香川の情報労連・政治学習で講演

現役労組は今

（２０１５年 月～
２０１６年１月）
（河西英夫・集計）

おめでとうございます
【米寿】
１月 安戸サワヱ様・高松市
村尾 和子様・高松市
国方 延子様・高松市
【喜寿】
月 大路 大幸様・ 観音寺市
高木 智子様・ さぬき市
中谷 倫代様・高松市
島上 芳文様・高松市
松田 博明様・高松市
佐々木洋子様・高松市
出石
操様・ 仲多度郡
池尻 公子様・綾歌郡
八田 桂子様・ 東かがわ市
飯村八重子様・小豆郡
来田
実様・坂出市
【古希】
月 鈴木
徹様・小豆郡
池田
修様・ 仲多度郡
月 鍋坂 竹男様・高松市
１月 河田
正様・坂出市
平川 忠正様・ 東かがわ市
藤本 利江様・高松市
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全ての雇用形態に４千円の額要求

参議院選挙では現・退一致で

脱却」
「経済の好循環」は 『底上げ・底支え』につな
実現できないことは明白
げることとしています。
であり、内需拡大に向け
合わせて、今次春闘で
た労働者への分配が求め
の組織強化をはかりつ
られています。
つ、組織内候補「石橋み
そのような中、連合・
ちひろ」参議院議員の再
情報労連はもとより、Ｎ
選につなげることとし、
ＴＴ労組に結集するすべ
労働者・生活者の視点に
ての働く仲間の労働条件
立った持続可能な政治を
改善に取り組むことを基
取り戻すべく、あらため
本に、全ての雇用形態に
て現・退一致での取り組
４，０００円の額要求を
みをお願いしたいと思い
行ない、特に、非正規労
ます。
働者等の賃金改善を最優
（明石晶博分会長・記）
先に交渉強化をはかり、

今年度の退職者数は、ド
コモなどグループ会社も含
め、 名となり、 月末ま
でに手続きを完了すること
としています。

退職者の会への加入手続き進む
今年度の退職予定者に対
する
「退職者の会加入促進」
をグループ連絡会（現役）
の協力で１月 日から局所
別に実施しました。

各地区協が春のレク計画中
今年度から地区活動を

より活性化するため、
春の
レクは各地区で計画・実
施することになり、現在
取り組みを計画中です。
▼高松・東讃・小豆は合
同で、 月 日「生命大
躍進展（松山）
」
▼中讃は４月実施で計画
▼西讃は４月実施で計画
詳細は同封のチラシを
ご覧下さい。
（石川正治・記）
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お悔やみ申し上げます
本人死亡
（２０１５年）
１月 矢井 邦夫様・ さぬき市
６月 四宮 菊子様・高松市
９月 岩田サトミ様・ 観音寺市
月 西山 正之様・西予市
（２０１６年）
１月 花島 幸雄様・小豆郡

戦争法の廃止を

求める統一署名

一次集約・３月末
二次集約・４月末

ご協力をお願いします。

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P

今年度も早いもので後
半戦を迎えようとしてお
り、２０１６春闘および
第 回参議院選挙等、労
働組合の社会的役割の発
揮が求められています。
２０１６春闘を取り巻
く情勢は、大企業を中心
とする収益は顕著な中で
物価上昇に労働者の賃金
がついて行けず、結果と
してＧＤＰがマイナス成
長となっています。株価
に依拠する経済政策で
は、真の「デフレからの
躍」は、戦前の「国民総動
員」を思い起します。
参院は 議席で、改選
議席であり、改憲勢力は非
改選 議席と言われてお
り、改選議席 を確保すれ
ば三分の二を占めることか
ら、野党が 議席以上確保
することが必須条件であり、
私たちにとっては、まず組
織内「石橋みちひろ」の必勝
が前提になると言えます。
（國方 勲・記）

5

戦争法廃止と一体化した取組みを

目先をかえ、勤労者の実質
賃金は４年連続のマイナス
となり、非正規労働者は４
割に達する状況にありなが
ら、「同一労働同一賃金」を
目指すと言っても、具体的
対策もなく、これまでの労
働法制の改悪から見れば、
逆に正規労働者の賃金の引
き下げが危惧されます。
格差の拡大と固定化が進
む中で、生活基盤の安定を
通じた国内消費の拡大によ
り、経済発展を目指すこと
なく、大企業には減税し、
防衛装備移転三原則や防衛
費増額は産軍共同体を指向
するもので、メディア規制
の動きも含め、
「 １億総活

安倍政治の暴走を歯止め
するために何としても勝利
しなければならない選挙で
す。
まだ未提出の会員は、早
急に返送をお願いします。
返信用封筒は、３月発行
の香川県支部協の機関紙
「さぬき遍路」
に同封してい
ます。

121

國方 勲
久保池 薫
編集責任者

組織内・石橋みちひろ候補の必勝へ
力紛争の当事者となり、平
和安全とは逆の事態を招く
恐れがあるだけに、「戦争法
の廃止」を求める国民運動
と一体化し参院選での勝利
を確実なものにする取り組
みが求められています。
一方、アベノミクスの第
２ステージの
「新３本の矢」
の「希望を生みだす強い経
済」
「 夢をつむぐ子育て支
援」「安心につながる社会保
障」は、その具体性に乏し
く、参院選を意識したソフ
トイメージを演出したもの
と言えます。
高齢者の年金をマクロ経
済スライドで引き下げてお
きながら３万円支給などと

72

（下河 進・記）
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kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail
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７月に予定される第 回
参院選は、組織内候補「石
橋みちひろ」必勝に向け、
現・退一致で取り組んでい
ます。退職者の会も新年号
の「さぬき遍路」に同封し
た署名カード
（会員と家族）
と紹介者カードを集約して
いますが、１月末時点の一
次集約では目標の会員数×
３人には程遠い状況です。
24

参院選挙
安倍総理は、２月３日の
予算委員会で、昨年の通常
国会で数の力で強行採決し
た「安保関連法案」に関連
し、「憲法学者の７割が違憲
の疑いと言うなら、その状
況をなくすべき」と屁理屈
とも言える答弁をし、改憲
への意思を明確にしまし
た。この強弁は、閣僚の不
祥事があっても支持率は下
がらず、今夏の参院選挙で
「 改憲勢力が三分の二を確
保できる」とのおごりから
くるものであり、何として
も参院選挙で、これを阻止
する闘いが不可欠と言えま
す。
「安全保障法
（戦争法）
」
が発動されれば、日本が武

「石橋みちひろ」
支持の輪拡大を
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中讃地区協総会は、 月
３日にホテルサンルート瀬
戸大橋で開かれ、 名が出

ました。この後は、カラオ
ケなど和やかな雰囲気で交
流できました。なお、新年
度から宮本英征新会長を中
心とする体制で、活動を進
めることになりました。
西讃地区協
の総会は、
月５日に琴弾
荘 で 行 わ れ、
名が参加し
ました。
今年度の総
会 の 特 徴 は、
空撮技研会社
の代表を務め
ている、退職
者の会会員の
合田豊氏か
ら、今注目を

囲碁宮本初段、連覇して昇格へ

席しました。冒頭、原田会
長は「組織内の石橋みちひ
ろ参院議員の再選に向け、
協力願いたい」と挨拶。
活動方針などを満場一致
で確認した後、防災活動で
有名な、ＮＴＴＯＢ・岩崎
正朔氏の「今、何故防災活
動なのか」の講演と、ＡＥ
Ｄの使用方法も体験し、
皆、
真剣な表情で取り組んでい

ＡＥＤの操作も真剣に

を筆頭に 名（合計 名）
が参加。新規会員の紹介な
ど報告し、
参議院選挙で
「石
橋みちひろ」の勝利に向け
た取り組みを確認し、和や
かな雰囲気の中、カラオケ
などで親睦を深め、エンジ
ェルロードを背景に記念写
真を撮り閉会しました。
12

翌日は日本海の荒波が打
ち付ける浦富海岸の遊覧と
鳥取砂丘の散策。あちこち
で土産物を一杯買う光景が
見られ旅を満喫。車中での
ビンゴゲームで「また、土
産が増えた」と楽しみも倍
増した様子で、これまでに
ない良い旅ができたと、好
評でした。
（石川正治・記）

中讃地区協

香川県支部協の総会を受けて、昨年 月上旬に各地区協の総会が開催され、多
彩な内容で充実したものになりました。中讃地区協はＡＥＤ使用法を体験、西讃
地 区 協 は ド ロ ー ン に つ い て 講 演 会 、高 松 地 区 協 で は 津 軽 三 味 線 の ミ ニ コ ン サ ー ト 、
小豆地区協と東讃地区協は恒例の懇親会で、交流と親睦を深めました。
12

最高 齢 の 藤 田 さ ん ら 名 参 加
平成 年 月１日、小豆
島グランドホテル水明で小
豆地区協と小豆島オリーブ
の会合同の総会を開催。最
高齢は藤田アイ子さん 歳
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総会は 月
日に仏生山
町の長寿荘で
名の参加で
開催され、竹
本県議、富野
市議の議会報
告と質疑、年
間活動報告と
方 針 を 確 認、
懇親会後に
「仏生山・大衆
劇場」
に移動、
熱のこもった
演技にレイを
贈るなど盛り
上がり、楽しい一日を過ご
しました。

高松南ブロックが居住地総会

集めている「鳥の眼…ドロ この後、電友会との合同交
ーンの現状と将来性につい 歓会で、交流と親睦を深め
て」の講演を受けました。 ることができました。

からソロ活動を続けてい
る、筒井茂広氏を迎え、
分にわたり演奏と、トーク
を楽しみました。懇親会で
は、カラオケや年末ジャン
ボ宝くじのビンゴゲームで
盛り上り、 月の慌ただし
いひとときを、楽しく親睦
と交流を深めることができ
ました。

高松は津軽三味線の演奏楽しむ
月 日、休暇村・讃岐
五色台で会員 名が参加
し、恒例の高松地区協総会
を開催しました。
活動報告と新たな年度の
活動計画や、役員体制など
を確認した後、今回の総会
の目玉ともいえるミニコン
サートを開きました。津軽
三味線に魅せられ、２年前

東讃地区協は忘年会を兼ねて

東讃地区協の定期総会は、 盛り上り、参加会員の交流
月 日に、瀬戸内の島々 と親睦が深まりました。
を見渡せる大川オアシス
で、会員 名と家族 名が
参加して開催されました。
一年間の活動報告や、新
年度の活動計画で役員会、
居住者会議、一泊旅行など
を提案し、参加者全員で確
認し、
第二部に移りました。
二部は、忘年会に切り替
え、恒例のビンゴゲームで

魅了された津軽三味線の熱演

を開き、香川写真家協会の
松下博行先生を招き、展示
作品の講評を受け、撮影ポ
イント等を学びました。
グラウンドゴルフは、
月 日一宮新池農村公園で
名がプレイ、ベテランの
安川サチ子さんが優勝。ま
た最も活発なカラオケサー
クルは、 月 日新年会に
約 名が集まり、料理と会
話で親睦を深めました。
（石川正治・記）
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親睦深める
サークル活動

退職者の会のサークル
は、年末から年始にかけて
定例会を開催し親睦と交流
を深め合いました。
草の芽句会は、 月 日
名が納句会に集まり、あ
と一年で会報 号が達成す
るなどの話題で盛上り、フ
ォトクラブは 月 日総会
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24

12
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第 位・国方 勲
〃・伊勢田敏男
～ 段優勝・鴨谷壽章
準優勝・米澤昌昭
第 位・田辺幸範
段以上優勝・村上安正
準優勝・塩崎國男
第 位・青木正年
将棋／Ａ優勝・松浦義夫
準優勝・園藤一司
Ｂ優勝・井上 宏
準優勝・六車 誠
（事務局・森池譲治・記）
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36

（退職者）が、
昨年の全勝優
勝に続き、今年は決勝トー
ナメントを制し、念願の連
覇で次回から直近上位の
～ 段に昇格しました。
なお、成績上位者は下記
のとおりです。
囲碁／初段優勝・宮本敏彦
準優勝・山本芳宏

3

3

27

3

24名参加し仏生山・長寿荘で

1

10

13

3

今注目のドローンの講演を
人で頭脳の格闘技に集中

情報労連主催の囲碁・将
棋大会が開かれた 月
日、集まった囲碁 人、将
棋 人の計 人は、日頃の
鍛錬を試す熱戦を展開。顔
ぶれは、大半が常連で、一
手一手に神経をとがらせて
いましたが、特徴的には、
囲碁で初段格の宮本敏彦氏

12

16

24

14

12

100

1

30

50

話が弾んだ忘年会

12

12

2

4

防災講演の後 AED 使用法を体験

30

12

支部協レクで湯村温泉へ

２０１５年
月 ～ 日、
名が参加し
て「湯村温泉
グルメの旅」
を
実施。今回の
メインは何と
いっても「蟹
料理」
。
温泉で
疲れた体を癒
した後、今回
初めてバスツ
アー先着 名
に粗品を進呈。
乾杯後、早速
目当てのカニ
料理に舌鼓、「やっぱり美味
しい」と箸を進め大満足。
寝る前に天然サウナで汗を
かき、翌朝も温泉という温
泉三昧の人も。
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12
（株）空撮技研の H.P から引用

2

西讃地区協総会
3

26

18

1

情報労連主催
囲碁・将棋大会

8

27

カニ料理に舌鼓

小豆
カニ料理を前に乾杯
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