあり方」の検討が迫られる。③安倍政権下
で、高齢者や社会的弱者の生活は厳しさを増し、非正
規労働者の拡大と固定化は貧富の格差拡大と固定化、
さらに平和と人権が脅かされる。来夏の参議院議員選
挙は強権政治に対決する重要な闘いとなる。
私たちにとっては組織内「石橋みちひろ」の再選が
最大の課題であり、組織の総力を挙げた取り組みを進
めたい。

が深まりました。
なお、空井昌彬副会長の 空井・原田両ベテラン副会長が退任
年度決算報告及び 年度
予算案の提案と、吉田勉監
今回の総会をもって２人
年間務められ、香川県支
事からの会計監査報告につ のベテラン副会長が退任す 部協の活動に貢献されまし
いて、いずれも承認されま ることになりました。
た。
した。
原田美知夫副会長は幹事
長い間の任務、ご苦労さ
（久保池 薫・記） を含め 年間、空井昌彬副 までした。感謝を申し上げ
会長は事務局長などを含む ます。

退任の原田美知夫氏（左）と
空井昌彬氏（右）・両副会長

NTT 労組
香川グル連会長

が、活動のさらなる前進に
向けた基盤作りを進めた
い」などの所信が述べられ
ると同時に、 名の物故者
に対する黙祷を捧げまし
た。
来賓の、吉川さおり参議
院議員、川辺中央協事務局
長などから、連帯と激励の
言葉が寄せられました。
議事のなかでは、下河進
事務局長が、生活情報など
を把握するため「ありがと
う」の返信はがきの内容を
見直すことなどが提案さ
れ、質疑・討論では、５地
区協全てから発言があり、
地区協活動の悩みも含めた
現状の報告で、活動の交流

高田良徳氏

多くの来賓が
連帯と激励に
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全国行脚で総会に参加で 増やすとともに、安保法案
近々の課題だ。
きず残念とＤＶＤで国政報 に賛成した議員を落選させ
告と、来夏の参院選の支持 るためにも香川選挙区の候
を訴えた。
補者擁立に努力する。
代理で参加した元林秘書
９ 年前に、政治の場に。 から、労働者派遣法・安保
２期目の選挙では逆風の中 法制は強行採決されたが付
で当選を果たせたのは諸先 帯決議など安倍政治に抵抗
現役組織は、組合員の減
輩のお力添えであり、感謝 してきた。支持の拡大をお
願いしたい。
少や政治離れの状況にあ
します。
り、選挙闘争には退職者の
現在は、参院の経済産業
会の力は不可欠。重点課題
委員会委員長としての活躍
の参院選「石橋みちひろ」
の場を頂いており、全力で
必勝に向け支援と協力を。
頑張りたい。
安保法制の闘いは１００ 退職者の会員が増加し、中
０人委員会での座り込み・ 央的に財政問題を課題とし
デモなど取り組んできた。 ている。
今後は違憲訴訟の原告団を

社民党県連
代表

の課題となる。
夏の参院選は組織内「石
橋みちひろ」の浸透不足の
解消に全力をあげる。

役員の派遣や香退連で牽
引的活動に感謝。結成 周
年を迎えたが、この間、年
金・医療などの制度要求や
対県交渉、選挙闘争など退
職者を結集した取り組みを
展開した。
平和憲法に守られた戦後
年。それ以前の 年は戦
争の歴史。安倍内閣打倒が

元林稔博氏

實氏
池田
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國方 勲
久保池 薫

今年度から事務局長に就
任。秋田出身の 歳と自己
紹介。今年度全国総会を福
島で開催し、原発は必要な
のか？実感した。災害時の
安否確認や連絡体制が今後

吉川さおり氏

参議院議員

石橋みちひろ
参院議員・秘書
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香退連・会長
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優氏
川辺
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今年も多くの来賓が参加
されました。
紙面の都合上、
次の方々の挨拶要旨を紹介
します。
中央協議会
事務局長
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今年も多くの来賓・代議員が参加し討論を

退職者の会香川県支部協・第17回総会

会員に存在感見える活動を

泊 満夫氏（小豆）
会員の高齢化が進み、地
区内で現職は６名に。独自
レクは人数的に限界。
以上の発言に対し、下河
事務局長から①各地区協の
会員の親睦・交流などの独
自活動は評価する。②居住
地レクは、ニーズの強い企
画をすれば多数参加するこ
とが確認できた。③平和行

全地区協からの発言で交流
会員の手作り芝桜公園に
ぜひご来園を。
三谷 一孝氏（西讃）
会員宅の火災が２件発
生。県協からの即見舞に感
謝。地区協独自のレクや総
会で会員交流を深めてい
る。戦後 年、退職者の平
和の取り組みを重視すべき
では。
宮本 英征氏（中讃）
地区協でバスツアーなど
計画。新会員歓迎会は、知
人を通じた呼びかけで成
果。地協役員会の充実で意
思統一を図っている。

動は、戦争体験がある退職
者の会の責務と考える。④
地区協単位でのレクが困難
な時は、合同開催も視野に
検討を。⑤支部協・地区協
の活性化で会員に存在感が
見える組織を目指そう。と
集約答弁し、確認されまし
た。
（下河 進・記）

地区協総会は、講演会や
ゲームなどが企画されてい
ます。より多くの会員の参
加で親睦・交流が図られる
ことが期待されています。

勤氏

電通共済生協

鎌田賢二氏

四国労働金庫

青木武史氏

小川衆院議員秘書

福家利智子氏

綾川町議会議員

富野和憲氏

高松市議会議員

片山宏司氏

ＮＴＴ香川支店

来 賓 の ご 紹 介

杉山

前高松市議会議員

山崎数則氏

ライフアシスト

後藤淳一氏

石川事務局次長に永年役員表彰

懇親会となりました。
た空井昌彬さんの指揮で、
宮本敏彦顧問が中締めで 「全電通の歌」と「がんばろ
県支部の新体制にエールを う」でフィナーレを飾りま
総会では、永年役員に対 さらなる期待がかかってい
送り、今回で副会長を降り した。 （石川正治・記） する表彰が行なわれ、 年 ます。
の節目を迎えた、石川正治
事務局次長に國方会長か
ら、表彰状が手渡されまし
た。石川さんは、総会や記
念集会などで使われるスラ
イドの作成などに取組み、
支部協活動には欠かせない
感謝状を手に喜びの石川事務局次長
存在であり、今後の活動に
「支部協総会終了後２ヵ
月以内に地区協総会を開催
する」との規程により、各
地区協総会の準備が進めら
れています。

満夫氏

前土庄町議会議員

泊

香川労福協

千田建雄氏

退職者の会・顧問

多田巳年氏

退職者の会・顧問

宮本敏彦氏

10

報告・提案の
下河事務局長

各地区協総会の準備進む

宮本氏

石橋参議員がＤＶＤでメッセージ

には残念ながら出席できま
せんでした。しかし、ＤＶ
Ｄでのメッセージが届けら
れ、決意と支持拡大のお願
いが、画面を通して伝えら
れました。
今後、支持者カードや紹
介者カードの提出を依頼す
る活動を現・退一致で取組
むことになります。

（２０１５年 月～ 月）
（河西英夫・集計）
おめでとうございます
【米寿】
９月 宮原 文子様・高松市
月 三好ツルエ様・ 観音寺市
【喜寿】
９月 小笠原 坦様・高松市
三谷 博美様・ さぬき市
野村 俊夫様・小豆郡
志賀 周子様・ 善通寺市
月 久保田玉枝様・高松市
向原 桂子様・高松市
湯浅 セイ様・高松市
田渕 貞夫様・ 東かがわ市
山地 敏夫様・丸亀市
竹内 久江様・ 仲多度郡
村岡 治子様・ 仲多度郡
【古希】
９月 八重
紘様・高松市
冨田
等様・ 東かがわ市
苧阪
充様・綾歌郡
大西 美文様・ 仲多度郡
野田 五郎様・三豊市
月 徳永 己弥様・丸亀市
お悔やみ申し上げます
本人死亡
９月 岡田スエノ様・ 観音寺市

９

梶原氏
三谷氏

２期目挑戦で支持拡大のお願い
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来年夏に執行される、第
回参議院議員通常選挙
に、
２期目の挑戦をする
「石
橋みちひろ」
参議院議員は、
知名度アップと支持の拡大
のために全国を駆け回って
いることから、今回の総会

10

10

10
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小豆地区
月１日
ホテル水明
中讃地区
月３日
ホテルサンルート
瀬戸大橋
持つ「かきくけこの法則」 西讃地区
月５日
で会場を沸かせました。
琴弾荘
この言葉に國方会長の乾 高松地区
月 日
杯音頭も「恋心はムリ」と、
五色台休暇村
会場は一気に融和ムードに 東讃地区
月 日
変わり、終始笑い声のある
大川オアシス

24

やっぱり懇親会の締めは歌声で

河本氏
石橋みちひろ

質疑・討論では全地区協
から５名の発言がありまし
た。発言者と要旨は以下の
とおりです。
梶原 功氏（高松）
居住地レクを中央と旧市
内ブロック合同で高松まつ
り花火大会見学を計画し、
２００名が参加。幹事会開
催など現・退一致で取り組
んだ。
河本 光夫氏（東讃）
砂川候補の惜敗は残念な
結果。他地区からの応援に
感謝。居住地会議などで交
流を深めている。

第二部の昼食・懇親会は
松井淳子副会長の司会で始
まり、ユニークな松井さん
の司会は定評で、長生きす
るするコツとして、感動・
興味・工夫・健康・恋心を

11

松井副会長が「かきくけこの法則」披露

質疑
討論
13

融和ムードのなか懇親会

泊氏
参議院議員
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