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暑中お見舞い申し上げます
國方

勲

ＮＴＴ退職者の会
香川県支部協議会

会長

暑い日々が続いていますが、会員皆様にはお元気でお過
ごしのことと存じます。
会の活動は後半の準備に入りますが、日本の将来にとっ
日未明、多くの懸念と賛否が分かれる中、十分

て深刻な事態が派生しました。
６月
な審議を行わないまま「参院法務委員会」の審議打ち切り、
本会議で「中間報告」を行い、
「共謀罪」の強行採決が行わ
れました。
「中間報告」は、国民の代表である国会議員の質問権を事
実上奪い、憲法に定める国会への閣僚の出席・発言義務を

書三昧の人生楽しむ

文責・吉田

井 上 信 治（蒼山）さん

勉

表装は、通信部時代に拓
本をしていた森田政雄さん
から教えてもらい会得しま
した。今までに教えた人も
独り立ちしており、現在も
２人が通ってきています。
書に押す落款も自分で篆
刻しており、書を書き、落
款を押し、表装までの一連
の作業ができる人は非常に
貴重な存在です。作品の展
覧会は、年１回お弟子さん
たちと、寒川 世紀館や東
かがわ文化交流プラザなど
で開いています。
最近では、寒川 世紀館
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井上信治さんは、私が三
本松報話局のアルバイト時
代以来の先輩です。
若い頃から多様な才能を
持っている先輩と思ってい
ましたが、
書・表装・
落款に秀
でる才を

で河野儀高さんの山野草と
コラボした作品展は大勢の
皆さんが訪れ盛況だったと
のことです。
カラオケにハマル
作詞家原文彦さんと交流
昨年の日本レコード大賞
作詞賞を香西かおりの「秋
恋歌」で受賞した地元の作
詞家原文彦さんとは、４年
前の展覧会を観に来てくれ
た縁から親しくなりまし
た。
新曲ができると持ってき
てくれるので、カラオケに
もはまっています。週２回
はカラオケを楽しみ、原文
彦さんの最近の曲「男の絶
唱」
（氷川きよし）の練習に
余念がありません。
３年前に、前立腺ガンが
見つかりましたが、切らず
に放射線を出す小さなカプ
セルを埋め込む密封小線源
療法が効いてきわめて順調
です。
喜寿を過ぎて終活を考え
る年齢で、
「ピンピンコロ
リ」が願いと言いますが好
きな書三昧で、カラオケや
週２回ほどの飲み会を楽し
んでいるようで、元気一杯
の井上さんには無縁のもの
と感じました。

國方 勲

持っていたとは思いもより
ませんでした。
今は、カラオケや飲み会
なども含め人生を謳歌して
いるとのこと、今後も健康
管理に留意され、更なる高
みを求め、後進の育成に力
を注がれることを期待して
います。

若い頃から多様な才
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軽んずるものになり、提案事態が参院無用論につながりか

39

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス
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アドレス

e-Mail

ねない暴挙と言えます。

ながら失業保険をもらえ、
年金も今より額が多く恵ま
れた時代でした。その現職
時代、書は 歳から、高松
高校の池田先生に教わりま
した。
その後、墨華書道界の小
森秀雲先生に師事し現在ま
で至っています。雅号は蒼
山（そうざん）を名乗り、
現在 人の生徒さんを教室
や浅野道男さん宅のメダカ
の学校で教えています。
15

石川正治

国民軽視・強権政治に抗し、
「共謀罪法」の廃止に向けた

60
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国民世論を高めることが今後の課題と言えます。

「信ちゃん」
の愛称で親し
まれている井上信治さん
は、和木國博さんの奨めで
長尾町造田に一軒家を購入
活動の拠点としています。
年前に奥さんに先立
たれ、今は気ままな暮らし
を楽しんでいます。牟礼と
長尾を行ったり来たりです
が、仕事柄長尾での生活が
多くなっているようです。
ここでは好きな書や表装
の書三昧の体制が整ってお
り、お弟子さんに書や表装
を教えたりもします。また
碁も好きでＮＴＴ時代の碁
仲間も訪れ楽しんでいま
す。この家には男の誰もが
憧れる、
「男の隠れ家・遊び
場」の要素が満杯です。
書・表装を教える
毎年発表会を開催
歳で阿波池田局を退
職、その後ドコモサービス
で５年間お世話になり、
歳で完全にリタイアしまし
た。当時は、年金をもらい
10
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瀬戸内海の交通の要所で
り、反り返るように積まれ
あった丸亀の地、シンボル
た石垣は「扇の勾配」と呼
は何と云っても亀山に建つ
ばれています。
平山城、丸亀城です。
お城からの展望は素晴ら
丸亀城
しく四方が見渡せ、今では
丸亀城は一五九七年讃岐
多くの市民の早朝散歩の場
国 万石の領主、
生駒親正、 になっています。
一正親子が城づくりに着手
中津万象園
したことが始まりです。
三層三階の小ぶりな天守
（高さ ｍ ）
は日本一小さく
全国でも か所しかない
（重要文化財）
現存木造天守
です。一六六〇年６万 石
の藩主京極高和によって完
成したものです。
ここには偉大に見せる工
夫があり、入母屋風など装
飾の多い城の側面を下に向
け、城下から天守を見上げ
次に紹介しなければなら
るとより立派に見える様に
ないのは中津万象園です。
なっています。
金倉川の河口で多度津町と
石垣
の境に位置しています。
丸亀城と言えば、石垣の
一六八八年京極二代目藩
美しさで知られています。 主高豊侯により、丸亀藩中
城壁の高いところでは三の
津別館として築庭されまし
丸の ｍ 、また平地から本
た。京極家は近江の出身か
丸までの高さはゆうに ｍ
ら琵琶湖、近江八景になぞ
を超えてい
らえて、八つの島を橋で結
るそうです。 んだ壮大な大名庭園です。
最近は県外の観光客が多
山全体を
く押しかけています。園内
石垣で囲む
姿は壮観で、 にある世界の名画の絵画館
とイラン・イラクを中心に
なだらかな
出土した古代の彩文土器の
曲線を描き
陶器館、更にその隣にある
ながら上部
も必見のスポ
では次第に 「うちわの里」
ットです。
急勾配にな
12

そんなとき新聞にＮＨＫ
学園「写真講座」の募集が
あり、「写真上達のコツ」に
応募した。写真には多少の
興味はあったが、それまで
は使い捨てカメラ程度で写
していたが、カメラもＥＯ
Ｓ７Ｄに変え本格的に取り
組むことにした。
講座は基礎知識を高める
ことや、カメラに慣れ使い
こなすことから始め、やが
てレポートを提出して添削
を受け、成果がなかなか出
ず悩んでいた時、写真仲間
から「理論学習も大事だが
経験豊かな先輩に指導を受
けるのも上達のコツ、自然

一命取り止め
写真にはまり込む

２００１年 月退職後、
観音寺・三豊エリアの電報
配達をしていた頃、フラン
スで生まれたペタンクを始
め、ほとんど毎日のように
練習に励み、五度全国大会
の香川代表に選ばれるほど
はまりこんでいた。
そんな折、２０１４年
月 日の明け方、突然胸が
締め付けられる痛みに襲わ
れ、不安定狭心症で岡山県
の心臓病センター榊原病院
に緊急搬送され、６時間に
及ぶ冠動脈バイパス手術で
一命を取りとめた。
しかし、適度な運動はい
いがペタンクは長時間にわ
たることか
ら、高価なペ
タンクの球に
未練を残しつ
つ止めた。ペ
タンク以外に
何もすること
なく趣味もな
い自分に、妻
からは「何か
せんとどうす
るん」と言わ
れっぱなしの
毎日が続い
た。
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泉宮 猛（71才）

は常に変化するので何度も
足を運び、粘り強く撮り続
けることが大事だ」と助言
を頂いた。
それからは助言を聞き入
れ、コウノトリの飛び立つ
瞬間を撮るため五日連続で
出かけ、早朝・暗がりで転
倒して、小指を骨折してい

るのに気が付かず夢中で撮
り続けたこともあった。
自分の実力を審査しても
らうため、地域のコンテス
トに積極的に応募し、豊浜
のちょうさ祭りで「入選」
、
山本のひまわりで「大賞」
、
満濃ひまわり祭りで「特別
賞」
、
三豊市観光協会のアジ
サイ祭りで「入選」など成
果も出てきた。
今後は、もっとカメラ技
術を身に着け、一度も出展
したことのない
「香川県展」
に挑戦し、入選・入賞を目
指したいと思っている。

石川正治

ています。それは地域のコ
ンテストで成果が出ている
ことで証明されています。
写真のことになるとつい
つい話が長くなります。こ
れからも泉宮さんの写真を
楽しみにしています。

これからも楽しみに
泉宮さんは
フォトクラブ
の写真展では
毎回作品を出
しています。私の知る限り
クラブの中で今一番活発に
写真を楽みながら腕を上げ

おわら盆胡弓の調べ澄み渡り
玄関に孫の声聞く盆休み
高松市・浅田和美

今朝の風膨らむ夏の匂ひけり
季の風の辿りし山河夏に入る
高松市・上枝文敬

豊

タラップ降りるマ元帥や八月尽
ヒロシマの夏に大統領黙祷す
高松市・河端

Ｕターン我は野良へと明易し
麦わら帽鍔の向こうに雲辺寺
観音寺市・清水茂昭

てＯＫになったというケ
ースや、
「世相バッサリ」
も国会情勢が連日緊迫す
るので書き直したり、原
稿には苦労が伴います。
ともあれ無事発刊でき一
安心です。
（石川正治・記）

高松市・横山注連太郎

絵手紙の金魚はみ出す梁涼し
サイパンの戦禍の壕や夏の風

編集後記

望遠レンズでも熱写

豪華絢爛な「ちょうさ」に、百人余りの若衆がいな
せなはっぴ姿に勢ぞろい、力強い太鼓の音で担ぎ上
げ熱気に包まれている。

「戦争のできる国」を目指す
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観音寺市
カラー版は会員皆さん
が作る新聞です。「見ませ
見せましょ」は早く作品
が揃いましたが、「会員便
り」は 人以上に電話し

猛
泉宮
「ちょうさ祭り」 観音寺市
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安倍総理の暴走阻止を

書を始めて15年、主人がしている陶器を入れる箱に
銘を書き入れる手伝いをしています。

その基本は、
園にタダ同然で払い下げ、 る人も多いが、
どのようにお金（税金）を
発覚すると関係書類がない
集め、どのように使うかで
と逃げの一手。
す。そこで、利権や疑獄が
今度は総理お友達の加計
派生しますが公平・公正が
学園。どこの大学にも許可
基本」との話に感銘したの
が出なかった獣医学部設置
が思い出されます。
が「総理のご意向」のツル
企業優先の法人税の切下
の一声で一転。
げなどの不公平税制の是正
野党の追及には、「出所が
や、税と社会保障・子育て
分からず怪文書」呼ばわり
支援など公平な政治が大切
し、世論に押されて再調査
と思います。現に、多くの
に方向転換。調査すれば文
国民は喘いでいます。
書はあったと会期末を見越
投票率 ％は「どうせ政
しての時間稼ぎと逃げ切り
治の流れは変わらない 」
、
としか見えず、政治の私物
との
化 と 驕 り に し か 思 え ま せ 「どこがやっても一緒」
アキラメでなく、現実が不
ん。
満ならば、変えてやる気持
政治の流れを変えねば
ちで棄権した ％が投票す
年ぐらい前の話にな
れば、流れは変わります。
りますが、成田知己個人演
説会に動員で参加した時、 そして本当の平和と民主主
義を守りましょう。
「政治は難しいと思ってい

10

地域のコンテストで賞に輝いた泉宮さん

壮大な大名庭園・中津万象園

美しい扇の勾配の石垣

克巳

窪田

15

息苦しい社会にならないよ
改憲への足固め、
う運営には十分な歯止めと
共謀罪強行採決
廃止に向けた取り組みが不
今回の、共謀罪法は、こ
可欠と思います。
れに抗する者を一掃し、改
私たちは戦争を望まない
憲を一気に加速しようとし
し、平和憲法を守らなけれ
ていることは明確です。
ば将来に禍根を残します。
これは、誰が、何をしたら
改憲のまえに現行憲法の
法の適用なのか明らかにさ
中で現状生活との乖離があ
れないなかで、
市民運動や労
る「格差と貧困」
、
「健康で
働組合への配慮規定が無く
なるなど、「監視と密告社会」 文化的な暮らしの保障」な
どの実現などが先決ではな
の到来が心配されます。
いでしょうか。
戦前の治安維持法の反省
自民党の本質・
や冤罪事件の教訓を踏ま
安倍総理への忖度
え、慎重な審議を求められ
政治不信の原因に利権政
たが審議不十分なまま、参
治があります。
院法務委員会の審議を打ち
自民党内部からも「モリ
切り、良識の府としての参
議院にも民主主義が存在し （森友学園）カケ（加計学
園）など蕎麦屋じゃあるま
なかった暴挙です。
憲法で保障された
「思想・ いし」と揶揄されるように
良心の自由」
を侵しかねず、 安倍夫人の肩入れで森友学

各種の毛筆作品を展示会に多数出展しています。
これからも沢山の作品を出展したいと思っています。

石垣美しい丸亀城

よく色紙に人生訓として
「気は長く、心は丸く、腹立
てず、口慎めば命長かれ」
と書かれているのを見たこ
とがあると思います。
退職者にとって、長生き
はしたいと思うが、現状は
口慎んで静かな人生を送れ
る状況にはありません。
安倍政権の暴走ぶりに、
腹立たしさや将来不安を感
じる人は多いのではないで
しょうか。
なりふり構わず、数にもの
を言わした強行採決の連続
で、特定秘密保護法、安保関
連法制（戦争法）
、武器輸出
三原則の廃棄と一連の危険
な法制化を進めて、
「戦争で
きる国」になるために、武器
と軍隊、戦争を支える人づく
りを足固めしています。

初めて見た野鳥（夏鳥）を10人位のカメラマンが撮影、
私もついでにシャッターを切った。

12

伊藤文子
「舞鶴」 高松市

中條雅典
「こまどり」 高松市

28
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12

新緑に生える丸亀城

進

下河

八田桂子
「書」 東かがわ市

親しまれる市民早朝散歩の場所
執筆・撮影
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猛暑対策
数年前に空井さんに貰っ
たゴーヤの緑のカーテンで、
猛暑を凌ぎ、実のジュース
等で、夏バテを解消してき
ました。今年は発芽せず半
ば諦めかけていたのですが、
昨年育てていたプランター
から多く発芽し、緑のカー
テン何とか間に合いました。
歳で母が一昨年入院し、
毎日妻と世話に通っていま
す。四季折々の開花情報等
をもとに、暇をみつけて各
地へ出かけストレス解消を
しているこの頃です。

今春から長寿大学へ
ハワイの風を感じて
サラリーマン生活を卒業
甘く薫る爽やかなモアニ
して 年になります。当初
ケアラ（風）に魅せられ、
地域やＪ Ａのボランティア
ハワイに通い始めて 年。
活動をしつつ、勝手気まま
ハワイの文化であるフラに
に旅行・山歩き・日曜大工等
出会い、現在６つの教室で
を楽しんでいましたが、最
フラを指導しています。癒
近何か物足りなさを感じ、 しの音楽に合わせて、ゆっ
頭の体操も兼ねて趣味の囲
たりと笑顔で踊るのが基
碁を楽しもうと、地域のク
本。
「お蔭で元気になった」
ラブや教室でお世話になる 「気持ちが若返った」等々、
とともに、長寿大学にも今
目を輝かせて話す生徒の皆
春から通い退職当時の全く
さんに励まされる日々。今
時間に縛られない生活か
後もアロハスピリッツを大
ら、少しばかりリズムのあ
切に、フラワールドを広め
る生活を楽しんでいます。
ればと願う今日この頃。

シャルウイダンス？
退職したら新しく何をし
ようかと悩んでいた。妻か
らＮ社交ダンスの初心者グ
ループレッスンに誘われ、
始めることになった。ステ
ップが難しく、人数が減り
２年近くで解散となった。
続 け て 踊 り た く てＳ 教 室
へ。５年近くなり、今は年
２回の演技発表会や慰問に
も行っています。今年の春
は妻とワルツを格闘いや優
雅に踊りました。これから
も夫婦健康で長く続けてい
きたいと思っています。

さぬき市

ソフトバレー等楽しむ
私は 才で退職しまし
た。退職から早いもので
年経ちました。現役時代は
土庄電報局交換職で 年間
頑張ってきました。退職後
は、ソフトバレー・グラウ
ンドゴルフ等忙しい毎日を
送っております。６年前か
ら母親の介護をしてきまし
たが、１０３才で他界しま
した。その後は、自分自身
の 健 康 も 考 え 今 年３ 月 か
ら、グラウンドゴルフ（ホ
ールインワン３回）にも参
加し楽しんでいます。

山上 郁子

○月×日
早朝より庭木の剪定で
５ｍ 近い木に苦戦。今日で
２日目、明日は友達の軽ト
ラで、荒野と化している我
がミカン畑へ運ぶが３往復
はかかる。思い立ったらア
クションできるこの充実
感。終活の一環で、我が家
もやがて、空き家となるで
あろう先を見越してお寺と
交渉も。明日ありと思う心
のあだ桜夜半に嵐の吹かぬ
ものかは。今は、寿命悟り
て日々楽し。が小生のモッ
トー。

56

三豊市

土庄町

囲碁の対局楽しむ
これまでに心臓、鼻、白
内障の手術をしましたが健
康で喜寿を迎えられたこと
に感謝しております。医者
の勧めで「ウォーキング、
自
転車こぎ」
、若い頃からの趣
味の「へぼ碁」を地元同好
会、ＮＴＴ囲碁サークル、日
本棋院ネット対局で日本を
はじめ外国の人達との対局
を楽しんでおります。ただ
残念なことですが一昨年長
女が癌で永眠しました。十
月には 三｢回忌 の
｣ 供養を
したいと思っております。

20

旅は楽しい
旅はいつ行っても楽しい
ものです。見知らぬ土地に
行って感激する。そして、
何回か行った所でも新たに
何か発見するものです。
昨年の秋、長野のリンゴ
園に立ち寄りリンゴ狩りを
満喫した。木にはリンゴが
鈴なりになっていて、型も
ゆがんでいたりでビック
リ。でも味は抜群に美味し
かったです。
旅の楽しみはいろいろ
で、これからも「旅」を続
けて行きたいと思います。

河本 光夫

すっかり百姓に
中野から小川に改姓しま
した。
県外に住む子供や孫たち
に美味しい野菜を食べさせ
たいと家庭菜園を始めまし
た。想像以上に手間がかか
り、毎日忙しく過ごしてい
ます。
失敗しながらも、自分が
育てた野菜が実った時の喜
びは何にも変え難いもので
す。
田植えも迫っています。
気が付けば、すっかり百姓
です。

夢は世界一周クルーズ
平成 年６月に高松診療
所廃止に伴い９ヶ月を残し
て早期退職。現役時代は海
外旅行に行けなかったの
で、この時とばかりに退職
金を使い計６ヶ国を豪遊。
平成 年１月から３度目の
就職で調剤薬局に勤務して
います。 歳位までボケ防
止も兼ねて老体に鞭打ち働
くつもりです。将来の夢は
夫婦で世界一周クルーズと
オープンカーで北海道をブ
ッチぎることです。夢を叶
えるために頑張るぞ。

前田 孝司

38

安藤 真理子
観音寺市

高松市

三井 政敏

さぬき市

青木 正年

山下 修平

弘
中西

15

善通寺市
高松市

栗田 秀政

敏信
竹本

小川 正康

保裕
高橋

まんのう町
高松市

県議会副議長に就任
退職して 年が経過しま
した。退職後 年で皆様の
ご支持・ご支援により香川
県議会議員をさせていただ
いています。総会や会議な
どで退職者の皆様と趣味や
近況についての話を聞いた
りして、元気をもらってい
ます。
この度、香川県議会の第
代副議長に就任すること
になりました。
年金で暮らしている方々
が少しでも安心できる社会
になるようがんばります。

65

96

92

丸亀市
高松市

ゆったりとした生活を
退職してからは曜日を気
にせず、ゆったりとした時
間の流れのなかで、日々の
生活を楽しんでいる。その
時々の天気次第で、雨が降
れば読書かゲーム。なぜか
退職前からバイオハザード
にはまってしまった。晴れ
れば家の修繕（今は壁のペ
ンキ塗り）と、
家庭菜園（ト
ンガとスコップで耕せる範
囲内）
。
玉葱の収穫で手にマ
メができ、トウモロコシの
種まきを何時するか…。コ
ーヒー片手に思案中である。

1

27

28

15

1

安藤 千鶴子

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。

高松市
目標は穂高岳
今年の４月で古希を迎え
ました。毎朝いつもの人と
挨拶を交しながら里山に登
ること２７００回。山頂で
は登山経験の豊かな方が多
く、話題の中に山の楽しさ
だけでなく、山の怖さも知
る機会があります。時には
遠方の山行に参加させて頂
き、昨年は天城山、雲取山、
甲武信ヶ岳、以前には佐渡
ヶ島、谷川岳等。企画実行
して下さる方に感謝！初登
山から 年。今夏の目標は
穂高岳？なのです。
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