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暑中お見舞い申し上げます
T 労組退職者の会
香川県支部協議会

会長 國方 勲

ました。
災害救助に情熱もやす
もっと人へ役立つ事はで
きないかと考えるようにな
り、
「ビル火災の時ドローン
でロープや酸素マスクを届
けたり、海難事故で浮輪や

災害時のドローン開発を進める合田さん

T

勉

ＮＴＴを早期退職し、「空
撮技研」を起業した、合田
豊さんの勇気と決断に敬意
を表します。

観音寺市大野原町

るに伴い落下事故も増えて
きた為、改正航空法等の情
報をいち早く収集、会員相
互間の安全に関する技術情
報交換を目的に「香川県ド
ローン安全協議会」を設立
し会長に就任しました。

ドローンスパイダー開発

更に災害救助に加え、
「電
線施工」として開発したの
が、
「ドローンスパイダー」
という軽量パイロットロー
プ展張システムです。これ
を応用しドローン暴走防止
装置として改良しました。
災害時の救助ロープを人
が立ち入れない場所に張っ
たり、電柱から電柱、鉄塔
から鉄柱へダイレクトに展
張することができる世界初
の商品を開発し、現在特許
出願中です。すでに問い合
わせや注文も多く来てお
り、主力商品として、全国
規模の見本市へ三回出展し
注目されています。
「のんびりと仕事がした
い」と合田さんは語ります
が、時代が彼を許してくれ
そうにありません。

文明の利器で、空撮や災害
救助、産業利用への応用と
いう新しい分野の先駆者と
して、日々奮闘している姿に
「男のロマン」
を感じます。
「 ドローンが変える未
来」に向けて「空撮技研」
が大きく発展することを祈
念いたします。

三谷 一孝

”大空に夢を乗せて羽ばたけ“

救命胴着を投入すれば尊い
人命を救うことができる」
災害救助に情熱を燃やすよ
うになりました。
すでに雲辺寺山での遭難
者捜索にも出動し、観音寺
市、三豊市と災害時の協定
も結びました。
ドローンが急速に拡大す

文責・吉田

ドロー
ンという
人々の生
活を大き
く変える

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

第111号
2016年7月12日

石川正治

猛暑の日々が続いていますが、会員の皆さんお
元気でお過ごしでしょうか。
安倍政権の暴走に歯止めをかけ挑んだ参院選挙
は、皆さんのご支援で組織内の「石橋みちひろ」
は再選を果たしたものの、当初の目標「改憲勢力
３分の２阻止」は達成できませんでした。
今後の政局は、憲法改正に向けた攻防となるだ
けに平和と民主主義、安心して暮らせる社会を
めざした取りみを強めていきましょう。

早期退職し起業
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アドレス

さん
豊
田
合

ドローンに夢かける
今、ドローン利活用の香
川の先駆者として、㈱空撮
技研を設立し、活躍中の合
田豊さんを大野原町の自宅
兼事務所に訪ねました。
アマチュア無線が始まり
合田さんは、 歳で早期
退職、平成 年 月に待望
の会社を設立、中 でアマ
チュア無線を始め、ＮＴＴ
入社後はラジコンヘリの空
撮にはまりました。当然の
帰結としてドローンに行き
着いたわけです。空撮技研
で は ド ロ ー ン の 製 作、 販
売、各種空撮の受託を主な
仕事としています。
ＮＴＴ時代には、ラジコ
ンヘリの魅力に取りつかれ
産業無人ヘリのオペレータ
ー資格を取得、空中からの
撮影や農薬散布を行ってき
26
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e-Mail

豊
撮影：合田
ドローンで空撮した豊稔池

N

茶臼山古墳
最初に紹介するのは、四
国で一番、中国・九州地方
を含めても、三番目に大き
な古墳を紹介します。
その古墳は「富田茶臼山
古墳」で全長が１３９ｍあ
り、当時これだけの古墳を
作るには、高度な土木技術
が必要なこと、盛られた土
の量が４万㎥、かかわった
述べ人数が 万人、工事に
要した費用が現在の金額で
億〜 億円要したと言わ
公園にはアスレチックや季
れています。
節の花々を楽しむことがで
これだけ巨大な古墳です
き、みろく池の奥に一八五
が、いまだに埋葬者が誰で
八年に完成した石穴隧道の
あるか判明していません。
用水路があります。隧道の
一説には朝鮮の弓月王が日
長さは１８９ｍ、人が中腰
本に渡来したとき、弓月王
で入れる高さで現在も重要
の娘が仁徳天皇の嬪になり、 な用水路として大切に保存
難波皇子・古枝皇子・神前
され、ここにも先人の知恵
皇子のなかの誰かではない
や努力と土木技術の高さに
かという三人説があり、定
改めて驚かされます。
また、雨滝山の中腹に「さ
かではなく神秘的な場所と
ぬき市雨滝自然科学館」が
してロマンがあります。
わが町大川町は、さぬき
あり、珍しい津田湾の魚類、
石穴隧道と自然科学館
市の山手三町で長尾街道の
なまず、スッポンもどきや
そして近くのみろく自然
一番東側に位置しています。
化石など沢山のものが展示
されており、お孫さんと一
緒に行けば楽しみながら勉
強になります。
グルメの里
最後はいま人気のグルメ
を紹介します。有名なのが
パン、ソフトクリームの美
味しい「うしおじさん」の
店、牛の放牧も見られ子供
も喜びそうな子牛やヤギな
どと触れ合うことができま
す。場所が分かりにくいの
が難点ですがナビを利用し
てみて下さい。
神秘の町ロマン広がる見
どころ一杯の大川町、近く
へ来たときは是非お立ち寄
り下さい。
（河本光夫・記）

三豊市

西山

禎一

「神話の世界が残る高千穂峡」

4

石穴用水路の出口

1

「うしおじさん」の店の横にある「ふれあい広場」

グラウンド
ゴルフは生涯スポーツ
ないかぎり、改悪を阻止す
ることは出来ません。

高齢者や弱者の生活を
守る闘いの強化も課題に
安倍政権は選挙戦で、憲
法改正を争点にせず、経済
政策を前面に「介護、社会
保障、子育、教育、同一労
働同一賃金」など、我々野
党が主張していた政策に抱
きつき、争点ぼかしを行っ
「子供」（パステル画）
高松市 弾正原 淳子
緑 の 濃 淡 で 描 く 独 特 の 油 絵 か ら、
最近では子供の可愛さに魅せられて
性格も丸くなったといわれるように
なり、童画中心に制作しています。

グラウンド・ゴルフは昭
和 年、文部省の生涯スポ
ーツ推進事業を受け鳥取県
泊村で誕生しました。
出合い
私が初めてグラウンド・
ゴルフと出合ったのは平成
年４月、一宮コミュニテ
ィセンターだよりを見て見
学に行き体験、即入会した
ことが始まりです。
“いつでも・どこでも・
だれでも”子供から高齢者
まで幅広く楽しめるスポー
ツです。練習は一宮新池農
村公園のグラウンドで毎週
月水金、暑さ寒さに負けず

いつも楽しく元気に和気あ
いあいと行っています。

各種大会に参加

年一回1月の総会で活動計画を
たて、
香川県写真家協会の松下博行
先生を迎えて勉強会を行い、
11月に
第26回展示会を予定しています。

現在、高松市及び香川県
グラウンド・ゴルフ協会の
副会長を拝命し、大会運営
等で多忙な日々を送ってい
ます。グラウンド・ゴルフ
はルールとマナーを重視し
仲間との交流を大切にする
スポーツです。
プレイを楽しみながら親
睦を深め、人と人とが繋が
り更に仲間の輪も広がって、
良き出会いとともに健康の
増進にも役立ちこれぞ生涯
スポーツとして最適です。
これからも出来る限り長
く楽しみながらグラウン
ド・ゴルフと付き合って行
こうと思っています。

稔

目指せ！ダイヤモンド賞

笠井

グラウンド・ゴルフに関
しては、数々の賞をとられ、
奥様も一昨年のＮＴＴＯＢ
大会で優勝という実力者夫
婦です。また、役員として
大会全般の運営等に当たら
れています。これからも健
康には十分留意されて、念
願のダイヤモンド賞を目指
して下さい。

にぎやかに娘一家の夏帽子
夕立やあの子はぬれてないかしら
高松市・浅田 なごみ（和美）

麦秋や村一面の風の唄
土用に入るトタン屋根の猫はねて

猛

写真の好きな方一緒にやりましょう

人との繋がりを大切に

・作品の大きさ A3（1〜2点/人）

この風よ待ち焦がれてや夜の秋

年間の行事計画は、月例
大会のほか市及び県グラウ
ンド・ゴルフ協会主催の大
会、ＪＡ年金友の会、香退
連の大会、ＮＴＴＯＢ会な
ど、多種多様の大会が 余
りあり、県内はもとより四
国内・更に全国大会の埼玉
県・千葉県・岐阜県の大会
にも参加しています。
これまでに心に残った大
会として、県内では最も難
コースで知られる公渕公園
菊花展大会で優勝したこと、
また東京国立競技場で開催
された国際交流親善大会に
参加したこと（成績は入賞
に一打足らず九位タイ）
、逆
に最も悔しいことは妻にダ
イヤモンド賞を先に達成さ
れたことです。
（ダイヤモン
ド賞とは一ラウンド八ホー
ルの内、三ホールを一打で
入れること）

・会員27名 ・年2〜3回展示会開催

▼退職者の会の活動が参
院選に集中しなければなら
ないことから、今回のカラ
ー版は例年より一ケ月時期
をずらしての発行となりま
した。▼編集会議は通常通
り６月の初めに実施、原稿
集めには十分の期間がある
はずでしたが、現実的には
原稿が集まらずヤキモキさ
せられました。▼これはゆ
とりがあり過ぎても集中力
や効率が悪くなることの証
です。大事な選挙戦も切羽
詰まらないと盛り上がらな
いのと似ています。
（石川正治・記）

編集後記

高松市・横山 注連太郎

旅の荷を背中に温め風の盆

泉宮

冬カモメが飛来することで知ら
れ る 観 音 寺 の 琴 弾 公 園 横 の 河 口、
最初は逃げられ思うように撮れな
か っ た が、 餌 を や り な が ら 何 度 か
挑戦して撮ることができた。

観音寺市

「今年も飛来」

てきました。
その一方で、消費増税先
送りによる財源確保を明確
にせず、年金の運用では損
失をだし、財源がなければ
減額もあり得ると匂わせて
います。
すでに労働法制の改悪は
俎上にあがっており、秋の
臨時国会が山場になること
が想定されます。
これまでの安倍政権下で
大企業や富裕層が益々資産
を増やし、弱者は益々厳し
い生活を強いられ、貧富の
差の拡大と固定化が進行し、
若者の将来が見通せない社
会となっています。
私たちの生活防衛に向け
た闘いと結合させることが
大切です。
「絶景の穂高連峰」
土庄町 泊 滿夫

・会長/白石 統 ・年会費500円
妻が先にダイヤモンド賞を獲得

・顧問2名 ・教室：北局OBサロン

新穂高ロープウエイで千石平へ、
天気良好、二千米級の山々を堪能、
日常を忘れさせてくれる一時である。
六月上旬残雪に映える槍ヶ岳に穂
高連峰は絶景の一言だ。

30

会員の過半数が絵画は初めてと
いう和気藹々なグループです。
油絵、水彩画etc、何でも可です。
初めての方も入会大歓迎です。
年2回のグループ展を予定してい
ます。
一つのひとつ優勝トロフィーに思い出が一杯

・会員11名
・会長/坂 文雄

57

14

（81）

弘

サークル紹介

2

香西
高松市
参院選の新勢力
（朝日新聞）

3

選の憲法改正に賛同する改
憲勢力が国会発議に必要な
３分の２の１ ２議席超を
許す結果となりました。
憲法改正を
阻止する闘いが焦点に
憲法改正の国会発議がで
きる 分の の勢力を得た
ことから、衆院解散は任期
満了までないと思われ、安
倍首相は慎重な発言をして
いるものの、早くも、
「来年
の秋の臨時国会で発議」
、
2018年前半には「国民
投票」との政治日程の予測
が取り沙汰されています。
憲法改正をさせない最後
の砦は国民投票にかかって
いますが、平和憲法を守り、
国民生活に活かす世論を高
める国民的大衆運動を強め

克己

6

2

京都の撮影会で舞妓さんと撮影す
る機会があり、誰かに背中を押され
思わず前に出てしまい、後日「まだ
まだ若い」とカメラ仲間から渡された
ツーショット。

「まだまだ若い」
丸亀市 窪田

3

改憲勢力「 分の 」阻止ならず

さぬき市自然科学館

11

県道133号線沿いにある茶臼山古墳

三年前の労金のバスツアー、宮崎・
高千穂峡で撮った思い出の一枚、静
寂で神秘的な光景はいまだに神話
の世界が漂う雰囲気に包まれていた。

1 13

10

参院選

勲
國方
会長

見どころ一杯のさぬき市大川町

当選を祝い選対本部で万歳を三唱をする石橋みちひろ

10

11
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56

茶臼山古墳

しかし、各政党の議席獲
政権与党過半数超える
第 回参議院選挙結果は、 得数は、自民 （無所属１
含む）
、民主 、公明 、共
組織内「石橋みちひろ」候
補は会員皆さんのご支援で、 産 、維新 、社民 、生
活 、無所属 （野党）と
前回得票２万票余を上回る
なり、政権与党の自公で改
万票余を獲得し、民進党
選議席の過半数を超える残
内９位で再選を果たしま
念な結果となりました。
した。
この要因は、安倍政権の
暴走を阻止する 人区での
「野党共闘」が、一定の成
果を得たものの、その効果
を全国的に波及させること
ができず 議席確保に止ま
ったことにあります。
民進党は前回選挙を上回
る も の の「 改 選 議 席 数
減」
、社民・生活は改選議席
数を共に「１議席減」とな
り、共産の３増、無所属野
党候補４を加えても、非改
24

5

1 6

ロマン広がる

17
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山本

25

善通寺市

気ままな毎日過ごす
気付くと、常に神経が緊
張状態のＮＴＴ営業マンか
ら 月に解放されて早くも
か月。脳梗塞が出合わせ
てくれて退職前から始めた
水泳、ＡＢＣクッキングへ
の手料理教室通い。ちょっ
と練習が間延びしています
が、膝関節症がいざなって
くれたロードバイクでの白
峰寺詣などなど、ボーと気
ままな毎日が過ぎておりま
す。この前はイオン宇多津
で
「ティファニーで朝食を」
を観て感動しました。

古希を迎えて
退職し早くも 年が過ぎ
去り、古希を迎えました。
第二の人生は、趣味の釣
りを思う存分楽しみたいと
思っていましたが、自治会
及び地域団体の世話役を仰
せつかり、充実した日々を
送っています。また、家庭
菜園では夏野菜の胡瓜、茄
子等を育てていますが、き
れいな作物は作れません。
時々釣りに出かけています
が、釣果は上がりません。今
後は、体調の許す限り、続
けていきたいと思います。

3

政信

小豆島町

日々是好日
平成 年に退職した年に
母を看取り、諸事をすませ
た後、
「絵でも描いたら…」
と女房の提案があり、ＮＨ
Ｋの絵画講座を受講する事
にした。水彩画を描いて
年目に入るが、今年からア
クリル画に挑戦している。
ところが、自治会の役員・
たまに行く下手なゴルフ等
により、集中して描けない
のが悩みだ。今年同期入社
周年を迎えて、夫婦 組
が 泊 日の旅行をする。
その日が楽しみだ。

濵本

6

川原 貞子

5

心なごむひととき
庭のあじさい見頃である
あじさいあじさい花てまり
風が一つ二つつきました
そーっとそーっとつきま
した とんとん とん
心和む一時である。
このところ認知症、断捨
離と気になることが多い。
認知症だれもがなりたくな
い。悲しいかな神のみが知
る。不要なものを断ち、そ
して捨て、物への執着から
離れるとかいう断捨離をし
つつ、ぼけないよう明るく
暮らせたらと思う。

三豊市

10

元気で傘寿迎えたい
近況
現在は趣味で写経・絵手
今年の春退職し、みなさ
紙・旅行・バラの花（鉢植
んの仲間入りをさせていた
え）作りを楽しんでいます。
だきました。
昨年 月迄の 年間に左母
第二の人生が、なにより
指腱断裂等で 回手術・入
も健康が第一と思い、月
院することになり、 年の
回体力作りのために、体操
教室に通っています。また、 半分はリハビリを繰り返す
状況が続きました。
ボケ防止のため、月 回お
月に喜寿を迎え、ギフ
茶の稽古に励んでいます。
ト券を頂きましたが、年々
後は、家庭菜園と友達と
体力が落ちるのを感じ、昨
のランチで、おしゃべりし
年秋より休んでいた水中ウ
楽しく過ごしています。
ォーキングとヨーガなどを
再開し、元気で傘寿を迎え
たいと頑張っています。

香川の近代史を訪ねて
香川近代史研究会に参加
し、明治以降の施設や生活
等を調査し、記録に残す取
組みをしています。なでし
こジャパンのルーツが丸亀
にあったという話も成果の
ひとつです。私の目下のテ
ーマはドイツ兵俘慮収容所
（丸亀塩屋別院）の世界遺
産登録です。俘慮を人道的
に扱った博愛精神と、日独
両国が接近し、世界大戦に
発展する背景になった史跡
だという理由です。多難で
すが頑張ります。
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2

渡瀬 愛子

大西 時夫

50

1

高松市

観音寺市

近況報告
退職して 年が経ちまし
た。趣味もなく、のんびり
と過ごしていましたが、体
重が増え、足腰が衰えそう
でしたので、スポーツジム
に通うようにしました。ジ
ムに行くと、ＮＴＴを退職
した方も数名いましたので、
情報交換等しています。今
後も続けていき、健康で楽
しく残りの人生を送りたい
と思います。
退職者の会の行事等には、
参加していきたいと思って
います。

3 5

5

1

丸尾千鶴子
中村 俊行

6

高松市
2

高松市
絵と海外旅行楽しむ
退職して 年、今年で
歳。五色台の麓でのんびり
と暮らしています。
在職中から続けている海
外旅行（世界遺産）は、健
康と相談しながら現在も楽
しんでいます。
年以上も続けた油絵は、
年前から子供の優しい笑
顔を描く童画になっちゃい
ました。最近は、近くのコ
ミュニティセンターで、ボ
ケ防止と海外旅行に役立て
ばと「英会話教室」に通っ
ています。

さぬき市

藤田 宣正

坂出市

50

3

近 況
完全退職してから 年半
近くが経ちました。
仕事を辞めたら暇を持て
余してどうなるかと心配し
ていましたが、結構いろい
ろとあるもので、一般的に
ゴルフ、家庭菜園、ウォー
キングそれから、休耕田の
草刈り等々…。
健康管理も大事とＯＢ達
と好きなゴルフや地域の人
達とペタンクをしたりと、
昭和 年生まれ「団塊世代
の最後の若者」頑張ってい
ます。

2

石村 素之

新聞から懐かしい思い出が
歳半ばが過ぎ 日がと
ても早く感じる。お陰で体
は特に悪いところはないが、
近頃は足が少し痛くなり疲
れやすくなった。
「歳のせいだ」と自分に
言い聞かせながら、散歩や
スーパーへの買物は、苦に
せず出かけるようにしてい
る。家に居ることが多いの
で情報に疎くなり寂しいが、
退職者の会の新聞で知り合
いの名前を見つけると、昔
を思い出し、懐かしくなる
ので楽しみにしている。

2

高松市

直井 敏彦

弾正原淳子
80

高松市

牛田 正章

5

退職記念で旅行に
この春退職しました。退
職して、まず 泊 日のマ
イカーでの新緑金沢、飛騨
高山、残雪の北アルプス方
面への退職記念旅行でリフ
レッシュをしてきました。健
康である限り、小旅行に行
こうと思っております。
まだまだ先が長いため体
調維持に努めています。毎
日 ㎞のウォーキングや、
そ
れと小さな畑ですが、土い
じりをしています。今後は、
地域の活動に参加したいと
思っています。

3

丸亀市

5

80

芳春

1

小島

1

3

昇

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。

東かがわ市
近 況
連休に花見に行こうと妻
が言うので思い切って「大
感動号・東北三大桜」のバ
スツアーに行って来ました。
集合が仙台、解散が青森
のコースで、前日は娘の家
から伊丹へ。仙台空港では
海岸線に真新しい土が連な
り、津波の跡が見えた。天
気に恵まれ 日間桜を楽し
みました。特に弘前城は、丁
度満開で、移動した天守閣
と津軽富士も格別だ。帰り
は息子の家に泊まり、孫の
顔も見た 週間だった。
3
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