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ＮＴＴ労組退職者の会
香川県支部協議会

会長

会員の皆様には、健やかに新年を迎えられたことと拝察
します。
昨年の第 194 臨時国会冒頭の大義なき「党利党略・自己
都合」解散・総選挙は、
「希望の党」の選別で民進党が３分裂し、
自公の与党が 3 分 2 を上回る議席を確保し、安倍政権の暴走
を阻止することはできませんでした。
野党分裂が自民党に利することを肝に銘じ、野党共闘の再
構築に向けた連合の今後の取り組みが期待されます。
同時に、私たちも平和で安心の社会に向け、政治と国民
運動への関わりを強めていきたいものです。
ご家族皆様のご健勝とご多幸をお祈りします。
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いぶしぎん

撮影＝石川 正治・事務局次長
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全電通香川県史の大黒柱・

闘争を闘い、三池闘争への
支援派遣者の動員などに苦
労を重ねますが、最大の試
練は、委員長就任の翌年・
１９６１年の春闘で丸亀を
拠点とする３・ 闘争を闘
って以降です。この闘争で
丸亀分会・斎藤照和分会長
と香川県支部・多田巳年委
員長が不当解雇され、長い
解雇撤回の闘いに人生をか
けることになったからで

聞き手・文責＝宮本 敏彦・顧問

多田巳年

等選挙ではその中心で指導
力を発揮しました。
「人間・多田」の魅力
多田さんは、幅の広い人
間味と魅力も持ち合わして
います。スポーツでは基本
的な姿勢でのテニス、長じ
てテニスの基本動作を活か
した「ゴルフ」
、
さらにシニ
アになっての
「グラウンド・
ゴルフ」
、
一頃は囲碁にも熱
中。今はゴルフもやめて、
若い時に好んだ社交ダンス
を時折、
手がけているとか。
ゴルフをやめた理由が
「加齢でスコアが上がらず、
悔しいから……」と言うの
も負けん気の強さが垣間見
える「人間・多田」として
の魅力でもあります。
存在は燻銀の貫禄
す。この解雇撤回闘争は労
最後に「２０１７年は資
働基本権をはじめ権利意識
本論発刊１５０年、ロシア
の高揚を追求し、権利の香
革命１００周年」に当たる
川の異名をとるまでに発展
ことから、今の世相との関
しました。他方、この闘い
係に水を向けると、「 月に
の武器として機関紙・
「かが 『資本論と社会主義、
そして
わ情報」
、季刊誌・
「ながれ」 現代』
（現代社会問題研究
を発行、その出来栄えが評
会・編）を読んだ。１９８
価され、
「教宣王国・香川」 ９年から 年に、ソ連・東
と持ち上げられてきまし
欧が崩壊し、社会主義が負
た。教宣王国の核でもあっ
けたかの論評があるが、か
た多田さんは、歴史的な闘
と言って資本主義が勝った
いを１９８２年に全電通香
とも言えない。負けた軍隊
川県支部結成 周年記念集
ほど良く学ぶ、と言われる
会を機に「３・ を刻む（わ
が、社会主義は 世紀の失
が闘いの記録）
」という圧
敗に学び、今度は必ず不抜
巻・３００頁の書籍を手記
の体制で蘇るに違いない。
」
として発刊しています。
と強調しました。
多田さんの活動は、企業
そこには老いは感じられ
内にとどまらず、社会党・ ず、
長年苦労した労働運動、
総評ブロックと言われる地
社会運動で培った、豊かな
域共闘、政治闘争にも発揮
人間性と貫禄が醸し出さ
され、前川知事選では労対
れ、その存在は、まるで燻
部長として、組織内・久保
銀のようでした。

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P

存在はまるで燻銀
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さん

今回は、今年米寿を迎えますが、後進の成
長を温かく見守る元・全電通香川県支部委員
長、元退職者の会会長で、政治活動・地域活
動にも献身した多田巳年さんを訪ねました。

16 30

今回は、今年米寿を迎えますが、後進の成
長を温かく見守る元・全電通香川県支部委員
長、元退職者の会会長で、政治活動・地域活
動にも献身した多田巳年さんを訪ねました。
今も後進への温かい配慮
多田巳年さんの電通労働
運動に果たした貢献度は、
他の追随を許しません。
生来の面倒見の良さと全
電通香川県支部委員長、退
職者の会・会長を含め現・
退共に長い役員生活を送っ
て身についた習性からか、
今秋には米寿を迎える齢に
もめげず、後進への温かい
配慮は欠かしません。
教宣と権利の香川、
その土台を創り定着へ
昭和 （１９４６）年、
善通寺の逓信講習所に入
り、翌年、逓信省・高松郵
便局電信課に配属された多
田さんは、２・１ストやレ
ッド・パージによる悲惨な
事態も目撃するなど、貴重
な経験を経て成長します。
１９６０年に支部長（県支
部委員長）に就任し、安保

インタビューする宮本顧問

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp
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石川正治

細い路地が複雑に入り
組んだ中に商店や民家が
立ち並ぶ土庄町の本町地
区、この複雑な迷路は、中
22
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立憲主義 ・ 民 主主義
擁護の共闘強化を

16

29

久保田 一法（77才）

話するタイプであるという。
地元での
ボランティア活動
住んでいる広島町江の浦
の人口は 世帯 名で若手
が居なく、昨年まで消防団
（ 名）
の団員もやっていた。
地元でのボランティア活
動も島の唯一の介護施設
「広島石の里」
で週 回カラ
オケに参加して、自分も楽
しみながら入所者に喜ばれ

63

阻止」を掲げ、最大の政治
課題としての「改憲阻止」
の先頭に立って指導してく
れることを確信していたか
らです。期待を裏切られた
有権者の気持ちが、 区で
の
「白票を含む５０００弱」
の無効票に現れたのではな
いでしょうか。
優秀な二人だけに、小池
の危険性と害悪は百も承知
の筈。だとすれば、有権者
の心情にもっと寄り添うよ
う警鐘を乱打しつつ、今後
はせめて脱・小池の実現へ
奮起を促したいものです。

は地福寺（檀家は坂出〜多
今回は退職後 年を迎え
の長
た真言宗（善通寺派住職） 度津まで約 160 軒）
男で、これだけでは食べて
久保田一法さんにお話しを
いけず、電電公社へ就職し
伺いしました。
た そ う で す。し か し 父 親
大阪で鍛えられる
が亡くなり兄弟
大学を出て昭和 年近畿 （先代住職）
で話し合った結果、自分が
通信局に採用され、保全工
跡を継ぐことになったそ
事事務所をスタート、その
うです。
後ほとんどの職場で予算な
民営化の嵐のなか昭和
どを担当する主計局の係長
年坂出報話局庶務課へ帰
勤務で経理畑を歩いた。
ってきた。 歳で退職、後
全国で最初のカラ主張
は住職一本で檀家の葬儀な
疑惑が、近畿で指摘され全
どでは善通寺の自宅を拠
国に広がった。当時、会計
点に動いているそうです。
検査院の対応に苦慮したそ
十分な準備と修行とが出
うです。
来ないまま、何とか灌頂式
今は地福寺の住職
を終え、これも与えられた
丸亀市広島町出身で家
宿命で淡々と
こなしている
という。今では
総本山善通寺
に勤務する息
子の方が僧侶
の地位は上だ
そうです。
泰然自若な
性格からか法
要などで、偉そ
うに説教をす
ることは性に
合わず、人々を
楽しませるこ
とが好きで世

たが、選挙に大敗し、わず
か カ月半で代表を辞任す
る無責任ぶり。こんなリー
ダーについていく政治家の
気が知れない、という国民
は少なくありません。その
証拠に、
「踏絵」を蹴って、
立ち上げた「立憲民主党」
が大躍進しました。
香川の現職への批判

鐘つき堂の横に立つ一法さん

英征

人気者になっている。
これからも生臭坊主で
好きな酒でついに糖尿病
を罹患して、インシュリン
を打つ羽目に、
晩酌は控えて
いるそうです。
それでも誘わ
れれば付き合いを大事にし
ているとのことです。
こうしたことから本人は
にっこりとして曰く、
「世間
では私の事を生臭坊主と言
っている」
。という。
（久保 法夫・記）

宮本

これからも仏の道を究め
ながら、島のボランティア
活動に独特の話術と「えが
お」で和みの世界へ導いて
ください。島の一休さん、
いや一法さん頑張ってね。

島の一休さん頑張って
住職とし
ての灌頂証
取得するた
め、過酷な
修行を乗り越えたが、職場
ではその苦労をおくびにも
出さず感服しました。

佳子

千鶴子

晴れわたる空ゆもみじのひかり降る
雨飾山その名を負うも
行きなずむ赤ヘルメット岩鼻を
掴みなおして奥穂の空へ
高松市・安藤

生き生きと夫の役よと松飾
採るでなし落下の榠樝畑を黄に
百姓の無人売店飾掛け
小豆島町・中村

敏子

五万本てふ向日葵の吾に向く
なぐさめの言葉は泡にソーダ水
花筵はみ出してゐる上戸かな
高松市・柏

勲

編集後記

高松市・石川

盆栽の松の緑に初日の出
庭先の早咲きの梅にもう小鳥
初詣百歳までと祈りかけ
子の植えしヒマワリのみな他所を向き

窪田 克己

写 真「お疲れのようだね」（県展入選）

野党共闘の足並みの乱れ
は、毎回指摘されながら今
回も不十分。これで泣くの
は今回で卒業し、「立憲主義
回復、民主主義擁護」に向
け、来夏の参院選勝利へ、
今度こそ、本気で奮闘・努
力し合いたいものです。

三井 政敏

写 真「仁尾町父母ケ浜」

香川の現職、小川・玉木
衆院議員には
「立憲民主党」
に行くことを期待し、それ
が駄目でも最低「無所属」
で意地を見せて貰いたかっ
たのですが、土壇場で、希
望の党に加わったことは極
めて残念です。
「戦争法・共
謀罪法の廃止」「安倍政治の

坂口 郁子

広島町で住職
57 歳で退職
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1829年創業、元屋商店
（醤油）
尾崎放哉の句を書いた行灯

心となり、商店の地図入り
看板の設置、自由律の俳人
「尾崎放哉」
の句を書いた行
灯、のれんなどを取付、迷
路のまちアーケードを設置
した。
ガイドブックには、小豆
島・
「迷路のまち」の説明か
ら始まり ヶ所の紹介をし
ている。土庄港にある「赤
松柳史句碑」平和の群像、
小豆島霊場会、土庄天神神
社、松風庵、元屋商店、大
阪城築城残石、土淵海峡、
永代橋、郡役所跡、加藤肥
後守陣屋跡、西光寺、西光
寺の大銀杏、請願の塔、王
子神社、尾崎放哉記念館、
エンジェルロード。
先人たちが一心不乱に努
力し継続してきた大正三年
に始まった大師市、春は４
月 日、冬は 月 日年二
回開催されている。是非一
度「迷路のまち」の路地歩
きで迷ってみませんか。お
待ち致しております。
（泊 満夫・記）
21

日 本 画「サクランボ」

1

世期に海賊や海風から島
民を守るため、また１３３
９年南北朝時代に南朝方
の佐々木信胤と北朝方の
細川師氏との決闘の地と
なり、当時の攻防戦に備え
路地がつられ、今なお複雑
な路地が残されているとも
伝えられている。一つの歴
史ロマンが息づいている本
町地区いつの頃からか迷
路のまちと呼ばれている。
この町並みも、大規模小売
店の出店などから小売店
の衰退で空き店舗も増加、
商店街が寂れてきた。
この対策に２００５年、
町と町議会、土庄商工会で
「迷路のまち」再開発計画
委員会をつくり、この地区
の町並み特性を生かした
観光振興計画を練った。小
豆島霊場 番札所・西光寺
の門前町周辺の路地や古
い家並みを生かした「まち
歩き観光」を楽しんでもら
うために地元商工会が中

王子山、蓮華院・西光寺 島四国58番札所
（1758年建立、昭和8年再建）

野党共闘を積極的に進める
に位置づけされる「日本会
自民圧勝は民進による
べきでしたし、そのための
議」の会員であり、関東大
利敵行為も原因の一つ
合意もできていました。
震災後の「朝鮮人虐殺」を
ところが、その中核だっ
第 回衆院選は、与党の
認めないなど、歴史修正主
た民進党が何を血迷った
圧勝に終わりました。この
義者です。また、小泉政権
か、
選挙直前に小池百合子・ 時の「郵政解散選挙」では、
結果について、安倍政権の
東京都知事の立ち上げた
仕打ち、即ち、①野党の準
郵政民営化に反対の候補者
備の出来ていない時期を狙 「希望の党」への合流を決
の刺客になるなど、思想も
三つに分裂。その結果、 行動も常識外れの札付き。
った抜き打ち解散、
②森友・ め、
自民党が漁夫の利を得たも
加計学園の疑惑を北朝鮮の
都知事選挙で「東京オリ
ので、いうならば民進党の
脅威を煽って隠蔽、など時
ンピックの会場見直し」「豊
利敵行為と言っても過言で
期も内容も大義なき暴挙だ
洲市場への移転問題」をぶ
った、
との論評が主流です。 はありません。
ち上げて、ブームを起こし
もちろん、それは否定出来
たものの、結局、何も解決
希 望 の 党 への 合 流 を糾弾
ませんが、直前の野党の混
していません。その汚名を
乱による敵失を挙げる論評
返上しようとしたのか、根
希望の党を立ち上げた小
も否定できません。
っからの野心家なのか、「日
池百合子・東京都知事の正
野党は、安倍政治にスト
本をリセットする」などと
体は、日本新党を皮切りに
ップをかけるため、一昨年
威勢の良いことを言って、
回も党を渡り歩き、右寄
の参院選の教訓を活かして
を立ち上げまし
りというより「右翼団体」 「希望の党」

58

川根 昭代

10

1

満夫
撮影＝泊

〜路地歩きで迷ってみませんか〜

絵 手 紙「 畑 か ら 直 行 便 」

10

宮本 敏彦

「迷路のまち」土庄
48

（左）
閻魔堂 （右）
本堂

退職者の会は 月の県支
部協総会開催後に、機関紙
発行（通常版）
・一泊バスツ
アー・各地区総会など、
月～ 月は一年で最も行事
が多くなります。▼今年は
特に 月満濃町で開催され
た育樹祭でバスが借り上げ
られ、バスツアーが一週間
遅れたこともあって、本紙
（カラー版）の編集と地区協
総会準備が重なり、ハード
なスケジュールになりまし
た。▼しかし原稿は会員と
編集委員の協力で締切りま
でに揃い、発注は少し遅れ
ましたが予定通り発行でき
たことに感謝しています。
（石川正治・記）
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1

「音楽三昧」
若い頃の音楽鑑賞は、深
夜ラジオからオーディオへ
と足を踏み込んでしまった。
今は週一で、スピーカーだ
の、やれレコードだのと、リ
サイクル店巡りです。ここ
数年はＪＡＺＺを古のスピ
ーカーで聴いてみたりして
います。まぁ、欠点はウィ
スキーを飲みながら瞼を閉
じると、いつの間にか眠っ
ていることかな？
散歩や家庭菜園と日々の
んびりしながらも、退屈し
ない毎日です。

嶋田 良信

私の初夢「孫と里山登り」

3

我家の招き猫
農作業を楽しむ
名前はメロ。我家に来た
退 職 し て 年 が 過 ぎ、
のは 年前。 歳前後で黒
日々、農作業に追われてい
色の長毛に被われた男の子
ます。最近は、近くのファ
で、オドオドしていました。 ー ズ マ ー ケ ッ ト 舟 岡 の 市
急に飼い主を失い心細い数 「季節の良い野菜を」と、
手
日を過した後だったのです。 間をかけて育てています。
環境が変わり半月位は落ち
おかげで地域の人々との交
着きがなく部屋の隅に。そ
流も深まり、農協の仲間と
の後、私を新しい飼い主と
の旅行にも夫婦で参加して
認めてくれ仲良く暮らして
います。
います。成長した孫達との
月 回の歩く会にも参加
話題が合わなくともメロの
するなど、健康管理に気を
話では盛り上ります。突然
かけ、健康長寿を願い日々
やってきた猫は笑顔をも一
体を動かし、楽しむことを
緒に持って来てくれました。 心掛けています。

1

「子守とウォーキング」
2017年 月 日に退
職しました。毎日、孫の保
育所への送迎が日課で、息
子夫婦の帰宅（ 時）まで
面倒を看ています。
また、健康の為にウォー
キングを楽しみながら、毎
日 分程（約 万1000
歩）歩いています。
他には、地元自治会の役
員をしています。今年から
「退職者の会会報」の手配
りも手伝うことになりまし
た。家でのんびりとした毎
日を送っています。

90

近 況
今年 月末に退職し、
日が早く過ぎて行く様に感
じられるのは、私だけでし
ょうか？ 今は、好きな時代
小説を日々読み耽っていま
す。
（百冊は読み終えたか
な！）家庭菜園に汗を流し、
旬物を収穫し、妻に取れ立
ての食材で一品、美味しく
頂いています。健康が一番
と、ウォーキングも出来る
範囲で続けて行くつもりで
す。もう少し何もせず、ま
ったりとした日々をと考え
る今日この頃です。

泰則

近藤

最近の毎日
退職して 年近くにな
り、最近では妻の指導で、料
理 の レ パ ー ト リ ー も 増 え、
朝昼食は二度程任されてい
ます。
園芸、家庭菜園が趣味の
妻の手助けもして、忙しい
毎日を送っています。
地区の老人クラブにも加
わり、一番若手として奉仕
活動のみ参加しています。
エンジョイゴルフは、腰、
肩が痛くなり回数が減って
います。手遅れですが禁煙
外来にも通っています。

鎌橋 美恵子

高松市

坂出市

秋山 裕洋
市村 定男

1

高松市

丸亀市

新年明けまして
おめでとうございます。
今年 月末で退職して
年、やっと毎日の生活パタ
ーンが落ち着いてきて、
日々
の孫の幼稚園への送迎、母
の介護、家庭菜園での野菜
作りをやりながら、時間を
見つけては近くの里山登り
を楽しんでいます。
これからも孫と一緒に山
登りが出きることを心待ち
に、一日一日を大切に過ご
していこうと思っておりま
す。

3

ジム通いが日課
ポコッと出たお腹をスリ
ムにしたいと、 年前より
通い始めたジムは、今や欠
かせぬ日課に。今更筋肉ム
キムキのマッチョが目標で
はないが、将来子供のお荷
物にならぬよう日々通う。
そして、いつか廻るであろ
う八十八か所巡りに備え、
相棒の愛車で、駆け抜ける
喜びを味わっている。
ＮＴＴの高額な年金のお
陰で（笑）
、老後という不気
味な名の毎日を結構のんび
り楽しんでいる。
3

大倉 佳巳

野崎 ミヤコ
お茶・お花など楽しく
楽しい思い出に感謝
早いもので、長い間お世
ＮＴＴ在職中には、楽し
話になりましたＮＴＴも退
く仕事をさせて頂き、今で
も仲間と一緒に食事をして、 職して早 年にもなりまし
昔話に花を咲かせています。 た。その間、何をするでも
なく過ぎてしまいました。
退職後転居し、新しい自治
おかげさまでひ孫が 年生
会で 年余り役員をしなが
になりました。かわいいで
ら、地域の人々との交流を
す。今ではお茶、お花の方
深めてきました。今では妻
が週一できてくださり、い
の大正琴の手助けをし、新
ろいろお話するのが楽しみ
しい人達との触れ合いを楽
です。また、週 回高松へ
しんでいます。元気に活動
行ってお買物をしたり、そ
できる喜びに感謝しながら
の後、謡曲と証状を書く教
過ごしています。
室に行っています。どれも
健康のためです。
1

高松市

多度津町

31

20

2

27

高橋 良則
2

田中 正信

田尾 郁夫

宮脇 泰博

観音寺市
東かがわ市

三豊市
オーディオを楽しむ
月 に 退 職 し ま し た が、
月から、地域の自治会長
の順番が当り、防災訓練や
地域の活動など、それなり
の日々を送っています。
まだ、退職後のライフス
タイルが決まっているわけ
でなく、親が住んでいた母
屋の修理や片付けなど、負
の遺産との格闘中です。と
はいえ、趣味のオーディオ
にかける時間も確実に増え
ていて、こちらは費用をか
けずに、所有の機器を使い
まわして楽しんでいます。

5

古希を迎えて思う事
才で現役を退き 年が
過ぎ、押し寄せる老化現象
が見え隠れする昨今ですが、
日々の健康管理を最優先に
と思い、トレーニングジム
へ通い、毎日汗を流してい
ます。
地域の農村環境保全活動
の役員として 年目を迎え、
後継者不足、耕作放棄など
の難問を、どの様に取り組
み、解消してもらうかで頭
の痛い日々が続きます。
気楽に過ごせる日はいつ
になることやら。

5

3

1

2

15

6

4

65

小豆島町
さぬき市
2

隅田

11

綾川町
5

彰

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
回目の四国遍路に挑戦
月に喜寿を迎え、 月
には無事に金婚式を祝う事
が出来ました。退職後始め
た四国遍路も 回を打ち終
り、無謀にも 回目に挑戦
しましたが、胃と腰の手術
をした為 年間休み、ブロ
ック注射を打ちながら、残
る土佐の難所を今年中に終
わろうと頑張っています。
無事打ち終えた後は、不満
も言わず 万キロ走ってく
れた愛車と家内に感謝しな
がら、のんびり温泉巡りで
もしたいと思っています。
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