通常国会が開会され、働
き方改革を始めとする重要
法案の論議が進められてい
ますが、その一方で改憲に
向けた動きが活発化してい
ます。
この動きの中で心配され
るのは、自民党・安倍政権
の改正案が論議の土俵とな
りつつあり、極めて問題意
識を持つのは、昨年 月に
「憲法 条１・２項を残し
たまま、 項に自衛隊を明
記する」ことの是非を中心
に「 条 項削除」など、
その扱い方をめぐる論議が
進められ、政治的取引に終
始し、改憲発議が行われか
ねないことです。
国会に提示されれば、与
野党対決となっても、衆参
ともに与党三分の二の数で
強行し、最後は国民投票で
有権者の意思に委ねられる
としても、第一次安倍内閣
時に「国民投票法」の改正
で投票時の直前 週間は、
一般市民の広告放送が禁
止」とされており、政党は
除外で政権党の思いのまま
に進められる危険性があり
ます。
憲法の改正は、立憲主義
を根底から覆すことになり
かねません。武力・軍事力
は「権力の中で最も強い権
力」と言われ、最も暴走し
やすい組織であることは、
歴史が証明しています。立
2

憲主義とは「個人を尊重
し、個人の権利や自由を守
るため、公権力の行使の在
り方を憲法によって制約す
る」もの（参政権・社会
権・自由権）と言われてい
ます。これまでの自民党の
改憲案に「公益及び公の秩
序に反してはならない」
と、個人の権利の制約が盛
り込まれています。
大規模災害時の国会議員
の任期を延長する「緊急事
態条項」の創設の必要性の
主張は、その姑息な手口と
言えます。
また、 月 日の予算委
員会では、 条に自衛隊の
存在を明記しても「自衛隊
の任務や権限に変更は生じ
ない」と発言しており、何
のための明記なのか、昨年
憲法違反と言われる「集団
的自衛権の行使」を強行採
決しており、平和憲法を骨
抜きにし、戦争ができる戦
前回帰の意図が明らかと言
えます。数の力を背景に傲

現役労組は今

すべての仲間の底上げめざす
促すためにＧＤＰの六割
を占める個人消費を喚起
する賃上げが必要な時で
ある。
ＮＴＴ労組は、２０１
８春闘を「すべての仲間
の労働条件の﹃底上
げ﹄」をスローガンに、
月例賃金については雇用
形態に関わらず４０００
円の改善を求めるととも
に、一時金については昨
年水準に上積みを図るこ
とをめざしている。
また国会で議論される
「働き方改革」の動向も

見据えつつ、長時間労働
の是正等にも取り組むこ
ととしている。
昨秋の取り組みの中で
の福利厚生の見直しに伴
い、有期雇用労働者にお
いても健康診断での充実
等を図れたものの、賃金
改善ではこれまでの春闘
結果においても社員との
格差が生じており、その
差をどう縮めていくか
が、ＮＴＴ労組の今春闘
の大きな課題と言われて
いる。
（福家良一分会長・記）

加入促進がスタート

名に説明会

介や退職後の居住地での交
流、サークルなどを紹介し、
全員加入を訴えました。
今年度の退職予定者数は
名で、５月末までに手続
きを完了することで取り組
んでいます。
（下河 進・記）

退職予定者
今年度の退職予定者に対
する「退職者の会加入促
進」をグループ連絡会（現
役）の協力のもと、１月
日から４日間、局所別に実
施しました。
退職者の会は「こんなこ
とをしています」と活動の紹

右一様・坂出市
昇資様・三豊市
芳和様・ まんのう町

正様・高松市
恵様・高松市
英秋様・高松市
洋子様・ 東かがわ市
照彦様・土庄町
幸代様・三豊市

月 上原 紘蔵様・高松市
村上 宏造様・丸亀市
寺尾 澄子様・三木町
月 浦賀 治己様・高松市
山本 芳宏様・坂出市
樫村 孝紀様・丸亀市
古希
月 西岡 義矩様・高松市
香西 康子様・高松市
原田 恭子様・坂出市
細川 哲夫様・綾川町
尾崎 利男様・ 善通寺市
喬様・高松市
月 井上
本津 政則様・高松市
鈴木 綾子様・高松市
寒川
宏様・三木町
片木 政俊様・三豊市
月 山下
修様・高松市
谷井
博様・高松市
丹生谷武志様・高松市
久岡美佐雄様・高松市
大高 耕次様・高松市
竹本 敏信様・高松市
雉鳥伸由紀様・高松市
車谷美知子様・土庄町
植松 利弘様・ 小豆島町
竹中
修様・ 小豆島町
田中 勝文様・綾川町
久保 富計様・ 観音寺市
湯口 裕至様・三豊市

お悔やみ申し上げます
本人死亡
月 中谷 倫代様・高松市
佐原
昇様・ さぬき市
月 原田
博様・土庄町
森 小夜子様・三豊市
月 法兼 高政様・ 善通寺市
月 藤田アイ子様・土庄町
福田志希美様・ 観音寺市

新会員紹介

月 森口 悦志様・高松市
月 安藤
茂様・三豊市

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P
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1

11

12

1

月例賃金４０００円改善を

２０１８春闘も大手の
山場を迎える時期となっ
た。一部マスコミの論調
ではこれまで以上に「官
製春闘」と報じている
が、労働者の賃金の引き
上げが、経済の好循環を
生み出すことは、従来か
ら連合はじめ労働界が訴
えてきたことに変わりは
ない。そうでなくとも、
上場企業は最高益を更新
し、内部留保も増大して
おり、超少子高齢化・人
口減少が続いている現
在、経済の自律的成長を
慢・強権な政権運営を進め
る安倍政権下での「憲法改
正」は何としても阻止する
ことが喫緊の課題と言えま
す。
この暴走を押しとどめる
には、「安倍政権下で改憲
をさせない」国民世論を巻
き起こすことが極めて重要
となってきています。
（國方 勲・記）

３０００万人署名にご協力を
署名の趣旨と署名用紙などを同封

45

11

國方 勲
久保池 薫
編集責任者

14

していますので︑お読み下さい︒
締切日は３月末

22

2

9

3

9

9
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目標は１人５筆

中井
佐藤
１月 近藤
喜寿
月 澁川
岡内
高橋
田中
高橋
横田
1 11

kagawa̲nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

45
おめでとうございます
（２０１７年 月～
２０１８年 月）
（河西 英夫・集計）
米寿
月 北川
薫様・高松市
月 久米 忠夫様・高松市
12 11

10

11

1 12

2 1
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安倍政権下での改憲阻止を
平和憲法守る世論形成が重要

2

5

醤油工場の前で記念写真

囲

を過ごしました。
高松地区は、会場を固定
しないよう工夫して、今回
は香川町で開催し、過去最
高の 人が参加。これはＮ
ＴＴ病院退職の会員 人が
「同窓会」として参加した

碁

12月6日 善通寺Ｇ・Ｈ

27

高

松

12月7日 マツノイ
東

讃

12月9日 大川オアシス

ことが大きな要因とも言え
ます。盛上ったのは、豪華
景品をかけてのジャンケン
大会でした。
東讃地区では、従来どお
りビンゴゲームやカラオケ
で親睦と交流を深めること
ができました。参加者は、
東讃の特徴とも言える、家
族を含め 人が参加しまし
た。 （久保池 薫・記）

三豊市議会
議員選挙は、
月 日告
示、 月 日
投開票で行わ
れ、定数 名
に対し 名が
立候補し選挙
戦が繰り広げ
られました。
結果は、現職
の西山彰人氏
が１５０４票
で 位、三木
秀樹氏が１４
８３票余、
位の上位で再選を果たしま
した。この選挙戦では、退

職者の会役員をはじめ、各
種行動に参加された会員の
協力と支援が、当選に寄与
したと判断します。
月には、綾川町議選に
福家りち子氏、小豆島町議
選に森崇氏、まんのう町議
選には新人の常包恵氏が立
候補を予定。特に福家りち
子氏は、組織内でもあり、
必勝態勢で臨むことが求め
られており、すでに「綾川
町を語る会」を開くなど、
活動を展開しています。な
お、 町共に 月 日告
示、 日投開票で実施され
ます。
（久保池 薫・記）

施、中讃地区協と西讃地区
協はそれぞれの地区協で準
備中です。まもなく募集が
始まりますので、所属の地
区協に問合せ・お申込み下
さい。（石川 正治・記）

作品の好評・写真の狙い
方、今年は５月に 回写
真展（アートプラザ）、
月に 回写真展（くつわ
堂）を計画していること
から、「写真を楽しみ好
きになれば上達する」と
アドバイスされました。
総会はこれまでになく
盛り上がり、時間を大幅
に超えて会員の親睦を深
めあうことができ、気持
ちも新たにスタートしま
した。（ 石川 正治・記）

周年・記念の年に

フォトクラブの総会は
１月 日（金）仏生山の
「さ房・むらっぺ」に
名が参加、会計報告と今
年の活動について、「結
成して 周年と併せ今秋
には写真展 回目にな
る」ことから、記念の取
り組みを検討することや
会員増にむけ呼びかける
ことになりました。
そしてクラブ活動の顧
問で香川県写真家協会の
松下博行氏を迎え、展示

フォトクラブ

三寒四温・・・春の彼
岸が過ぎれば暖かい陽ざし
になり、外出するには絶好
のシーズンとなります。
春のレクは今年も高松・
小豆・東讃地区協は合同実

春のレクまもなく募集

10

ジャンケン大会で盛りあがった
高松地区総会

の和歌山路を堪能した二日
間でした。
（石川 正治・記）

宮本氏が初優勝

碁

8

月上旬に各地区が工夫を凝らし

讃

香川県支部協総会を受け
ての、各地区協総会が、昨
年 月上旬に集中して開催
されました。
トップを切ったのが、西
讃地区で、 人が参加しまし
た。今回は、大喜多さんが地
13

元の名所を題材に作詩した歌
をカラオケで披露するなど、
交流を深めました。
小豆地区では、 人が参
加。十分な活動ができてい
ないこともあり、次年度は
介護・年金・相続をテーマ
に、講演会や勉強会を実施
することにしています。
中讃地区総会は、今回持
ち回り会場を善通寺に指定し
て実施し、地元会員 人を含
む 人が参加。入江ユリ子さ
んに永年（ 年）役員表彰も
行われ、懇親会ではカラオケ
等で、時間一杯楽しいひと時
15

れ、マリーナシティではマ
グロの解体ショーに昼食は
マグロ山盛りの刺身と、秋
囲

２・３段

4

29

川西氏

15 3

30

中

4

11

26

22

24

10

12月3日 水明ホテル

1 21
28

15

豆

1

6

30

初段格

三豊市議選・推薦の西山・三木氏再選

10

中讃地区協総会の模様

将棋総合は井上氏が全勝優勝

将棋・総合
優 勝
井上
宏
準優勝
梶原 光輝
第３位
松浦 義夫
また、 月 日には連合
東地退連主催の囲碁大会が
開かれ、ＮＴＴから参加し
た 人は、初段格で伊勢田
敏男氏が優勝した外、２・
３段で岡内義信氏、４段超
で向井洋祐氏が準優勝と、
全ランクに入賞しました。
（宮本 敏彦・記）

福家りち子町議4月選挙へ

26

小

小豆地区協総会
乾杯の後は和やかに懇親

初参加で初優勝（囲碁・初段格）の
川西英樹氏（右）

33

が、 戦全勝で優勝しまし
た。成績優秀者は以下のと
おりです。
囲碁初段格
優 勝
川西 英樹
準優勝
山下 修平
第３位
伊勢田敏男
囲碁２・３段
優 勝
宮本 敏彦
準優勝
中條 雅典
第３位
岡内 義信
囲碁４段超
優 勝
青木 正年
準優勝
村上 安正
第３位
豊島
博
7

2月10日

8

2

12月2日 琴弾荘

24

33

手。美味しい料理とカラオ
ケであっという間に二時間
が過ぎ、カラオケルームで
秋の夜長を楽しんだ人も多
くいました。
翌日は天気も回復、梅の
里工場、醬油工場、みかん
狩りと和歌山の特産に触

20

情報労連香川県協議会主
催の囲碁・将棋大会が 月
日、オークラホテル高松
で開かれ、囲碁 人、将棋
人が参加し、熱戦を展開
しました。
特徴的には、初段格で川
西英樹氏（退職者・中
讃）、 ・ 段で宮本敏彦
氏（退職者・高松）が初優
勝しました。川西氏は今回
が初参加での快挙だっただ
けに、喜びも一塩でした。
将棋は総合で総当たりの
結果、ベテランの井上宏氏
3

讃

11

開催場所

秋の一泊バ
スツアーは
月 ・ 日、
名が「白浜
温泉と観光の
旅」に参加、
和歌山ではあ
いにく雨とな
り三段壁では
傘をさしての
観光になりま
した。晴れて
いたら「太平
洋にむけて大自然が創り出
した壮大なパノラマ‥‥」
と、素晴らしい景観を想像
しながら早めにホテルに行
き、長めの温泉で疲れをと
ることができました。
一泊バスツアー定番の近
況報告で最高齢が判った和
納恭三さん、懇親会での乾
杯と自慢の唄に会場大拍
2

西

白浜一泊バスツアー

9

12
開催日

25

地区協名

秋の和歌山路を堪能

68

情報労連主催
囲碁・将棋大会

10

8

12

地区協総会を集中開催
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