國方

勲

退職者の会
香川県支部協議会

会長

会員の皆さん、新年を迎え思いも新たにさ
れたことと存じます。
昨年は、安保法案が強行採決される日本の
将来に禍根を残す一年でした。今年は、参院
選挙で勝利し、国民生活や世界の安全を脅か
すことのないよう国会で歯止めをかけること
が最大の課題と言えます。
この一年、会の充実・発展に取り組む決意
です。会員皆さんのご協力をお願いします。

正治）
敏彦／撮影＝石川

リベラル一筋 に

今回は「戦後 70 年」に因んで、軍隊の経験もあり、草創
期から労働運動に携わった、菅清一氏・90 歳（県支部・第
7 代目委員長）に登場して貰いました。

歳

清一さん

90

戦後労働運動の生き証人・菅

（聞き手・文責＝宮本

組合はさながら
の任務の大半は前述のよう
穏健派だが
食うための物資部
に食糧調達に追われるもの
不正は徹底糾弾
陸軍２等兵で敗戦を迎え
で、一例をあげると、保険
菅さんの一貫した人生観
た菅さんは、昭和 年８月
の外交員が収集した食糧情
は、不戦、差別排除、社会
日に復員、高松郵便局に
報を頼りに宇和島に出か
正義の追求に代表される
復職します。
け、「いりこ」を当局に内緒 「リベラル」そのものです。
当時は生きること、特に
で、鉄道郵便の車両に積み
労組のリーダーとして
食うことが精一杯の世相。 込み、大量に仕入れたこと
は、
ギラギラした党人派とい
ＧＨＱの占領政策で「組合
もあったとか……。
うより、
労組の統一を大切に
を作れ、作れ」と上から連
そんな情勢だけに、「食え
する穏健派として知られて
日督促され、官制の労働組
る賃金よこせ」との「２・ います。香川の巨星・成田社
合が結成されました。しか
１スト」は、組合員のニー
会党委員長の評価も路線も
し、基礎知識もなく、組合
ズに合致して歴史に残る大
さることながら、
「私利・私
活動は、さながら、食糧を
争議に……。結果は、ＧＨ
欲のない高潔な政治家」
とし
調達する物資部のようなも Ｑの命令で中止されました
のだったと言います。復員
が、菅さんはそれに参画し 結 成 周年を一緒に
直後の菅さんは、結核を患
た生き証人の一人です。
菅さんは、
昨
っており、半
年 月に 歳
日勤務で療
を超えられま
養していた
したが、
とても
こともあっ
卆寿とは思えません。
それは
て、勤務後の
身体もさることながら、
頭脳
半日は組合
に衰えが見えないからです。
の実務を担
全電通香川県支部結成
いました。そ
20

20

全電通香川県支部結成 60
周年記念集会（2011.10.22）
で「2.1 ストの思い出」な
どを語る菅さん

70

10

ての側面を挙げ、
社会党現職
の県議が番の洲汚職に連座
したときは、
その糾弾と社会
正義の証明に奥村政治・元県
支部委員長を擁立して県議
選を闘いました。
菅さんはまた、知る人ぞ
知る「囲碁の名手」でもあ
ります。県支部でコンビを
組み、囲碁も好敵手の元・
書記長の雀部年久さんは
「形を重んずる堅実な棋風
で、
往年の棋力は５～６段」
とも語ってくれました。
真骨頂のリベラル
今も旺盛で健在
リベラル一筋に 歳を数
えた菅さんは、集団的自衛
権の行使をめぐる一連の安
保関連法の動向に「人間は
戦場に行けば、生きるため
には何でもする。不戦の誓
いとしての憲法は変えさせ
てはならない」と強調。現
役労組に対しては「労組は
日本では最大の民主勢力。
もっと社会的に存在感のあ
る訴えと活動をしてほし
い」と引き締まった顔で述
懐しました。
これこそ「リベラル」を
通した菅さんの真骨頂であ
り、今も現役時代を彷彿と
させる程、
旺盛で健在です。

退職者の会香川県支部協議会
顧問・宮本 敏彦

周年の手記や座談会での発
言は示唆に富んでおり、今
も「従軍慰安婦問題」を調
査するなど旺盛な学習・探
究心は私達・後身の鏡でも
あります。どうか、何時ま
でも創建で結成 周年も共
に祝いたいものです。

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

90

70

雅典
「ダルマの朝日」 撮影：中條

宮本敏彦・顧問のインタビューに応える菅 清一さん
NTTOB サロン玉藻（旧・北局ビル内）にて

90

60
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石川正治

今回は坂出市を概説し古
のロマンについて少し紹介
しましょう。

赤穂の住人が今の坂出に移
住し、そこで塩づくりを始
めました。これを田尾坂か
ら宇多津の人が見て、「坂を
出るといつの間にか所々に
家が建ち、寄洲を埋め立て
村ができている」と驚き伝
えたことから、坂出という
地名になりました。
市の中心部は海岸沿いに
平坦に開け、東部に綾川が
流れ豊かな田園地帯が広が
り、また大小の島々を結ぶ
瀬戸大橋があり、五色台ス
カイラインがあります。
さらに、常盤公園、山城
の城山、鎌田池公園、飯野
山などもあり、海に山に自
然豊かな土地柄です。
港とともに発展
坂出港は江戸時代より塩
の積出港として栄え、昭和
初期に整備されて、近代港
の先駆けとなりました。さ
らに一九五一年には重要港
湾、特定港にも指定されて
います。塩田跡地を活用し
た港湾開発、港湾区域も広

く沙弥島から松ヶ浦港まで
広域にわたっています。
国際港として年間約２、
７００万トンの貨物の取扱
量があり、四国の港湾にお
ける貨物の約４分の１を扱
っています。
こうして県の工業と市の
発展に大いに貢献し、今で
も北四国の物流拠点として
機能しています。
古のロマン
府中町はその昔、讃岐の
国の中央に位置しているこ
とから、ここに国庁（今の
県庁）があり、学問の神様
菅原道真公も八八六年に国
司として派遣されました。
また「保元の乱」で敗れ
た崇徳上皇も坂出に流さ
れ、市内にはゆかりの地も
多く「八十場」
、
「白峰寺」
、
「西行法師の道」など、今も
多くの人々が訪れています。
さらに沙弥島には柿本人
麻呂の歌碑や、坂出出身の
中河与一の文学碑があり、
空海の孫弟子で高僧の一人
でもある理源大師（聖宝）
も沙弥島の人です。
近くには県立「東山魁夷
せとうち美術館」
、
瀬戸大橋
記念公園等があり、老若男
女を問わず眼と心の癒し潤
いの場所としも慕われてい
ます。 （大西 孝・記）

光夫

「春の蓮」
高松市

白石

統

照子

石川

正治

活の圧迫を
招かせない
ための国会
審議が重要
となること
から、
「富国
強兵」の再
現を思わせる安倍政権に対
峙し、今夏の参議院議員選
挙に勝利することにありま
す。
この闘いに勝利するため
には、私たちにとっては参
院比例代表の組織内「石橋
みちひろ」の再選が最大の
課題と言えます。
私たち高齢者は、生活の
糧である年金が減額され、
医療費を始めとする社会保
障負担が増加し、物価上昇
と消費増税が重くのしかか
ることが予想されるだけ
に、自らの生活防衛のため
にも政治への関心を高め、
できる行動を一つからでも
起していきたいものです。

１回お茶を習っており、頼
まれてお点前を披露した
り、マリンウエーブで開か
れた大覚寺
門跡御親教
での献花式
への参加も
してきまし
た。
ＮＴＴ 観
音寺ハイキ
ングクラブ
の例会への
参加、海外
旅行などＮ
ＴＴＯＢの
みなさんと
の交流も楽
しく忙しく

中川

退職者の会「湯村温泉グルメの
旅」の二日目、晴天に恵まれた浦
富海岸は瀬戸内では見られない
荒々しい光景、遊覧船の甲板でし
がみつきながらの撮影だった。

高松市

「砕ける波」

今年の最大の課題は、安
保法案成立による、安易な
海外派兵に歯止めをかけ、
軍需費の拡大による国民生

参院選を
自らの課題として行動を

挙と言えます。
保障関連法案を、多くの憲
これらの状況下にあっ
法学者や弁護士が「違憲」
て、これまでにない新たな
とし、大半の国民が反対す
動きもありました。
それは、
る世論を無視し、衆参両院
を再現する様な
で数の力による強行採決を 「 年安保」
若者の動きであり、既成政
しました。これは、立憲主
党や組織の枠外にいる学生
義・民主主義を否定する暴
や市民の「安保法案反対」
のうねりが全国に広まった
ことです。この潮流を一過
性にしない取り組みが重要
と言えます。

「晩秋の白川郷」
河本
東かがわ市

三豊市山本町

も充実した生活が送れてい
ます。
現在嵯峨御流では、香川
支所の事業部長をしており
来年１月に三越で開かれる
県内４流派の香川連盟展や
５年毎に開かれる流派展の
準備におわれています。
募集から始まって、当日
の運営後始
末と展覧会
の成功は、
事
業部の仕事
にかかって
おり責任は
重大です。
そ
のため役員
会や研究会
などで、
高松
へ出かける
ことが多く
なっていま
す。しかし、
年齢のせい
か高松へ行

嵯峨御流の後継者づくり

自宅でいけばな教室

私は、 歳から 年ほど
いけばなを教えています。
年前からは自宅でいけば
な教室を開き、毎週土曜日
と火・木曜の月２回 人程
の生徒さんに嵯峨御流の生
け花を教えています。
いけばなの場合、季節季
節の花々に変化があること
からか生徒さんも長く続い
ており会話も楽しくサロン
的な雰囲気の教室となって
います。
また、先輩の細川さんに
毎週お茶の稽古にも通って
います。いけばなとお茶は
切っても切れないもので長
く続けています。近所の山
本保育所の５歳児たちが月
30

30

季節の変化を楽しみに栗林公園
に出かけ散策中、満開のハスが華
麗で人目を引くが開花前のハスが
池面に写つり、美しさに思わずシ
ヤッターを切ってしまった。

くのが堪えるようになって
きています。
会員は若年層が減り高齢
化してきていますが事業部
長４年間で後継者を育て、
後任の部長を作るのが仕事
と思っています。
花が好きでいけばなの道
に入り教える喜び、後継者
がいる喜びを感じながら、
いけばなを楽しんで行けた
ら幸せと思います。
（吉田 勉・取材）

何時までも元気で
西讃地区会長

西山 禎一

豊

毎月実施しているハイキ
ングクラブの例会に、いつ
も明るく元気な姿で参加
し、黙々と歩いてゴールし
ている中川さんは、クラブ
の皆さんのリード役です。
元気の素はお花の先生と
してお弟子さんの育成に頑
張っているからでしょう
か。いつまでも続けていけ
ることを願っています。

ほどほどの幸を噛みしむ日向ぼこ
弘法の像にオリーブ実をこぼし
白菜の藁でくくられ朝の市
小豆島町・中村

編集後記

佳子

高松市・河端

大いなる生命を宿し山眠る

生かされて自ず合掌四方の春

いいお化粧それは笑顔よ初明り

石橋みちひろ

40

参院選で安倍政権の暴走を止めよう

する「満州国からの命がけ
の引き揚げ」の手記が、
応募
作品集に掲載されました。
戦後 年の節目の年に多
くの人々が平和の大切さを
訴えてきました。
しかし、安倍内閣は安全

猛

60

参議院議員

10

て、
っ
が
な
つ
へ
会
社
う
ささえあ

崇徳天皇の白峰御陵
情報労連「戦後70年平和の願いをこめて」の作品集

地名の由来
地名の由来は一六〇三年

戦後 年
平和の願い届かず
70

昨年は、戦後 年、各方
面で平和について考える取
り組みがなされました。
私たち退職者の会でも法
兼高政さんが「戦後 年
昭和の残像～戦前から戦後
の香川～」の写真展が７月
日～８月 日の間、高松
市のギャラリー喫茶・アー
トプラザで開催され、ＮＴ
Ｔ労組新聞に取り上げられ
ました。
また、
小路壽彦さんは「情
報労連の戦後 年平和の願
いをこめて」の作品募集に
応募し、
「再生への原点」と
「外国人遍路の結願」
泉宮
観音寺市

バ ス ツ ア ー で 白 川 郷 に 行 っ た。
熟しすぎた柿が白川郷の短い秋を
告げ哀愁が漂う。合掌造りの屋根
に雪が降り出すのももうすぐだと
地元の人が話していた。

20

府中町の讃岐国府跡
沙弥島の理源大師堂
テレビでも紹介された「戦後70年昭和の残像」写真展

参院の本会議や厚労委で発言、活躍する石橋みちひろ議員

▼巻頭のダルマ朝日は中
條雅典さんが、
庵治町の
「竹
居の観音さん」で撮ったも
の。ダルマの朝日や夕日は
写真好なら一度は撮ってみ
たい写真です。しかし、自
然を相手に撮影チャンスは
極めて短く、何度も挑戦し
たと苦労話をしてくれまし
た。写真からも熱写ぶりが
わかります。▼さぬき遍路
カラー版も 年が経ち 回
目の発行となりました。読
みやすく親しまれる紙面作
りに、毎回努力しています
が、その努力が紙面から伝
わるかどうか気になるとこ
ろです。 （石川正治・記）
10

勲
國方
会長

70

海に山に自然豊かな土地
70

四国霊場八十八カ所結願寺の大
窪寺は、モミジとイチョウが色づ
きお遍路さんを出迎え、一二〇人
を越える外国人が揃え巡礼の菅笠
を一斉に投げ気勢をあげた。

2015 年 4 月から
「退職者の会」ホームページの
URL を変更しています。

70

安倍政権は、公的年金制度・医療保険制度・
介護保険制度の切り下げと、高齢者の負担増で
切り抜けようとしており、退職者や年金生活者
にとって死活問題となっています。
参院選は、この政治の流れを変え、平和で生
き生きと安心できる政治への変換の闘いです。
積極的なご協力を心からお願い申し上げます。

http://nttobkagawa15.ec-net.jp
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聖通寺山からの坂出港

坂出ロマンのまち
28
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目標は４万キロ走破
ウォーキングを始めては
や８年！
当初は、軽い気持ちでし
たが、病みつきになり、県
内・岡山・大阪・京都・和
歌山等の大会参加を含めて
現在８０００キロを走破で
きました。
退職後は、毎日 キロ程
度を目標にしていましたが、
親の介護・先輩の縁で再就
職もできて、介護・仕事の
合間を見つけて月１００キ
ロ程度歩いています。” 目
標は地球一周４万キロ “

東南アジアの旅から始める

早や退職して３年目とな
り、元気で過ごしています。
坂出特産の小原紅早生みか
んや金時芋、大根の栽培を
しながら、土地改良やみか
ん共撰場の委員をしていま
す。猪等の獣害対策にも苦
労。昨年娘の結婚式でハワ
イに行った際、 年のパス
ポートを取得したので、東
南アジアから旅行に行こう
と思っています。何をする
のも、まずは健康が一番で
す。体に気を付けお互いに
頑張りましょう。

ネコチャンが話し相手
退職して早や 年、今年
は退職者の会より喜寿の祝
を頂きました。今からは健
康寿命を維持しようと思
い、脳トレには電子辞書を
片手にクロスワードパズル
にはまっています。また、
話し相手には 匹のネコチ
ャンとさぬき彫りをしなが
ら相手をしています。
ネコチャン達のためにも
元気で長生きしなくては
…。

山下 良水

元気でやっています
お世話になっています。
今年３月末で退職し、早
いもので８ヵ月が過ぎまし
た。私は、元来身体を動か
すことが好きで、健康のた
めゴルフと毎週水曜日は卓
球で汗を流しまた、孫の送
迎及び遊び相手等で元気を
貰っています。来年からは、
孫が小学生になるので登下
校時の横断歩道・踏切等の
立ち番のボランティアが予
定されています。これを機
に、地域の活動にも参加し
ていきたいと思います。

バスで行く西九州の旅
この秋、妻の要望もあり、
２ 泊３ 日 で ハ ウ ス テ ン ボ
ス・軍艦島・雲仙温泉に行
って来ました。
特に、中世ヨーロッパの
街並を再現したハウステン
ボスのイルミネーションに
は感動しました。妻も光の
雄大さには大感激の様子で
した。初対面の人もいるこ
の慰安旅行、道中は酒三昧、
夜は宴会、カラオケと盛り
上がり会話も弾み、久しぶ
りの西九州のバス旅行を満
喫しました。

村岡 治子

多度津町

近況
この春に退職しました。
今は友人に勧められスポー
ツジムに通っています。ジ
ムでは、ストレッチ・ヨー
ガ・筋トレ・ウォーキング
等で体力作りをしています。
おかげで人間ドックでは、
血
糖値・中性脂肪が標準値に
近づき、また、少し筋肉も
付いたのか膝痛も柔らぎ階
段の上り下りも楽になりい
いことづくめです。後は、好
きなゴルフのスコアアップ
につながればいいな～と思
っています。

高松市

余生楽しめることに感謝
退職して早や７年、健康で
ボケない老後のため「体を
動かす事と頭を使う事」を
続けています。筋トレは朝
の散歩と畑仕事、週１回の
テニス。脳トレは、ハーモ
ニカ演奏と篆刻・書道、退
職後に始めた中国語会話等
…。ハーモニカ演奏は老健
施設の慰問や毎月 日（風
呂の日）に高松市のきらら
温泉で開かれる演奏会に参
加。中国語も日常会話程度
話せる様になり、夫婦で中
国旅行を楽しんでいます。

高級野菜作りに挑戦
世界遺産の和食、頂点に
たつ京料理に重宝の「竹の
子芋」栽培に挑戦！芋の故
郷を思い栽培に努め ㍍超
えの葉丈に育ちヤッと一尺
五寸ほどの芋を収穫。
「下仁
田ネギ」栽培にも挑戦、昨
年長雨で根腐れを起こし失
敗、今年はひと工夫、百貨
店の高級野菜売り場の物と
比較、遜色なし！一人ニッ
コリ。マスカット栽培は虫
と病気の襲来で大失敗。人
生晴れたり曇ったり！ささ
やかな挑戦を楽しむ。

細川 哲夫
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4

松浦 茂教

坂出市

綾川町

松浦 貞次
空井 昌彬

楽農のつもりが苦農に
退職して１年８ヵ月が過
ぎました。退職後は楽農（楽
しく楽な農業）をやろうと
思っていました。棚田でコ
シヒカリとヒノヒカリを
アール栽培していますが、
田
植え後は鹿、猪と悪戦苦闘
し、その上台風も影響しま
す。楽農なんてとんでもな
い。苦農しています。でも
元気で頑張っています。
下手なゴルフも皆に会え
るのが楽しみで、積極的に
参加しています。自転車競
技観戦も楽しんでいます。

結果を求めず楽しむ
退職してからの毎日のパ
ターンは、第一に健康維持
で、これは近くの日山へウ
ォーキングをする事。次は
孫の幼稚園の送迎。自由な
時間は、できるだけ家にい
ないように出歩く事。
音楽が好きなので、コン
サートにはよく行きます。
人生先が長いので、
「 の手
習い」ではないですが、フ
ォークギターを始めました。
多くの先輩方もされている、
カメラ、旅行、家庭菜園も
楽しんでいます。

10

丸亀市

高松市

彰
軒原

喜田 啓一

浅野 道男

陸
太田
高松市
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今年こそ
皆さん、お元気ですか？
私は、なんとかの毎日で、退
職して 年を数えることに
なりました。この間、ゴル
フ・囲碁・パチンコ等は止
めましたが、競馬・競輪は、
三連単を中心に、手控える
こととなりました。
飲み会は、毎月 日の十
日会、梶村伝さんを中心と
したものなど、楽しい集い
に参加しています。
今年こそ、大穴を当て、う
まい酒が飲めるよう、頑張
るつもりです。
‼

10

2

香川

近況
古希を過ぎても元気です。
年を重ねてのメリットは公
共機関の利用料金が安くな
ることかな？現在は脳トレ
のつもりで観音寺市の委託
を受けてパソコン講座を月
２回地域のコミセンで主催。
体力維持では卓球同好会に
参加し、また雨の日以外は
毎日一万歩を目指しウォー
キングをしています。その
効果か体重は キロ減って
昔の服を全部着られるよう
になりました。名刺替わり
の診察券は多いけど。

15

29

修
観音寺市

さぬき市
高松市
65

江岡 忠博

東かがわ市

10

土庄町

10

小笠原弘子

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。

三豊市
染色は至福のひととき
在職中から引受けていた
民生委員を 年勤てやっと
卒業。現在は、宛職とやら
で福祉関係の雑用係色々。
趣味の方では、染色を退
職と同時に習い始めました。
どんな仕上りになるだろ
うと想像しながら、縫う・
絞る・染めるの作業は、至
福のひとときです。
古希になっても大病もせ
ず、元気で動ける体を生ん
でくれた両親に感謝しなが
ら、もうしばらく頑張って
みようと思っています。
10

