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、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、久
保法夫副会長の司会で開会
され、議長に泊満夫氏（小
豆地区協）を選出し、議事
が進められました。
冒頭、國方勲会長は①組
織活動について、②財政運
営について、③生活防衛と
政治闘争について、所信を
述べ「自らの生活防衛など
を中心に活動を強めたい 」

とのあいさつがありました。
その後、この一年間の物故
者に対する黙祷を捧げ、来
賓のあいさつに移り、香退
連の三宅会長を始め 名か
ら、連帯のあいさつが寄せ
られました。
議事では、下河進事務局
長が、組織活動や現・退一
致の活動など、各項目につ

今年も多くの来賓が
連帯と激励に

成果活かせる検討始める

査

生活状況
調

︱ 國方会長あいさつ要旨 ︱
１． 組 織 活 動 の 強 化 で
は、地区役員および手
配り協力会員の協力に
より取り組んだ「会員
の生活状況調査」の成
果を活かすため会員との双方向コミュニケーション
の強化と危機管理システムの構築に向け検討を開始
する。その体制づくりに地区協強化が欠かせず地区
財政の強化も合わせ検討する。
２．生
 活防衛のためには政治闘争の強化が欠かせず、先
の参議院議員選挙の教訓に学び、安倍政権下での憲法
改正を阻止し、年金を始とする社会福祉の抑制、弱者
きりすての経済政策に抗した国民運動の強化と民進
党を中心とする野党共闘の成熟が求められており、退
職者の会として可能な取り組みを展開していきたい。
いて総括と活動方針を提案
しました。なかでも参議院
選挙と連動して取組んだ生
活状況調査・災害時の安否
確認・連絡カード配付で、
会
員宅訪問を実施し、成果が
あったことなどが強調され、

初めて取り組んだ高齢者
集会は成功した。
ＮＴＴ退職
者の会の協力に感謝します。
日本の最大の不幸は、安
倍が総理であることだ。
次期の衆院選で自・公に
鉄槌を加えよう。

各地区協の活動を交流する
よう、提起されました。
質疑・討論では、 地区
協全てから 名の発言があ
り、地区協活動の成果と反
省点も含めた現状報告で、
活動の交流と連帯感が深ま
参院選では退職者
の会の労力と牽引で
得票を伸ばすことが
できた。退職者の会
員が現職を上回る状
況にあり、さらなる
現・退一致の取り組
みに協力をお願いし
たい。居住地組織を
充実し、災害時など
に備えた体制の整備
が重要です。

2

16

りました。
（質疑・討論の模
様については 面に記載）
また、河西英夫幹事の
年度決算報告及び 年度予
算案の提案と、吉田勉監事
からの会計監査報告につい
ても、それぞれ承認されま
した。総会ではこの他、永
年役員表彰で 名が受賞し、
全国機関紙コンクール「努
力賞」の表彰も行なわれま
した。 （久保池 薫・記）

小豆地区
月３日
中讃地区
月７日
高松地区
月８日
西讃地区
月 日
東讃地区
月 日

月 日の
第 回支部協
総会の終了を
うけて、各地
区協では会員
の親睦・交流
を図る総会の
準備が進めら
れおり、各地
区協とも内容
の工夫とあわ
せ、参加者の
拡大に向けて
取り組んでい
ます。

琴弾荘

トレスタ白山

オークラ丸亀

グリンプラザ
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大川オアシス

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

國方 勲
久保池 薫
編集責任者

第 回総会では、各界か
ら多くの来賓が駆けつけ、
連帯と激励のあいさつが述
べられた他・愛媛・徳島・
高知の各県支部協からと、
国会会期中で出席が叶わな
かった玉木雄一郎・小川淳
也両衆議院議員から、メッ
セージが寄せられました。
以下、紙面の都合上２名の
方のみ、あいさつ要旨を紹
介します。

10

支部協会長
國方 勲

事務局長
下河 進

会計担当幹事
河西 英夫

支部協監事
吉田 勉
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5地区協･12月に総会計画
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kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

富野和憲氏

千田建雄氏

多田巳年氏

宮本敏彦氏
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副会長
久保 法夫
総会議長
泊 満夫
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高松市議

サポートかがわ

顧問

顧問

第 18 回総会で熱心に討議する代議員
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山田健一氏

隆氏

片山宏司氏

香川県議

香退連・会長
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ライフアシスト

きらら保険

河野

NTT 香川支店

竹本敏信氏
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出水 薫氏

青木武史氏

鵜川崇秀氏

勤氏

杉山
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玉木衆院議員・秘書

小川衆院議員・秘書

労働金庫

電通共済生協

5

多田雄平氏
社民党県連

三宅正博氏
グループ連絡会・会長

明石晶博氏
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中 人が参加、呼びかけ等
工夫が必要。
西山 禎一氏（西讃）
他地区協と同様の活動を
してきた。①昨年総会は
人が参加。新会員歓迎会に
は 人中 人が参加してく
れた。②退職予定者説明会
で、労金友の会の説明はし
ているのか質問したい。地
区友の会に入れるように。
今井 正氏（西讃）
口座のある労金で会員に
なるため、高松の会員が多
いのが実態。労金に改善を
求めてほしい。
植松 信子さん（高松）
①メーデー後の交流会を
実施した。②会員の居場所
づくりも含め、サークルの
掘り起こしや健康寿命を延
ばす取組みなど実施しては
どうか。
大谷 克文氏（高松）
予備費の執行率、剰余金
としての次期繰越しなど、

様式や表現の仕方を変更す
るよう提言したい。
以上の発言に対し、下河
事務局長から①今年度は多
くの取組みを提起したが、
各地区協の協力で成果を上
げることができた。②小豆
の１００％回収は評価でき
る。今後、一人暮らし会員
への面談、電話連絡など具
体策を検討したい。③全国
交流集会は来年 月に予定、
女性 名の参加体制を取り

たい。④手配り体制は編集
会議や常任幹事会で検討す
る。④生活状況調査の記入
については、記入に時間を
要することから返信とした。
⑤総会内容も各地区協で工
夫されており、今年の総会
に期待したい。⑥労金友の
会の説明はしているが、地
区別加盟の誘いを行ないた
い。
これに関連し、
渋川 正
氏（高松・地区友の会会長）
から、居住地で各種の案内

など、現状にあった対応を
するよう労金に申し入れた
い、との補足がありました。
また、会計での意見に対し、
河西会計担当から⑦来年は
解りやすくなるよう工夫し
たい旨の答弁があり了承さ
れ、全ての議案が承認され
ました。
（久保池 薫・記）

明弘様・高松市
保揮様・ 東かがわ市
法彦様・綾歌郡
清様・丸亀市
通興様・ 善通寺市
英和様・ 仲多度郡
雅平様・ 観音寺市
豊次様・丸亀市
健二様・ 観音寺市

本人死亡
月 根ヶ山明美様・

東かがわ市

お悔やみ申し上げます

坂東
佐藤
萱原
山地
田岡
西城
岡田
月 生田
小出

長、代議員として久保、千
田両幹事、宮本顧問が参加
しました。なお、参院選総
括や向こう一年間の活動方
針が満場一致で確認されま
した。

情報労連香川は９月に総会

情報労連香川県協議会の
第 回定期総会が、 月
日にリーガホテル高松で
名の代議員が参加して開か
れました。退職者の会香川
県支部協からは、幹事とし
の國方会長と下河事務局

（高松）

全地区協・８名から積極的発言
厳しい状況にあり、郵送の
検討も必要になっている。
河本 光夫氏（東讃）
①会員宅訪問を実施し、
直接会って話すことの重要
性を痛感した、生活状況調
査はその場で記入する方が
良かったのでは。②支部協
活動が解るようホームペー
ジの充実を。
宮本 英征氏（中讃）
①生活状況調査・参院選・
お元気ですか訪問で、会員
とコミュニケーションが取
れたのは成果。②バスツア
ーは、行き先の選定も難し
い。③新会員歓迎会は 人

努力賞受賞の久保池編集長

正氏 大谷克文氏

（高松）

（東讃）
（中讃）

（西讃）

（西讃）

18 30

宮本英征氏 河本光夫氏

（高松）

澁川

9

2

恒例の「全電通の歌」
「がん たため、第 回幹事会で表
ばろう」を大合唱しフィナ 彰することになりました。
ーレを飾ると、ある参加者
は「みんな若い頃に戻った
みたい」と笑顔で話してい
ました。 （石川正治・記）

３名が永年役員表彰を受賞

ドになり、各テーブルでは
久しぶりの再会にビールや
話も弾み、親睦・交流の輪
が広がりました。
最後に宮本顧問が「各地
区総会でも逢おう」
と締め、

1

植松信子さん

正氏 西山禎一氏

10

14

10

全国機関紙コンクール「努力賞」も

10

5

10

5

下河事務局長
答弁する

徹氏

永年役員表彰受賞者
（左から宮脇・西山・冨田の 3 氏）

柳谷
寛様・高松市
奈良 茂子様・高松市
井上 信治様・高松市
（２０１６年９月〜 月）
入野八枝子様・小豆郡
（河西 英夫・集計）
宮本 拓子様・丸亀市
おめでとうございます
田中 智子様・丸亀市
【米寿】
月 杉村 愃子様・高松市
月 植村 幸子様・高松市
松岡 秀幸様・ さぬき市
久光
勝様・ 仲多度郡
福田志希美様・ 観音寺市
【喜寿】
合田 幸子様・ 観音寺市
９月 細谷 一正様・高松市 【古希】
向井 洋祐様・高松市 ９月 川染 静雄様・高松市
10

40

10

（小豆）

5

7

15

16

｢若い頃に戻った」大合唱

鈴木

会員宅訪問など成果のある活動が

2

質疑・討論では全地区協
から 名の発言があり、支
部協の活動方針を受け、各
地区協段階で実践した成果
などが、
報告されました。
発
言者と主な要旨は以下のと
おり。
鈴木 徹氏（小豆）
① 人の会員宅訪問を実
施し、参院選では個人名で
の投票依頼と生活状況調査
については１００％回収で
きた。②高松との合同バス
ツアーに 名参加した、今
後参加者を増やしたい。③
会報の手配り体制は、増員
も考えているが、高齢化で

第二部の昼食懇親会

議事の前段で、永年役員 に達していることが判明し
表彰が行われ、支部協幹事
年の宮脇征子さんと、西
讃地区協会長の西山禎一
氏、支部協会計担当の冨田
佳代子さんがそれぞれ 年
表彰を受賞しました。
また、
全国機関紙コンクールで
なりました。
「努力賞」の表彰も行われ、
第二部の司会は石川事務 久保池編集長に賞状が手渡
局次長で、國方会長の乾杯 されました。なお、支部協
発声で一気に和やかなムー 幹事の池川淳子さんも 年

懇親会のフィナーレを飾った大合唱

8

82

総会後の昼食懇親会には
来賓・代議員など 名が参
加、年度初めの節目として
活気のある相応しいものと
73

今井
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