３月中旬に山場を迎える
春闘は、安倍政権下での格
差の拡大が勤労者や高齢者
の生活を直撃しているだけ
に現職の奮闘が期待されま
す。
勤労者の実質賃金は、１
９９８年以降下がり続け、
２０１６年に少し回復した
ものの、正規雇用の削減・
非正規の増加で、全体とし
て賃金水準は低迷していま
す。
景気低迷と人口減少が続
くなかで、生活保護世帯は
１６３万余の過去最多とな
り、 歳以上の高齢者が全
体の ％を占めています。
非正規労働者の増加は高齢
化が進むなかで一層の深刻
化が懸念されます。
私たちの年金は、今年４
月 か ら、 物 価 ス ラ イ ド で

梶正治氏が二期目に挑戦

賃金闘争で現職の奮闘に期待

事務所開きに５００人を結集

丸
亀
市長選

ＮＴＴ労組は非正規の底上げを意識

50

名が退職予定

35

11

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

12

11

12

12 11 10

加入手続きが進行中

今年は

【米寿】
月 田中かづ子様・坂出市
１月 横山ヒサエ様・高松市
向永 義雄様・高松市

1

國方 勲
久保池 薫

編集責任者

16

60

４年連続の賃金改善要求を

月 四宮 健二様・高松市
福田
博様・高松市
現役労組は今
藤川美代子様・高松市
１月 岸本香代子様・高松市
安本 和子様・高松市
１月 日開会された第
り、
この間の安倍政権がお
は、特に消費に効果的な
市原
晋様・高松市
１９３通常国会では、第
し進めてきたトリクルダ
月例賃金改善を意識し、
大山登紀子様・ さぬき市
３次補正予算として、１
ウン的な企業中心の経済 「底上げ・底支え」
、
「格差
定好 信夫様・ 東かがわ市
０ ．１％削減されます。
兆７５１２億円の赤字国
政策の失策を意味する。
是正」と「総労働時間縮
森田 富子様・小豆郡
今後、
懸念されるのは
「昨
債発行が通過、
一方で
「災
人口減少・少子高齢化
減」などを柱に、経済の
中井 元子様・坂出市
年末の第１９２臨時国会で
害対策」
「防衛費」で６２
の成熟した日本社会にお
自律的成長に向けた４年
佐々
稔様・丸亀市
成立した年金制度改革二法
２５億円の追加予算が可
いて、国民生活総体の底
連続の賃金改善要求を行
塩田 久嗣様・ 善通寺市
案」です。これまでのマク
決された。
上げをはかる政策を中心
なうこととし、ＮＴＴ労
篠原 光雄様・ 善通寺市
ロ経済スライドの「物価」
これは、
円高による法人
に、持続した成長をめざ
組は、昨年に引き続き、
中野美恵子様・三豊市
に加え、賃金がマイナスと
税の落ち込み等はあった
すことが重要であり、個
すべての雇用形態２％の
数野 俊夫様・三豊市
なった場合にも年金額を減
川原 貞子様・三豊市
としても、
この間の社会保
人消費の拡大で経済を底
同額４０００円（平均）
【 古希】
少させる「物価と賃金スラ
障の切り下げや格差拡大
上げする必要がある。
の改善要求を掲げ、特に
月 松崎日出男様・高松市
イド」双方で年金を抑制す
による将来不安から個人
したがって、
この間も連
非正規の賃金改善での
三好美奈子様・ 東かがわ市
るので、
１００年安心の
「年
消費を抑える動きが広が
合を中心に、
経済の好循環 「底上げ」
を強く意識した
近藤
喬様・ 東かがわ市
金制度改革」の破綻は加速
り、内需・ＧＤＰの ％を
を目指すとの立場で、
３年
交渉を展開することとし
瀬戸 節雄様・坂出市
しています。
占める個人消費が伸びな
連続の賃金改善を行なっ
ている。
千葉美恵子様・ 仲多度郡
この制度を入れても「厚
いことが大きな要因であ
てきた。２０１７春闘で
（明石晶博・記）
月 大熊 正育様・高松市
生年金は２０３３年、国民
下河
進様・高松市
年金は２０３７年」に積立 金闘争の強化が求められて
伊賀
到様・高松市
金が枯渇すると予測する学 おり、同時に、将来とも安
安本 博一様・ 東かがわ市
者もいます。
心できる年金制度の抜本的
大森 照美様・ 東かがわ市
将来の生活安定を確保す 改革を求める政治闘争の強
松井
求様・ 仲多度郡
るためには「非正規労働者 化 が 今 後 の 課 題 と 言 え ま
今年度の３月末退職予定 モ な ど グ ル ー プ 会 社 も 含
１月 岡田 敏弘様・高松市
の賃金格差の解消」と「安 す。
者を対象とした加入促進説 め、昨年度の 名から 名
多田 清和様・高松市
心して子育てができる賃金
（國方 勲・記） 明会を、ＮＴＴ労組グルー と減少しています。
森
澤
務様・高松市
土居
一様・高松市
と生活環境」をめざした賃
プ連絡会（現役）の協力を
すでに入会届を提出した
岡
和彦様・高松市
得て、１月 日を皮切りに 退職予定者もいますが、全
山根久仁子様・高松市
員加入を目標に、５月末ま
員の必勝に向けた奮起が期 局所別に実施しました。
竹本加津子様・高松市
今年度末の退職予定者は でに手続きを完了すること
待されます。
河本 光夫様・ 東かがわ市
（久保法夫・記） 団塊世代の退職者がほぼピ としています。
好村 節子様・ 東かがわ市
ークを過ぎたことからドコ
（下河 進・記）
田中 幸子様・坂出市
岩本 芳子様・三豊市
【 喜寿】
お悔やみ申し上げます
月 河崎 幸子様・高松市
本人死亡
おめでとうございます
西村 敏子様・高松市 （２０１６年）
正箱 節子様・高松市
（ 年 月～ 年 月）
１月 大川 清 様・高松市
四宮 悦子様・高松市
（河西英夫・集計）
月 上田 文雄様・高松市
和木 国博様・ さぬき市
月 谷口 弘子様・ 仲多度郡
月 杉野 三勇様・高松市
長尾 利彦様・坂出市
林
奨様・高松市
住友 澄子様・ 観音寺市
増田喜代子様・三豊市
三野
望様・丸亀市
115
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と力強く話されたのが印象
的でした。梶市長は「やっ
と軌道に乗りかけたところ
であり、具体的に実るのは
これからである」との決意
表明があり、最後に紅山荘
の鎌倉氏の音頭で頑張ろう
三唱をし、決選に臨むこと
になりました。
丸亀市長選挙は、４月９
日告示、４月 日投開票で
行われます。すでに、各種
の行動を実施しており、熾
烈な選挙戦が予想され、会

11

H・P

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

51 65

けつけ、激励のあいさつが
寄せられました。また、有
権者になった高校生の亀山
瑞貴さんから
「政治のこと、
丸亀市のことはあまり知ら
なかったが、優しく話し掛
けてくれ、明日の丸亀市を
任せられるのは福祉、教育
に熱心な梶市長だと思う 」

23

17

年金制度の抜本改革が課題に
丸亀市長選挙に２期目の
挑戦をする梶正治氏の事務
所開きが、２月１日に約５
００人の支持者を結集して
開催されました。岩崎後援
会長のあいさつで始まり、
来賓には藤井・綾川町長、
進藤・連合香川会長、玉木、
小川両衆議院議員秘書が駆

16

12

正治氏

事務所開きで決意を述べる梶
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20

35

地区協議会の総会は、香
川県支部協議会総会後２ヵ
月以内に開催することにな
っていますが、県下５地区
協の総会は、 月上旬、集
中的に開催されました。
トップを切ったのは小豆

地区協で、 月３日にグリン
プラザで開催され、会員
名中 名が参加し、総会と
懇親会ともに、和やかな中
で交流を深め合いました。
今後の課題は、小豆独自で
交流の機会を作るレクがで
きないかなどの、検討を進
めることを確認しました。
中讃地区協は、 月７日
にオークラホテル丸亀で開
催され、 名が参加しまし
た。
「生活習慣病予防」
の講 りました。
演会など、高齢者のかかえ
県下最大の会員を擁する
る課題に取組んでいます。 高松地区協は、 月８日、
総会に参加できない会員
三木町のトレスタ白山で開
名から近況報告の返信があ 催され、 名が参加し、総
会と大正琴の演奏、懇親会
の３部構成の総会となりま
した。今年の特徴は、開催
場所を高松の中心部に拘ら
ず会場設定したことです。
これは、遠距離のため参加
できない会員に配慮したも
ので、次年度も開催地の工
夫を検討するようです。
西讃地区協は、 月 日に

國方 勲
琴弾荘で開催され、 名が参 化と、新入会員の参加が少 会長
久保 法夫
加しました。ビンゴゲームな ないことのようです。退職 副会長
〃
松井 淳子
どで楽しみましたが、
「少し 後は、職域ではなく居住地
下河 進
盛り上がりに欠けた」との印 を同じくする会員同士の交 事務局長
石川 正治
象があるようで、参加者拡大 流が重要であり、退職者の 事務局次長
冨田佳代子
に向けた工夫の検討が進め 会の原点でもあります。各 幹事・会計
河西 英夫
られるそうです。
地区協の総会を始め、レク 幹事・共済
・千田 建雄
東讃地区協では、家族も 等 の 行 事 に 積 極 的 に 参 加 高松地区
久保池 薫・植松 信子
含めた 名が参加し、総会 し、交流と親睦が深まるこ
梶原 功 ・長尾美津子
の後にはビンゴゲームやカ とが期待されます。
片山 明 ・渋川美津子
ラオケで交流が深まりまし
（久保池 薫・記）
谷本 正廣
た。１３０名会員のうち、
東讃地区
・河本 光夫
１００名余りの会員から、
川根 昭代・佐藤 保揮
出欠の返信と併せ近況が寄
小豆地区
・泊 満夫
せられました。
長町 和義・鈴木 徹
５地区協の総会開催に当
中讃地区
・宮本 英征
っての悩みは、会員の高齢
栗田 秀政・大西 孝
窪田 克己・池川 淳子
入江ユリ子・松浦 長子
尾崎 利男
西讃地区
・西山 禎一
三谷 一孝・森 英和
県幹事氏名一覧
今井 正 ・安藤 秀樹
監事
吉田 勉
〃
真鍋 功一
顧問
宮本 敏彦
会長あいさつの後は和やかに・東讃地区

月 日に開催された
第１回県協幹事会で、次の
とおり幹事が決まりました。

囲碁は全員が退職者の常連

サークル活動

気持ち新たにスタート

退職者の会の各自主サー
クルは、取り組みの節目とし
ての大会や総会・新年会を開
き、年末から新年にかけ気持
ちも新たにスタート、親睦交
流を深めています。
グラウンドゴルフは、昨
年 月に定例大会を終え、
今年５月坂出
で開かれる香
退連の大会に
参加予定です。
草の芽句会は毎月の句会
が昨年 月で 回を数え、
「句会が元気を
くれる」
と心機
一転の酉年を
迎えました。
フォトクラブは１月に第
９回の総会を開き、今年も
６月と 月の
二回写真展を
取り組むこと
になりました。

10

100

年会を開き 名が参加、その

カラオケ同好会は１月に新

12

美術倶楽部は昨年 月に
喫茶店で初めて作品展を開
き、
大勢の方か
ら称賛され３
月に総会を予
定しています。

りました。

カラオケで盛上

茶へ繰り出し初

あとカラオケ喫

27

52

10

ツアーでした。
（石川正治・記）

22

梶原氏（ドコモ）が初制覇
将棋

12

は、将棋では、新顔の梶原
光輝氏（ドコモ）が初優勝
を飾りました。
なお、成績上位者は下記
のとおりです。
（宮本敏彦・記）
４段以上優勝・丸岡幸春
囲碁／初段優勝・山本芳宏
準優勝・村上安正
準優勝・堀家眞一
第３位・青木正年
第３位・山下修平
２～３段優勝・田辺幸範 将棋／総合優勝・梶原光輝
準優勝・松浦義夫
準優勝・宮本敏彦
第３位・井上 宏
第３位・若松弘子

12

ヨーガ同好会は、月２回ヨ
ーガ教室で体を慣らしながら
の健康作りとお
喋り、４月に恒
例の花見を計画
しています。

12

34

情報労連主催の囲碁・将
棋大会が開かれた１月
日、集まった囲碁 人、将
棋５人の計 人は、日頃の
鍛錬を試す熱戦を展開しま
した。
顔ぶれは、囲碁は全員が
退職者の常連。将棋は新顔
もいましたが、大半は常連
とあって、手の内も分かる
だけに、かえって真剣さが
増加しましたが、特徴的に

将棋の部の参加者（左から 2 人目が優勝の梶原さん）

12

12

82

82

小豆地区協総会で記念の写真を

12

39

12

山口県「湯本温泉」の旅

11

高松は生演奏を聴きながらの豪華懇親会

28

懇親会で親睦と交流深まる

支部協・秋の一泊バスツアー

27

29

14

18

一夜を過ごしました。
秋吉台にあるアキヨシド
ウはシュウホウドウともい
われ、ここから「どうでも
いい」の言葉が生まれたと
ガイドの説明に大笑い。
また「何これ珍百景」で
有名な元之隅稲成神社で
は、日本一番高い所にある
賽銭箱にも挑戦、旅行の楽
しさは「行かなければ判ら
ない」ことを実感したバス

19

12

退職者の会・恒例の秋の
一泊バスツアーは去年 月
・ 日、 名が参加、山
口県「湯本温泉と観光・歴
史」を実施、宿泊した大谷
山荘は 月にプーチン大統
領が来てニュースにもなっ
たホテルです。
温泉の大浴場や露天風呂
で体を癒し、懇親会では更に
進化したカラオケで爆笑、山
間の静かなホテルで贅沢な
21

12

情報労連主催
囲碁・将棋大会

地区協総会は12月に集中開催
20

見事な整列は中讃地区協の結束力か

角島大橋を背景に記念撮影
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