参議院選挙
生活状況調査

通常国会は６月１日が会
期末とされていますが、補
正予算が成立したことを受
け、下旬に主要国首脳会議
が開催されることから、国
会は５月末に実質上閉会と
なり、政局は参議院選挙に
移っています。
執筆時点では、取り沙汰
されている衆院解散・衆参
ダブル選挙は、５月 日の
党首討論で民進党の岡田代
表が「消費増税」先送りを
求めたことで、その有無を
予測できませんが、７月
日投票を想定した体制作り
が求められています。
香川選挙区は、民進党の
候補者擁立が遅れていまし
たが、４月 日に至り、民
進党の岡野朱里子氏（県議
会議員）が記者会見で立候
補を表明しました。
しかし、野党候補一本化
を進める協議の中で、共産
党の「１選挙区は共産党候
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高齢化世帯の増加と課題が浮き彫りに

補」との強い意向で、統一
闘争を前進させるため、５
月 日、岡野氏の取り下げ
を決断し、翌 日の報道発
表となりました。
野党統一候補が、共産党
擁立の候補となったこと
で、民主・社民・連合の各
組織で今後の対処方針が協
議されることから、ＮＴＴ
労組としての対応は「連合
方針」を踏まえ決定される
ことになります。
参議院選挙は、安倍首相
の立憲主義・民主主義をな
いがしろにした「安保法制
関連法案」の強行採決、大
企業・富裕層優遇の「アベ
ノミクス」に代表される安

国民軽視の政治は容認できない

現・退一致で総力の結集を

人が新会員に

期待されます。
以下、地区協別に新会員
を紹介します。
【高松地区協】
井口 貞夫・和泉 洋一
植村 省二・千田 建雄
田尾 清重・高野
学
中打 正雄・福田 和正
福田 啓司・藤沢
守
松ヶ枝秀昭・丸尾千鶴子
森下 政則・山下 秀樹
【中讃地区協】
家奥香代子・池田
進
大井 豊士・小野 貞文
長田
久・中村 俊行
野村 安宣・松岡
健
松岡
勉・真鍋 民夫
三野 洋和・山下 修平
山中 洋治
【西讃地区協】
大矢 貞文・大矢
環
篠原
寛・高橋
操
高橋 良則・竹内 孝夫
田中 年春
【東讃地区協】
森
清隆・森本 孝幸
山本 芳春
【小豆地区協】
大倉 佳巳・山本 昭雄

http://nttobkagawa15.ec-net.jp
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現役労組は今

％超の

政治の現状は、
働く者・
補全員の当選は厳しいと
や安保関連法に伴う防衛
生活者の視点とは正反対
言わざるを得ず、組織内
装備費増額、さらに、
「軽
の政策が進められてい
について
減税率 」
「一億総活躍社 「石橋みちひろ」
る。
も、紹介者カードや政党
会」などバラマキ予算の
昨年の戦後最長となっ
支持率等を総合的な判断
一方で、社会保障費は抑
た一八九通常国会では、 制など、税金を自らのポ
で、現時点、危機的な状
①不安定雇用を拡大させ
況である。
ケットマネーのように使
る「労働者派遣法」②憲
今回の参議院選挙は、
っている。
選挙後には
「憲
法学者などが憲法違反と
今後の日本のあり方を問
法改正」や「労働基準法
指摘の
「安全保障関連法」 改正 」など、国民軽視、 う選挙であり「白紙委任
――など数の力で押し切
は許されない」重大な選
立憲主義を蔑ろにする動
きは決して容認できない。 挙との認識を合わせ退職
る国会軽視・国民無視の
しかし、新党結成後の
暴走を繰り返した。
者の会の皆さんに引き続
マ
また、本年一月からの 「民進党」の支持率は、
きのご協力をお願いした
スコミ各社総じて伸びて
一九〇通常国会では、公
い。
おらず、現時点、比例候
共事業費は四年連続増額
（明石晶博分会長・記）

加入率

倍政権の賛否を国民に問う
重要な選挙であり、改憲勢
力の三分の二議席確保を阻
会の一員としての活躍に期待
止することが最大の課題と
今年度の退職者に対する 者の ％を超える加入率で
なります。
統一闘争の成果を上げる 加入促進の取組みを、局所 す。今後、各地区協での歓
ためにも、ＮＴＴ労組にと 別に実施した結果、 人が 迎会などを通じて、退職者
っては、組織内の比例代表 加入しました。これは退職 の会の一員としての活躍が
「石橋みちひろ」
の組織を挙
げた支援体制の強化が求め
られています。
（國方 勲・記）

員および社員等の皆さん
の支援に役立てます。
カンパ額は任意とし、
送付した郵便局の振り込
み（県支部協宛）で、締め
切りは６
月 日と
します。
被災地
に寄り添い、全国的な支
え合いの輪を拡げましょ
う。

（下河 進・記）

被 災 者 支 援 カンパにご協力 を
６月 日締め切りで

は、全国の全支部協とと
もに「支援カンパ」を取
り組むこととなりまし
た。
香川でも全会員にカン
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パ活動のご協力をお願い
することとなります。
皆さんから寄せられた
善意のカンパは甚大な被
害を受けた退職者の会会
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比例・
「石橋みちひろ」の支援体制強化を
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未回答の会員は早急に返信を

４月 日、突然に熊本
益城付近を震源とする震
度７（前震）
、 日には、
同じく震度７（本震）で、
甚大な被害が発生し、Ｎ
ＴＴ関連
で も、 退
職者の会
会員が一
人死亡し、怪我が 人、
倒壊を含む家屋損壊は５
００件を超える被害が出
ました。
退職者の会中央協議会

14

國方 勲
久保池 薫
編集責任者
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参議院選挙

が ％、夫婦二人暮らしが
％など、高齢化世帯が浮
き彫りとなりました。
現時点（５月 日）の集
約は ％となっており、未
返信の会員の早急な送付が
求められています。
完全集約で、災害時の連
絡原票の作成と、一人暮ら
し等への対処策が課題とな
りました。
（下河 進・記）

熊本地震

19

110
2016年5月25日

広島の集中豪雨・近々の熊
本地震の際に固定電話が不
通となり、安否確認が課題
となっていることから、携
帯電話や災害時の家族の連
絡先についても調査するこ
ととしました。
訪問期間中に熊本大地震
があり、災害時の安否確認
の重要性を痛感しました。
生活状況は、一人暮らし
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支部協として、今回初め
て生活状況調査を実施する
ことを幹事会で決定し、３
月中旬から全会員宅訪問を
スタートしました。
合わせて、東北大震災・

10

安倍政権の賛否問う重要な選挙
香川の退職者の会会員
も、１３００人を超え、同
時に高齢化が進む中で、体
調の変化や一人暮らしにな
る会員が増加傾向にありま
す。
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４月１日㈮ に感動、大人達はビールの 悠久の時を超えて想像する 見学しました。それぞれに 配された雨も、登山口の山
高 松・ 小 豆・ 試飲を楽しみ、子供達も昼 ことができました。
みやげを買いこみ、無事帰 城の里に着いた時には晴天
に恵まれ、登山道の山道と
東讃地区の合 食の焼肉に「美味しい」と
当日は生憎の雨模様でし 路に着きました。
同レクは家族 笑顔を見せていました。
（久保法夫・記） 石段道をあえぎながら頂上 （２０１６年 月～
たが、春休みとあって小学
２０１６年４月）
まで登ると、山頂には幾重
含め 名が参
生命大躍進展は終了期日 生のお孫さん９名が参加、
（河西英夫・集計）
にも築かれた石垣が、中世
加、愛媛県立 が迫り駆け込み組も多く、 バスの中のビンゴゲームで
の山城であったことを思い
美術館の「生 ゆっくり見学することがで は、子供の明るい声が弾み
おめでとうございます
起させる、すばらしい景観
命 大 躍 進 展 」 きないほどの混雑、観賞時 家族レクの雰囲気に包まれ
が広がっていました。昼食 【米寿】
に出かけまし 間が 分で見残した所もあ ました。また小豆からは初
３月 勢野 龍雄様・高松市
後は、夜久野しだれ桜の並
た。
りましたが、地球の起源・ めてのバスツアー参加で交
中村 茂 様・ さぬき市
木路を散策し、沢山の土産
途中、西条 生命の誕生など太古の地球 流の輪が広がりました。
吉川 善治様・坂出市
物を手に帰路へ。全員無事
のアサヒビー と生命の壮大なドラマに、
（石川正治・記）
矢野 房子様・ 観音寺市
に楽しい一日を過ごすこと
ル工場に立ち
【喜寿】
が出来ました。
寄り、清潔な
中讃地区協がバスレクを
１月 谷本サカ江様・ さぬき市
来
年
春
も
日
帰
り
旅
行
を
実
製造ラインに
「
天
空
の
城
」
２月 三枝 基悦様・高松市
流れるビール
で有名な、兵 施する予定です。
入谷美栄子様・高松市
（西山禎一・記）
庫県朝来市に
鎌田 幸子様・ 東かがわ市
ある竹田城趾
宮本 恒生様・綾歌郡
への、西讃地
石川 光一様・三豊市
区協恒例日帰
真鍋 裕之様・三豊市
り旅行を、４
３月 玉垣美沙子様・高松市
月 日、 人
八村 友子様・高松市
の参加で実施
山端 健 様・高松市
しました。
西村 陳征様・高松市
出発時に心

大洲と内子の町並み散策

次郎が時間をかけ構想した
もので、
庭の苔類も珍しく、
臥龍院（清吹の間）は四季
を表現した凝ったものでし
た。
内子で昼食後、
「内子座」
を覘き、街なみを散策しな
がら、
「 商いと暮らし博物
館」
、「木蝋資料館上芳我邸」
を巡り、往時を偲びながら

庭園美を堪能

も元気で再会できた。来年
も参加したい。
」と 喜 び 合
い、笑顔で親睦を深めるこ
とができました。
（石川正治・記）
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４月８日、
薄曇りのなか、
名の会員を乗せた琴参バ
スは石鎚サービスエリアで
休憩後、
順調に大洲に到着。
車窓からは、まだまだ散っ
ているとはいえ、桜も味わ
えました。幕末まで大洲の
歴代藩主が愛した肱川河畔
に建つ「臥龍山荘」
、
現在の
ものは明治の貿易商河内寅
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安倍政権打倒を力強く

美味しい焼肉に子供達も笑顔一杯

終了後・昼食会で親睦

今年は会場の都合でデモ
行進がなく、その後は恒例
になった玉藻公園で昼食会
を開き、五月晴れを超える
夏日のなか、額の汗を拭き
ながらビールを注ぎ、「今年

香川県支部
協独自施策と
しての「お元
気ですか訪問
（ 歳対象）
」
も、実施から
３年目となり、
定着しました。

今年度は 名

が対象となり、

２

同年齢の絆は強いのか
「うちは来たけん、
あんたん
とこも来るよ」と事前連絡
もしながら、楽しみにして
いるようでした。
米寿・白寿と老いにめげ
ず、元気で頑張るとの力強
い声も聞けました。
（下河 進・記）

渡瀬 愛子様・高松市
秋吉 重喜様・小豆郡
村上 嘉昭様・ 仲多度郡
久保田カズミ様・三豊市
４月 谷上 時彦様・高松市
白石 統 様・高松市
長尾 弘子様・高松市
山地千恵子様・高松市
増田 好夫様・高松市
宮本 敏彦様・高松市
石川 壽章様・高松市
松岡 圭子様・ さぬき市
谷本 智 様・坂出市
川中 初美様・ 仲多度郡
【古希】
２月 上枝 幸治様・高松市
道下 昌平様・小豆郡
池田 富夫様・ 東かがわ市
大田 末見様・ 観音寺市
大西 時夫様・ 観音寺市
荻田 玲子様・三豊市
３月 地藤 洋伯様・高松市
岡
敏雄様・高松市
宇山 昭雄様・高松市
須藤 共之様・小豆郡
４月 小路 隆三様・木田郡
黒島 清治様・小豆郡
中桐 武彦様・小豆郡

お悔やみ申し上げます
本人死亡
（２０１５年）
月 稲生大四郎様・丸亀市
月 勝元 時子様・小豆郡
（２０１６年）
２月 陶山 靖子様・高松市
植村 正行様・高松市
新川マサエ様・ 東かがわ市
岩田サトミ様・ 観音寺市
３月 三好 敏生様・ 東かがわ市
大岡 力 様・丸亀市
古吉 範子様・三豊市
４月 太田 正規様・高松市
溝川 純子様・高松市
藤村 健 様・ 善通寺市
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きつかった竹田城趾の石段

３月中旬から
各地区協役員
が訪問しまし
た。
会員からも
久しぶりの訪
問 に 喜 ば れ、
懐かしい話で
弾みました。

懐かしい話で弾む

東・西地退連が総会を終了
香川県中央のメーデー会場

80

西讃地区協が日帰りで

事務局長に選出された。
東地退連は３月 日に、
高松テルサで開催され、行
政への政策要求と会員間の
交流を確認した。
役員には、下河進事務局
長が副会長に、梶原功幹事
が会計監事に選出された。

49名を対象に 3月から実施

44

87

竹田城趾の旅に30人参加

退職の会からも役員を派遣
今年も地退連の総会が
東・西共に終了しました。
西地退連は、
３月 日に、
丸亀生涯学習センターで開
催され、地域に根差した活
動の追求を確認した。
役員には吉田勉監事が副
会長に、久保法夫副会長が

お元気ですか訪問が定着を

家族レクで賑わったバスツアー
「生命大躍進展」に 44 名が参加
35
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高松・小豆・東讃合同レク
55

５月１日（日）
、
第 回メ 倍政権打倒の言葉や文字が
ー デ ー は 県 下 ５ 会 場 で 開 目立っていました。
催、今年は日曜日とあって
参加が心配されましたが、
退職者の会では香川県中央
会場
（高松 名・東讃６名）
、
丸亀会場（７名）
、
観音寺会
場（５名）
、小豆会場（２
名）県下全体で昨年と同じ
名が参加しました。
中央会場（サンポート）
は７月に予定されている参
議院選挙を控えているだけ
に、挨拶やスローガンも安
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第 87 回
メーデー
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