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現、③与野党が政策で論議
を高め合う政治体制の追
求」を基本に進める。
２．各政党との関係は、当
面、「立憲民主党」「国民
民主党」の主体性を尊重し
対応、共産党を除く他の政
党・議員に対しては、是々
非々の関係とし必要な対応
をする。
３．吉川さおり参議院議員
は、「立憲民主党」に入党
し三選を目指すことを決意
しており、全国大会で三選
に向けた取り組み方針を決
定する。（國方 勲・記）
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1

現役労組は今

「すべての底上げ」では課題残す
社員（時給制）の賃金改善
には最終盤まで会社が応じ
ず、苦渋の決断として同日
昼に妥結となった。
正社員等の賃金改善額
１８００円は他産別に劣
る額ではない。また一時
金についても前年妥結額
を上回る金額を引き出し
た組織が大半であり、連
合が掲げる「経済の自律
的成長を促す」等の春闘
方針に呼応した結果が引
き出せたと考える。
しかしながら「すべて

遠藤 紀子様・高松市
多田 正博様・ さぬき市
石田 昌子様・ さぬき市
合田 仁久様・ 宇多津町
大喜多悦子様・三豊市
３月 樋口 建右様・高松市
黒川 悦子様・高松市
三村 勝敏様・高松市
柏原 茂美様・ さぬき市
山上 郁子様・土庄町
岡田 佳巳様・ 小豆島町
田中 桂子様・土庄町
４月 安西 勝子様・高松市
長尾美津子様・高松市

とができました。退職者の
会会員の平和に対する意識
の高さが伺われます。
安倍政権の血道をあげた
「改憲」を阻止し、平和憲
法を守るためには、署名の
追加・拡大が引き続き求め
られます。
（下河 進・記）

の仲間の底上げ」「格差
是正」の観点からは、拘
った交渉を重ねたもの
の、結果が出なかったこ
とについて、組織的な総
括が必要である。また連
合傘下の賃上げ状況とし
ては、昨年同様に「中小
企業の賃上げが大手を上
回る」等の状況が公表さ
れており、「格差是正」
に向けた取り組みが徐々
に浸透してきていること
が報告されている。
（福家良一・記）

正規社員等は１８００円の賃金改善

ＮＴＴ労組における２
０１８春闘は、３月 日
に妥結収集が図られた。
前号でお伝えしたよう
にこれまで賃金改善が図れ
ていなかった有期雇用労働
者等を含む「すべての仲間
の底上げ」をスローガン
に、雇用形態に関わらず同
額の賃金改善を要求し、回
答指定日前夜においても
「すべての仲間」に拘って
闘ってきた。
しかしながら、有期契
約労働者および 歳超契約

いて確認しました。
４月末の集約状況は、３
３３人の会員の協力で１２
９６筆、連合香川として１
万１５９２筆を集約するこ

さらに改憲阻止の輪を拡げよう

３３３人が署名に協力

60

「改憲阻止３０００万署
名」は、革新政党や民主団
体、連合香川の呼びかけに
対応し、退職者の会もその
趣旨に賛同し、３月の地区
代表者会議で取り組みにつ

おめでとうございます
（２０１８年２月～
２０１８年４月）
米寿
２月 岡田 幸子様・高松市
合田 林子様・高松市
林
信枝様・丸亀市
３月 久保 妙子様・高松市
森田千津子様・ 多度津町
喜寿
２月 林
廣次様・高松市

岡
登様・高松市
桑田 輝雄様・高松市
田渕 照子様・ 東かがわ市
古希
２月 新田卜ヨ子様・高松市
岡田 紀男様・高松市
河合
均様・高松市
吉田 正強様・坂出市
鎌田
保様・丸亀市
滝井 祝文様・丸亀市
福田 信博様・ 観音寺市
３月 木村 雅治様・高松市
谷本 信雄様・高松市
山本 哲雄様・高松市
稲田 正三様・坂出市
上原 令子様・高松市
川原
正様・高松市
鈴木
徹様・ さぬき市
中川 修作様・土庄町
大原 正博様・丸亀市
坂田 洋二様・ 多度津町
４月 家常 春雄様・高松市
安野 雅文様・高松市
谷本 正廣様・綾川町
久保 法子様・綾川町
内海 達悦様・ 東かがわ市
長町 和義様・ 小豆島町
綾
勉様・坂出市
福岡
勝様・丸亀市
尾崎 明男様・ 観音寺市
樋笠 健二様・三豊市
山下 房雄様・三豊市

お悔やみ申し上げます

本人死亡（ ２０１７年 月～
２０１８年４月）

月 波戸 祥治様・高松市
１月 松本
毅様・高松市
２月 阿河 俊一様・高松市
３月 宮本
勇様・高松市
牛田
繁様・ 善通寺市
松村
博様・丸亀市
４月 大久保和子様・高松市
高田 靖洋様・坂出市
上林 温樹様・ 小豆島町

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P

総会に向けた諸課題を協議
来夏の参院選挙について
は、昨年の衆院選挙で民進
党が分裂、再編の動きの中
で、ＮＴＴ労組の政治対応
方針（ 月 日：企業本部
委員長会議）が確認され、
月の大会で決定されるこ
ととなりました。その他、
特徴的な内容は、
１．「共存共生・公正な社
会作りを目指し、①安心と
希望のある社会、勤労者・
生活者・納税者の視点に立
った政策の実現に向けた政
治勢力の結集、②情報通
信・情報サービス政策の実

来春の統一自治体選挙に弾み

福家町議ら全員が当選果たす
10

3000万
署 名
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見事 位当選を果たしまし
た。ベテランの小豆島町・
森崇氏は、６５０余票で
位当選でした。
今回の選挙に当っても、
会員の協力があってのこと
で、去る 月 日投開票の
三豊市議会議員選挙での勝
利に続く快挙で、来年春に
実施される統一自治体選挙
に向けて、大きな弾みをつ
ける結果となりました。
（久保池 薫・記）

12

24

拡 大 支 部
代表者会議
5

5

『吉川さおり』三選目指す
月 日、全電通会館
で、拡大支部代表者会議が
開催され①今年度前半の取
り組み、②全国総会に向け
た課題、③来夏の参院選挙
に向けたＮ Ｔ Ｔ労組の対
応、④生協加入促進などの
意思統一が行われました。
会の活動では、各支部協
で、①ニュースの発行、②
歳・一人暮らし会員宅訪
問やお元気コールなど会員
と会とのコミニュケーショ
ンが拡大し、②ニュースの
発行も月１～年 回の幅は
あるが年 回以上が 支部
に、③地区協の手配りも拡
大の成果の反面、④各種イ
ベントの参加固定化や減少
傾向、⑤女性役員の減少と
役員のなり手不足などが課
題となっています。

3

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

33

お間違いの無いよう
ご注意ください。

7

4

月 日告示、 日投開
票で実施された綾川町、ま
んのう町、小豆島町の各町
議会議員選挙は、推薦した
候補全員が当選を果たし
ました。
綾川町議の福家りち子さ
んは、決起集会、電話点
検、出陣式と、体制を整え
選挙戦に臨み、結果は無投
票当選になりました。まん
のう町の常包恵氏は、初陣
ながら８８１票を獲得し、

12

2

087-802-5995

30

4

事務所移転に伴い、
ＦＡⅩ番号が、以下のように
変わりました。

5

80

お知らせ

14

福家 りち子
綾川町議
つねかね 恵
まんのう町議
森 崇
小豆島町議

802 5995
國方 勲
編集責任者 久保池 薫
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第 回メ
ーデーに、
ＮＴＴ労組
退職者の会
第
回 は県下 会
メ ー デ ー 場で合計
人が参加し
て、親睦と連帯を深めあい
ました。これは、現役労組

新調の旗の下で親睦と連帯

の計らいで昼食が提供され
ることもあって、これに退
職者の会も若干の補助を出
し、交流の場を設けるもの
で、高松の教訓を全県的に
拡大して、定着したもの。
因みに、地区別の参加数
は、高松会場が 人（高松
人・東讃 人）、丸亀会
7

54

春の合同レク（高松・東讃・小豆）

本川発電所を見学

47

ラマ模型で水力発電の説明
をうけ、バスで地下 メー
トル移動。ビル８階建てに
相当する空間には巨大な発
30

場 人、観音寺会場 人、
小豆会場 人で、ＮＴＴ労
組にも、各地の連合の主催
者にも組織力を評価されて
います。
特に、今年はメーデーに
併せ「ＮＴＴ労組退職者の
会」と染め抜いた「ノボリ
旗」を新調し、各会場と
も、この旗の下で懇親の話
に花を咲かせました。
参加者は「天気も良く、
久しぶりに職場の仲間と旧
交を温めて、楽しかった。
7

電機が呻りをあげ、ダムか
らの導水管も地下に埋設さ
れ外からは見えない構造
や、夜間は下のダムから上
のダムへ吸い揚げる揚力式
構造にも驚かされました。

3

集会後玉藻公園で昼食懇親会

富野和憲高松市議が
立憲民主党へ

4

人、小豆集会２３０人、中
讃東集会（坂出）６３０
人、中讃西集会（丸亀）４
００人、西讃集会（観音
寺）２００人です。
（宮本敏彦・記）

30

来年も参加しよう。」と気
勢を上げていました。
なお、メーデーの全県参
加者数は、主催者発表で約
３０００人。地区別には、
中央集会（高松）１５００

富野和憲
高松市議

富野和憲高松市議が、こ
の度、立憲民主党に入党す
ることになり、 月 日の
常任幹事会で挨拶し、経過
を含む説明がありました。

8

人が新会員に

5

月の加入促進説明会以
降、入会手続きがあり、
月段階で 人が新会員にな
りました。
【高松地区協】
羽床雅宏様・丸本友子様
岩﨑英昭様・渡辺祥次様
長尾孝二様・三宅辰夫様
塚田剛功様・井上 宏様
石丸俊雄様
（以上、高松市）
井上清隆様（綾川町）
【東讃地区協】
鎌田芳行様（さぬき市）
有光克司様（ 東かがわ市）
【小豆地区協】
山本康則様・高橋修作様
（以上、土庄町）
【中讃地区協】
田中 隆様（坂出市）
本田治秀様・林
優様
松田孝志様・中山善幸様
穴鳥彰啓様
（以上、丸亀市）
木村 宏様・宮下義明様
丸岡元秋様・竹村 久様
（以上、善通寺市）
山地 斎様・高島直子様
（以上、多度津町）
【西讃地区協】
石川武夫様（観音寺市）
藤田昭二様・岩本富夫様
白井正基様
（以上、三豊市）

30

1

東・西地退連で総会開く

タダノの退職者会の新規加
盟を確認しました。
役員には下河事務局長が
副会長に、梶原幹事が監事
に選出されました。
（下河 進・記）

回サポートかがわ総会

組会館で開催され、退職者
の会からサポートかがわの
役員・代議員など９名が出
席し、総会では会員の拡大
やサポート状況・ボランテ
ィア・会計など、活動報告
と方針が承認されました。
なお役員改選の年ではあ
りませんが労福協人事配置
に伴い、事務局長が千田建
雄氏（ＮＴＴ）から槙塚英
知氏（労福協）に交代しま
した。 （石川正治・記）

事務局長が千田氏から槙塚氏に

武蔵の里を訪れた参加者

第

長に選出されました。
東地退連総会は、３月
日、高松テルサで代議員
名の参加で開催され、ＮＴ
Ｔ退職者の会から６名が参
加しました。
今回から全労済・琴電・

38 24
かがわ高齢者家事サポ
ートセンター第 回総会
が、 月 日（金）平和労
14

山の斜面に建つ７６５ｍの石
塀も見事で、四季それぞれに
美しい。
最後にサッポロワイン岡
山工場見学と試飲、みやげ
の購入を終え、全員無事帰
路に就きました。
（久保法夫・記）

6

西地退陣総会で提案する久保氏

総会で挨拶する千田建雄氏

退職者会の強化目指す
各地区協での退職者会の
強化を目指した東・西地域
退職者連合（地退連）総会
が開催されました。
西地退連総会は 月
日、障害学習センターで開
催され、ＮＴＴ退職者の会
からは６名の代議員が参加
しました。
総会は改憲阻止３０００
万署名の成功など直面する
課題を決議しました。
役員には吉田監事が副会
長に、久保副会長が事務局

と、今でも多くの格闘家が
試合の前に、武蔵の墓参り
に来ると言われています。
次は岡山藩・池田光政公
創設の、旧閑谷学校。日本で
初めて「庶民のための学校」
を創設しました。儒教の殿堂
ともいえる、国宝の講堂、聖
廟神社はじめ、多くの建物は
文化財に指定されています。

14

4

1

今年の春レクは参加者が
少なく残念でしたが、これ
からも親睦・交流を深めら
れる春レクの計画に期待が
高まっています。
（石川正治・記）

3

武蔵の里や閑谷学校など楽しむ
月 日、天候に恵まれ
丸亀から吉備路へ出発。
今回は現地ガイドに頼
り、バスガイド無しで実施
しました。まず最初に、岡
山県北の美作町の「武蔵の
里」へ足を延ばしました。
「宮本武蔵」は、吉川英治
作品で有名である。真剣勝
負 数戦無敗にあやかろう
18

73

退職者の会、73人が参加

89

三地区合同の春レクは４
月５日（木）・家族含め
名が参加、高知県の本川水
力発電所を見学、現地は桜
が丁度満開で二度目の花見
となりました。
昼食は西条のアサヒビー
ル園で、焼肉食べ放題と生
ビールを満喫、デザートは
子供達と一緒に大人も美味
しいアイスクリームを食べ
笑顔になりました。
西条から約一時間、寒風
山トンネルを抜けダムにか
かる赤い大橋を渡たると発
電所に到着。職員からジオ

4

60

89

4

25

9

丸亀地区は吉備路の旅

新調のノボリ旗を掲げデモ行進（中央集会）
見学前にジオラマで水力発電の説明をうける
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