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國方

勲

ＮＴＴ労組退職者の会
香川県支部協議会

会長

良き新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。
昨年は、生活状況調査・参院選挙へのご協力に対
し改めて感謝申し上げます。
英のＥＵ離脱・米の大統領選を見るに、格差拡大
と貧困の固定化が進み、排他的・右翼的な思想や言
動が顕在化してきており、世情不安の拡大が心配さ
れます。
今年も引き続き安倍政権の暴走を押し止め、平和
と生活の安定に向け取り組みの強化を図りたいもの
です。御協力をよろしくお願いします。
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さ
ん

安倍の改憲の意図は、アメ
リカの言いなりの自衛隊つ
くりにある。改憲阻止の闘
いに求められるのはサッカ
ーのゴール・キーパーだ。
球を蹴られたら何としても
止めなければならない。改
憲攻撃は、命にかけても跳
ね返す。
」とキッパリ。
月 日には「平和への
願い＝戦争体験を語り継
ぐ」という市民運動の平和
集会に招かれて講演をし
た、と語り、続けて「この
大事な時期に、野党や平和
勢力が分裂したり、排除し
合うのは、情けない。共産
党との共闘を恐れたり、敬
遠するのは、
如何なものか」
と、しみじみ語りました。
そして「私は病気療養中
だが、寝込んでいては、何
も変わらない。社会正義、
今は改憲阻止に打ち込むこ
とが、むしろ免疫力を高め
るので何でもやる……」
年前、最愛の妻に先立
たれても意気盛んな三宅さ
んの語り口には、むしろ鬼
気迫るものを感じました。
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衰えぬ反骨精神と闘魂

三宅正瞭

9

平和集会で講演する三宅さん

活動も含め、党・労組、地
域活動に没頭します。
社会正義を反骨精神で
期・ 年にわたる議員
活動や 歳まで闘い続けた
これまでの経験の中で、印
象に残るのは、①倒産企業
の社員を組織して、組合で
会社を再建した田村鉱泉の
争議、②学校給食の臨時職
員の賃上げ・雇用保障を圧
倒的に引き上げた協約締結
闘争、③漁協の不当・不合
理な漁業補償を「漁業権の
平等」を盾に是正した裁判
闘争、
と言います。これは、
何れも権力者の横暴を許さ
ない「正義感」からくる気
概・いわば反骨精神からく
るもの、とこぶしを握って
話します。
改憲阻止は命にかけて
安倍総理の政治姿勢に話
が向くと、「軍は人民を守る
ものではない。満州の関東
軍の実態が証明している。
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http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P

撮影＝三宅 直人(三宅氏の長男、NTTコムマーケティング勤務）
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病にめげず壊憲攻撃に挑む

少年の心を捉え、「父のよう
に、何事にも臆せず毅然た
る態度で当たること、しっ
かりした目で、先行きの見
える大人になりたい」との
人生観が芽生えました。
労働運動に目覚め成長
昭和 （１９４６）年
月末に引揚げ帰国。翌年、
逓信講習所に入り、
卒業後、
坂出の電報課に配属されま
す。ここで、
奥村政治氏
（全
電通香川県支部・ 代目委
員長）と出会い、指導を受
けて、三宅青年の能力と気
概が開花し、組合運動での
頭角を現します。
政治的には、１９５１年
の社会党・鈴木茂三郎委員
長の「青年よ再び銃をとる
な」の呼びかけに感銘し、
護憲、反戦・平和など社会
党の活動にも参画、１９６
５年には、定数 の坂出市
議会議員補欠選挙に出馬、
予想を覆して当選し、議員

集会の全景
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85

今回は、闘病生活を続けながらも、
安倍総理の壊憲攻撃（現在の平和憲法
を嫌い、改訂しようとする策動）に果
敢に挑む、
三宅正瞭さん（85 歳）のルー
ツと生き様を尋ねました。
聞き手・文責＝宮本 敏彦

三宅正瞭さんにとって、
その看板でもある「反骨の
闘魂」は、幼少年期を過ご
した戦時中の満州での体
験、敗戦による引き上げ後
の貧しい生活環境がその原
動力を育んだ、
と言います。
ソ連侵攻にも臆せぬ
父の決断と態度に感動
敗戦間際の満州国・新京。
ソ連の侵攻で、逃げるか、
留まるか在留邦人に大混乱
が起き、大半は逃げました
が、満州国経済部官吏だっ
た三宅さんのお父さんは
「今更逃げても内地に帰還
出来る訳がない」と言い、
新京に踏み留まりました。
その決断が、行き倒れるこ
となく引揚げることにつな
がった、とも言います。ま
た、お父さんは天皇の ・
放送を聞いて、「これで日
本は良くなる」とも、言っ
たとか……。この二つの出
来事は、中学二年生の三宅
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石川正治

今回は地元だけでなく近
隣地域からも、日常的に参
拝者で賑わう高松市一宮町
の田村神社を紹介します。

ご祭神
田村神社のご祭神は、倭
迹迹日百襲姫命（やまとと
とひももそひめのみこと）
は地元では知られている神
様ですが、その弟・五十狭
斧彦命（いさせりひこのみ
こと）後の吉備国の祖神・
吉備津彦命（きびつひこの
みこと）
、
皇孫が降臨した時
に道案内した猿田彦大神
（さるたひこのおおみか
み）
、
神武天皇が東征したと
き窮地を救った天隠山命
（あまのかぐやまのみこ
と）
、
開拓水利の基を定めた
天五田根命（あめのいたね
のみこと）の五柱で、総称
して田村大神（たむらのお
おみかみ）として祀られて
います。
社殿の千木
倭迹迹日百襲姫命は第七
代孝霊天皇の皇女で讃岐に
来て農業殖産の開祖神とあ
がめられ、パンフレットに
は五柱のトップに記述され
ています。
田村神社の起源は古く和

同２年（７０９）に創建さ
れたといわれ、江戸時代・
松平頼重が国守になったと
き社殿を修造され、神座は
奥殿にあり前方に本殿があ
る春日作り。神座の床下に
深淵があるという特異な形
で、明暦元年修復のため淵
を見た大工がたたりで亡く
なるという逸話が残ってい
ます。
興味のある方は社殿の屋
根にある千木（ちぎ）をご
覧ください。端が垂直なら
ば男性の神、水平ならば女
性の神と言われています
が、田村神社は男性の神が
先に祀られたので千木は垂
直の形になっています。
鳥居のいわれ

サークル紹介
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ＰＰの真実］が次第に明ら
かになってきたからであ
る。
主要五品目の関税引き下
げによる国内農業への打撃
は大きく、農業生産額は
兆 千億円減少、食糧受給

ねても好きな事に集中でき
るのはありがたい。もう半
世紀を超える演奏活動はし
ているが、現在は絵画の製
作に夢中になっている。
生存中に一つでも満足で
きる作品を仕上げたいと願
っている。

一緒に活動を楽しもう

河本 光夫

健やかに齢重ねつ年迎ふ

初春や家族揃ひて喜寿祝ふ

剪定して庭よみがえり年迎ふ

池の辺の句碑懐かしき冬の寺

稚さき児の大人言葉や初笑ひ

突然の客は孫なり春うらら

心正し道を守れと初みくじ

純子

貞子

禮子

範子

節子

文子

芳子

貞

年に何度か開催されるコ
ンサートに、ビオラの演奏
者として活躍されて聴衆の
皆さんを魅了しています。
また、油絵等趣味も多彩
で広く世話役活動も続けて
おり、これからも体と相談
しながら、一緒にサークル
活動できることを楽しみに
しています。

初空に香煙の満つ祈りかな

剋子

今回の機関紙は、編集会
議から原稿締切りまで二週
間という短期間にも拘わら
ず、全原稿が集まり編集委
員の努力と投稿された会員
皆さんに感謝します。▼観
音寺市の泉宮猛さんが撮影
した巻頭写真のコウノトリ
は「幸せを運ぶ鳥」
、作品展
示で三井正敏さんが描いた
鶏も「夜明けを告げる鳥」と
して神代の時代から崇めら
れた鳥。▼地震や台風・異
常気象などの災害に加え、
政治や世界情勢までが怪し
く先が見えない今日、鳥の
ように広い視野で穏やかな
年になるよう願わずにいら
れない。 （記・石川正治）

編集後記

（草の芽句会の皆さん）

恙なきことも書き添へ初便り

不思議である。
最近の手術など医学の進
歩はすごい。 年前にこの
ような状態ならば私の命は
まず助かっていないと思わ
れる。
昨年末位までしか生き
ていられなかったでしょう。
そんな経験から最近は怖
いものが少なくなり、様々
なことに思い切って対応で
きるようになった。年を重

演奏活動に勤しんだ若かりし頃
入院した。肝臓にも転移し
ておりステージ の宣告を
受けた。手術は無事成功し
たが、
今年に入り肺に 回、
肝臓に 回と合計 回も転
移して手術をうけた。今ま
で元気で過ごせているのが

「年金改革法案」
（年金カ
ット法案）が国会で議論さ
れているが、我々年金受給
者にとって死活問題の年金
支給額を抑えようとしてい
る。制度を維持するために
我慢しろというが、我々の
生活は破綻してしまう。現
役世代の為にも「年金カッ
ト法案」を阻止したいもの
である。
年金原資の運用も株式投
資を軸に昨年度から、 兆
千億円の損失が明らかに
なっている。今の安倍政権
が続く限り国民の生活は苦
しくなるばかりである。
次期総選挙で与党・改憲
勢力に 分の２を決して与
えてはならない。

国民生活を壊す安倍政治

北の参道から入ると鉄筋
ＮＴＴを退職して早くも
コンクリートの高さ 米の
年が過ぎてしまった。時
大鳥居が目を引きます。神
が経つのはあっという間で
社の鳥居のいわれは天照大 「歳月人を待たず」
とはよく
御神が天の岩屋戸に隠れた
言ったものだ。
とき、八百万の神々が鶏に
私は昨年 月に直腸ガン
「朝がきたと鳴いてくれ」
と
が見つかり生まれて初めて
鳥の居る場所（止まり木）
を作り、天手力男神が岩屋
戸を開けたという神話が思
い出されます。
鳥居は今では神社の象徴
となり
「神聖な場所である」
という境界を示すもので、
田村神社にも逆上れば神話
の世界につながるものが沢
山あります。参拝のとき探
してみるのも面白いかもし
れません。
（石川正治・記）

北参道にある大鳥居

さえも維持できない。再交
率は ％まで低下すると見
渉となればトランプ氏に押
込まれている。また混合診
し込まれることは必至で、
療の解禁により医療費の高
それでも総理は 月 日
額化などデメリットは図り
「信頼の構築」
と称し渡米し
しれない。
た。安倍総理はＴＰＰをア
そして、なんと云っても
ベノミックスの柱としてお
心配なのは国民の「食の安
り引くことをしない。
全」である。まず農薬の残
留基準は日本が厳しく、米
強行採決は
国は緩やかとされている。
安倍政権の常道
また、米国の食品添加物の
日本国民への説明より米
種類も多い。さらに遺伝子
国でまず約束をして、推し
組み換え食品の表示につい
進すめようとする米国追従
ては、「コストが掛かるし安
の姿勢は、
「戦争法案」
（安
全性が低いとの印象を消費
保法案）
の時と同じである。
者に与えてしまい貿易の障
壁となる」と日本側を非難 「強行採決はしたことがな
い」と言いながら、官邸主
してきた。
導で野党と国民に嘘をつ
このようにＴＰＰは米国
き、
強引に通してしまった。
主導で進められ、この基準

演奏会で活躍する坂さん
（中央）
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遡上れば神話の世界が見えてくる

懸念されるＴＰＰと
トランプ次期大統領

2

3

参拝者で賑わう田村神社
米国大統領選挙にドナル
ド・トランプ氏が多くのメ
ディアの予想を覆して当選
した。我国にとって安全保
障・経済政策に大きな影響
があることは間違いない。
オバマ大統領の政策を真
っ向から否定し、
保護主義、
排他主義のトランプ次期大
統領では、ＴＰＰ（環太平
洋経済連携協定）
の実現は、
まず不透明で不可能だとい
われている。
それでもなぜ安倍政権
は、ＴＰＰ法案を強行採決
してしまったのか。国民に
あまり知られたくない［Ｔ

5

さぬき市津田町
観音寺市民会館の文化祭で水墨画を見て、教室に
通い始めたばかりの作品です。

若い頃は海外でも演奏旅行

文雄（73歳）
11

20

正敏

17

第13回グラウンド・ゴルフ大会
10年程前から多度津婦人会の手芸部で、パッチワー
クや着物リフォームなど手作りを楽しんでいます。

副会長

坂
17

「七福神」 藤田千枝子

14

2

10

百襲姫と吉備津彦
神殿の屋根にある千木

4

廉（中3）
「標語」 下河
「菊づくり」 横田和之

学校授業で全員が提出、「まさ
か最優秀とは思わなかった」と
孫も驚いていた。（下河 進）
善通寺の菊の愛好会に入って
5〜6年。土作りから始め、毎年
護国神社で展示しています。

普段の日でも参拝者で賑わう本殿

グラウンド・ゴルフ
同好会は、現在会員23
名で、香退連が開催す
る大会に参加したり、
同好会が開催する大会
があります。
同好会は10月29日に
第13回グラウンド・ゴ
ルフ大会を一宮新池農
香西弘さんが優勝
村公園で行いました。
秋晴れのもと14名が参加して、ホール
インワンを目指してグラウンドに快音
を響かせました。結果は、香西弘さんが
ホールインワン₂で、通算₅回目の優勝
をし、一打差で山口清美さんが準優勝と
なりました。
グラウンド・ゴルフは、手軽な運動で
気軽に取り組めるニュースポーツとして
認められ、日々続けることで健康に及ぼ
す効果についても注目されています。
退職者の皆さん、同好会に参加して一
緒にプレイしませんか。
（記・笠井 稔）

「松竹梅と酉」 三井

久保 法夫

1
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御朱印集めにハマる
神社仏閣の御朱印集めに
ハマっています。過去には、
まるでスタンプラリーの様
に、 日に ヵ所近くを巡
り、多くの御朱印は集まり
ましたが、気ぜわしく、も
っとゆったり巡りたいなと
家内と話しています。また、
近辺の神社仏閣の御朱印も
集めたいと思います。月
日位のアルバイトをしてお
り、あと 年数ヵ月で 回
目の定年退職。撮りためた
旅行のビデオ・写真を編集、
整理したいと考えています。

助産師で忙しい日々
京都の妙心寺で出合った
言葉「一を以て之を貫く」
生涯を一つの職業に貫ける
人は幸せであると。ＮＴＴ
高松病院を退職後、地域の
助産師として、忙しい日々
を続けています。幾度もリ
タイアしたいと思いながら、
もう少し、動ける間は、母
と子が笑顔になれるよう、
寄り添っていきたいと願っ
ています。息抜きは、ガー
デニング。夫と作った何で
も有りのナチュラルガーデ
ン。ちょっと自慢の庭です。

釣りと菜園楽しむ
退職して早 年が過ぎま
した。毎朝 時起床、血圧
を計り朝食＆薬、ゴミ出し
の後、釣り仲間と 時頃ま
で釣りを楽しみます。自宅
前の菜園に向かい、季節毎
の種播、野菜の苗付け。天
候、気候により時期が異な
ります。対策として一週間
毎に三分割しますが、今年
の 回目はゲリラ豪雨で発
芽したばかりの大根が全滅。
回目、 回目にしてやっ
と成功。後何年大根の種播
けるのかなあ！

1

秀樹

何やっりょると言われても
「エッ？さぬき遍路の原
稿？」急な依頼に柔軟性を
失いつつある脳みそが戸惑
う。困ったぞ、
特段何も
「や
っりょらん」なぁ…。えー
と、害虫に怒りながらの無
農薬野菜作り…それとも、
昨年の自分をライバルにア
スリートの真似事…いやい
や、最近ちょっと夢中の油
絵はどうか…それとも結果
の伴わないゴルフへの熱い
思いを書こうか…あれ？も
う字数がいっぱい？何やっ
りょんな、ホンマ…。

安藤

近 況
退職して 年近くになる
が毎日忙しい日々です。数
年前から認知症のある実母
の介護が主流で時間が流れ
ている。そんな中、介護の
合間に以前から始めていた
木工をストレス解消のため
に続けている。今日まで、イ
ーゼル、机、椅子等を作り
自己満足をしています。最
近では、車庫を取り壊し、そ
の跡地に何を構築しようか
迷っているところです。何
事も健康であるがゆえにで
きる事と日々感謝です。

ＡＩの完成目指す
讃岐の方言で「なんが、で
きょんな！」と昨年 月か
らよく言われます。別にこ
の言葉に意味があることで
はありません。単なる挨拶
の枕ことばです。退職者の
会から正月号に掲載する近
況を書くことを承諾したの
で紹介致します。現在、サ
ンデー毎日になり、何をし
ているかですが、たいてい
の人が聞くとＡＩ「エー！」
と言います。完成までには
何年かかりますことか。完
成すれば披露致します。

高松市

田中 幸子

近 況
退職してから早 年。Ｏ
Ｂ会の「カラオケ同好会」
・
「歩く会」に参加し楽しん
でいます。また、妻の母親
が一人で生活しているので、
週 回、妻と訪問し、忙し
い日々を送っています。そ
んな生活の中で、前々から
行ってみたかった世界遺産
の「白神山地」に 月中旬、
妻と行って来ました。天気
にも恵まれ新緑のブナ林は、
とても素晴らしかった。今
後も健康管理に努め、元気
で古希を迎えたいです。

松田 弘志

山下 博義

近 況
退職した後、去年まで派
遣社員で高松へ通勤してい
ましたが、今年からは地元
で公民館管理と学童保育の
仕事をしています。先日母
の百歳長寿祝があり、私の
子供と孫全員帰り、ゲーム
や仮装大会、歌に踊りと大
変楽しい時間を過ごしまし
た。また、同級生が野菜を
持って来てくれたり旧職場
の仲間から誘いがあったり
等々、楽しい時が持てる事
に感謝しつつ、元気に明る
く日々を過ごしています。

想定外の出来事
半年は充電期間！のんび
り余生の過ごし方を考えよ
うかと思ったが、私の退職
を待ってかのように母が入
院・手術を経て介護施設へ
の入居となりました。入院
中は毎日、入居後も半分は
通って歩行トレーニングに
付き合っています。そんな
中にも心配の種であった二
男が片付きほっとしていま
す。両親だけの出席でハワ
イでの挙式。私達夫婦はお
かげでハワイの数日間を楽
しむことができました。

丸亀市

9

観音寺市

横井 伸泰

5

3

3

2

坂田 洋二

的場 伸浩
2

目標は真鯛 匹
新年おめでとうございま
す。去年 月に退職してか
らは、朝日が出ると港を出
て津田の松原 海里沖で、
週 ～ 日漁師をしていま
す。潮焼けで随分黒くなり
ました。去年の釣果は、
～ ㎝の真鯛を 匹、 ㎝
の真ゴチを 匹、その他ア
ジ、キス、いわし、ベラ、メ
バルを多数釣りました。一
番の大物は ㎝のこぶ鯛で
した。船の中へ取り込むの
に苦労しました。今年の目
標は、真鯛 匹です。

深見 孝治

10

好村 節子

高松市

人生の楽園
「今日なにかいいことが
ありましたか」 数年前か
ら見ているテレビ番組です。
私の楽園は、家庭菜園、レ
クリェーションを通じた市
民活動…夢は膨らみますが、
まだ実現するには至りませ
ん。
「逓病」から名称変更し
た「オリーブ高松メディカ
ルクリニック」で働いてい
ます。
当院にお立ち寄りの際は、
内科に鵜川さんもいますの
で、お声をかけて頂ければ
うれしい限りです。
10

森
40

利弘
植松

「今を大切に」
退職、単身赴任も終わり
小豆島へ引き揚げ 年。引
く際、以後の過ごし方に思
案もしました。が帰鄕、そ
く自治会の役員に、また同
級生で集う「古希」の役員
にと多忙でした。その古希
と言われる年令になり心臓
に持病がある我が身、健康
寿命を想定した場合、切迫
的です。今後は苦慮に遭遇
しても「ボケ防止の妙薬」
と捉える等、何事にもプラ
ス思考で二度と訪れる事の
ない今を大切に過ごしたい。

5

坂出市

高松市
4

5

2

高松市

8

1

守

清隆

東かがわ市

50

多度津町

藤沢

4

さぬき市
40

小豆島町

2

高松市

3

3

70

30

10

2

30

2

10

3

高橋

操

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
近況報告
昨年 月に退職しました
が、退職後は健康第一と考
え、毎日 回（朝・夕）の
ウォーキングとワンダーコ
アでの腹筋を実践していま
す。また 月からは自治会
役員を仰せつかりましたの
で、少しでも地域の皆さん
のお役に立てるようにと心
掛けている今日この頃です。
これからも元気で田畑の世
話等、家での作業をこなし
つつ趣味等色々なことに挑
戦していきたいと思ってい
ます。
『日日是好日』
3

2

4

