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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

年

蒙活動を進めています。
塩飽諸島の調査では、佐
柳島長崎屋台・志々島のだ
んじりを、島民と一緒に組
み立て、過疎の島で半世紀
ぶりのだんじり復活を果た
しました。
課題は少子・高齢化
あと 年は頑張る
今後の課題は、人口減少
と高齢化の進む中での太鼓
台の存続です。太鼓台は年
齢・性別を超え、
「一つにな
れる稀有な存在」です。こ
れを地域おこしの中心に据
え、最大ツールとして活用
してゆきたい。
今年 歳になりますが、
年層が激減する中での舁夫
不足は、舁夫の貸・借から
「舁夫・人材バンク」に発展
的に移行させ、太鼓台文化
専門図書館構想など、観音
寺地区（観音寺・大野原・
豊浜）が太鼓台文化貢献都
市として発信していくた
め、あと 年は頑張りたい
と意欲を語ってくれまし
た。

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

H・P

40

稔
「マジックアワーへの誘い」 撮影：松田
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勉

文責・吉田

で、近畿・中国・四国・九
州の限られた地域で東海以
東では見られません。
今までの調査では、運行
所作・形態・掛け声・音頭
など有形・無形の共通点が
あることがわかりました。
研究グループでは、「太鼓
台文化の歴史」を
発行したほか、福
武財団の活動支
援を受け、
「 塩飽
海域の太鼓台緊
急調査」
、
「地歌舞
伎衣装と太鼓台
文化」Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
の研究成果を冊
子にまとめ発行
し て い ま す。 約
１，０００冊を太
鼓 台 関 係 者・ 行
政・学校・図書館
などに配布し、太
鼓台に対する啓
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太鼓台に魅せられ調査・研究に

40

尾 崎 明 男 さん
が主体で、地区ごとの閉鎖
性もあり、資料もほとんど
残っていない状況でした。
太鼓台文化の歴史を正確
で客観的に明らかにし、伝
統を守り次の世代に伝えて
ゆくために、「観音寺太鼓台
研究グループ」
（ 人）を結
成し、現在代表として活動
しています。
30

５冊の冊子を発行
研究成果を水平展開
太鼓台文化は瀬戸内の海
運と共に発展した船の文化

グループや仲間が集まって研究・調査

元気でお過ごしのことと存じます。
昨今の気候が一昔前のように四季を感じるこ
とが少なく、厳しい暑さ・寒さの変動が大きい
だけに、健康管理には十分留意されるようお願
いします。会の活動は、後半の活動「総会や一
一方、日本の将来にとっても重要な節目を迎

40

太鼓台の魅力にのめり込
んで 年、いまや太鼓台研
究がライフワークとなった
尾崎明男さんにお話しを伺
いました。
太鼓台文化に興味
もともと、太鼓台の盛ん
な観音寺の生まれ、小さい
ころから太鼓台に親しんで
きました。 年前松山へ転
勤になったのが契機とな
り、太鼓台のルーツ・分布
状況など、太鼓台文化の広
まりに興味が湧き、調査活
動にのめり込んでいきまし
た。種子島、隠岐の島、紀
伊半島など太鼓台文化のル
ーツを訪ね歩きました。
太鼓台は、
「山、鉾、屋台
行事」のように国指定の重
要無形民俗文化財と違い、
研究が進んでおらず実態が
明らかでありませんでし
た。もともと地域での口伝

研究成果を冊子にまとめ発行

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

泊レク」
、各地区協の交流会の準備に入ります。
えつつあります。この間、安倍政権の国民軽視・
強行政治に歯止めがかからない状況下にあるだ
けに、憲法改悪を押しとどめる国民運動の高揚
が求められています。
平和で「安心・安全」な社会を目指し、力を
合わせたいものです。
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編集責任者 石川 正治

面構えは「鬼十河」と恐れ
られ、
城跡にある「称稔寺」
の泉達雄住職は、戦国乱世
の波は讃岐にも容赦なく押
し寄せたといいます。
十河城は一三六二年頃十
河吉保が築いたといわれ、
八代目の景滋には男の子が
おらず阿波の三好長慶から
養子をもらい、養子の一存
は幼く三好存保が後見人と
して城主を務めた。一五六
一年一存が急死し存保が十
河家を継ぎ城主となった。
十河城では大きな戦が二
回あり、最初は信長が本能
寺の変で死亡したあと長曾
我部元親が勢いづき讃岐に
侵攻、一五八二年八月に一
万一千人で十河城を取り囲
み、十河勢一千人が兵糧三
か月分で備えうち、深夜に
元親勢から食料を奪うなど
反撃、元親勢は一時兵を引
いたが再び三万六千人で攻
撃したが複雑な地形にも阻
まれ落とせなかった。

このとき存保は土佐勢が
侵攻してきた阿波の勝端城
にいたが、落ち延びて虎丸
城に入り秀吉に援軍を要
請、洲本城の仙石秀久・二
千人が駆けつけるも、長曾
我部勢二万人の反撃にあい
引き返した。
一五八三年四月仙石勢が
引田城に入ると土佐勢の香
川之景が反撃、存保も虎丸
城から十河城に入った。
一方、長曾我部元親勢は
讃岐の十河氏の支配城を
現在の称稔寺は十河城の本丸跡といわれている

次々と落とし、十河城は二
度目の戦となり一五八四年
六月、存保は城を逃れ長曾
我部親武が城主となった。
一五八五年秀吉の四国攻
めで長曾我部は屈服、仙石
秀久に讃岐を与え存保は二
万石で十河城に戻った。翌
年 月に秀吉が九州征伐を
命じ、島津家久との戸次川
の戦いで戦死。地元の人達
は北東側にあった称稔寺を
本丸跡に移設し霊を弔った
という。 （石川正治・記）
久保典子先生
泉 龍雄住職

れ ば、 総 理 も 議 員 も 辞 め
る」
。
と見栄を切ったが夫人
の名が出てきても、不思議
なことに、まだ総理の椅子
に座り続けている。
トランプを頼る総理
政府はトランプ大統領と
総理の人間関係に寄りかか
り過ぎている。貿易をはじ
め孤立化を深める大統領に
頼って良いのだろうか。
中間選挙を意識した彼の
行動は誰も予測ができない。
他国からの輸入品への関
税を一方的に引上げアメリ
カファーストを地で行く大
統領には世界中から、人権
団体をはじめ多くの国家か
らも強い非難が寄せられ、
最近、自国の企業からも疑
義がでてきている。
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小豆島町

鈴木

徹

禮子

貞子

範子

貞

“折角四国に来たのだか
ら旅行に行きたい”と妻か
ら矢の催促をされ、愛媛や
徳島へも出かけ、今年は坂
本龍馬、桂浜、室戸岬など、
高知の旅を実現するため宿
探しをしています。
「人生ぼけ知らずで長生
きを」をモットーに、何事
も前向きにとらえ生活する
ようにしています。

編集後記

城山のうちわ工房賑わえる

手の届く水際に長けし半夏生

文子

芳子

剋子

純子

節子

とりどりの菖蒲咲かせて老の庭

緑陰に平家ゆかりの白き花

鬱蒼と城の樹々たち梅雨に入る

緑陰の見返り坂を仰ぎ佇つ

小波の茂りを映し城の濠

搦手は一面白き姫女苑

新緑の風に囲まれ裸婦の像

（草の芽句会の皆さん）

プレーしていたゴルフも、
歳のせいか足腰が弱り難し
くなってきたので、健康の
ため身体を動かせるよう狭
い土地ですが家庭菜園を妻
と楽しんでいます。
また、日除けにでもなれ
ばと思い 年程前に植えた
オリーブの木二本が、立派
に成長し収穫出来るように
なり、剪定と新漬の作り方
を勉強し酒のつま
みにして毎年味わ
っています。
好きな酒も健康
のことを考え少し
減らし晩酌も控え
めにしています
が、たまには役員
の方と盃を酌み交
わしカラオケでス
トレスを解消して
います。

（72）

名古屋から妻の里へ移住

18

人生何事も前向きに

才で早期退職し東海
地方（名古屋市）から、妻
と二人で小豆島へ移住しま
した。小豆島は妻の故郷で
父母が元気なうちにと、一
大決心して早くも 年が経
ちました。右も左も分から
ない私を、「退職者の会の役
員をしてみないか」と声を
かけて頂き、お陰様で友人
も出来てやる気がでてきま
した。
そして小豆島へ来て地元
のホテルに勤め、フロント
でお客様の対応・観光地へ
の案内・送迎など、大変苦
労しましたが何とか務め上
げることができました。ま
た、去年から老人クラブに
加入、近所での付合も多く
なり、まだまだ人生を楽し
んで行けそうです。
名古屋では月に二回程度
54

民主主義国家にいらない
多くの白地刑法
審議を尽くさず、強行採
決し、すでに施行されてい
る「機密保護法、
共謀罪法」
は刑法の特別法である。
しかし本来、近代刑法は
罪刑法定主義が基本で、刑
罰法規だけに、国民に対し
構成要件をできる限り明確
に示す必要がある。「何が機
密事項で何が共謀なのか
……」
。
「白地」のため、時
の政権の都合よって、どの
ようにでも解釈、運用され
たのでは国民は堪ったもの
ではない。
戦前のナチス時代のよう
な危険性をはらんでいる。
よって、簡単に権力者に委
ねるわけにはいかない。

窪田 克己

家庭菜園で体を動かすのも楽しみ

10

安倍政権は民主国家とはいえない

決した」
と感じているのか、
また飽きてきたというのだ
ろうか。
総選挙の争点を狂わせ国
民に嘘をつく政治がまかり
通っている。政府の傲慢な
姿勢が官僚の忖度を生み、
間違った情報で国民に選挙
をさせてしまう。これでは
健全な国家とは言えない。
解散権の行使も党利・党略
で行なわれ、これでは国民
不在と言わざるを得ない。
有権者特に若い層の投票
率の低さ、また若年者の自
民党支持の現象は何を物語
っているのか。忍び寄る右
傾化は多くの組織において
も例外ではなく、単に教育
だけの問題でかたずけられ
ない。

モリ・カケの
疑惑は晴れたのか
やっと加計理事長が会見
したが、
大阪震災とワールド
カップ・サッカーの陰にかく
れての時期を選び、
しかも地
元記者のみで数分間との条
件では会見拒否と変わらな
い。
多額の助成金を受けるの
であれば早い段階で、
堂々と
会見すべきであった。
一方、森友問題は改ざん
前の文書が出てきた。そこ
には総理夫人の発言と写真
が残っている。もちろん金
銭の授受など、誰も考えて
いない。夫人の発言や行動
が行政に影響を与え、歪め
られたことについて、問わ
れているのである。
しかし、
総理は国会で
「私
や妻、事務所が関与してい

博（妻の松村紀恵さん）

法夫

オリーブの剪定と新漬を勉強して酒のつまみに

巻頭写真は話題の撮影ス
ポット父母ケ浜。快晴・大
潮・無風のチャンスを求め、
松田稔さんは何度も挑戦し
てくれました▼作品展示の
第 回県展入選作品、松村
博さんの遺作・日本画「府
中の桜」は奥様の愛の花び
らで一杯です▼わが町紹介
の「十河城の戦」取材で、
御住職を紹介してくれた地
元の久保典子先生には本当
にお世話になりました。
（石川正治・記）
83

稔
松田

高松市十川東町にある十
河城は、南北朝時代から桃
山時代の二三〇年間、十河
一族の居城として山田郡を
治めた平城。戦術と奇抜な

43

久保

高松市十川東町

前進を決意
吉川さおり

不誠実な國会運営
安倍総理はモリ・カケ問
題で「膿みを出しきる」と
いいながら、ご飯論法で質
問者に真面目に答えない。
時間制限のある質問者に対
し、 聞 い て も い な い 事 を
延々喋りはぐらかす。法廷
であればストップがかかる
だろう。
発言の自由は守られるべ
きだが、果たして国民に対
して常に誠実さと責任を負
う総理の態度としては不誠
実きわまりない。
マスコミ調査では、 月
の安倍政権の支持率が持ち
直し、支持、不支持が ％
～ ％で拮抗していると報
道された。アンケートの仕
方にもよるが、果たして国
民は「モリ・カケ問題は解

写真「本日は晴天なり」

第83回県展入選

日本画50号「府中の桜」

第83回県展入選

松村

写真「リラックスタイム」

第83回県展入選

〜戦国乱世は讃岐の地にも〜
6

香川の皆様、いつも温か
いご支援を賜り、心から御
礼申し上げます。
私、吉川さおりは５月７
日、民進党に離党届を提出
し、立憲民主党へ入党届を
提出致しました。
2006 年７月にＮＴＴを
退職し、政治の世界に飛び
込むことを決意した時、自
民党に代わり得る勢力、対
峙し得る政党だと思い、民主党を選びこれまで活動してき
ました。
前回、2013 年の２期目の挑戦は、私にとっても、民主党
（当時）にとっても大変苦しい選挙でした。同期の議員が
次々と離れ、支持率の低迷――など逆風の中でしたが、支
えて下さる仲間の皆さまを信じ、最後まで必死に訴え続け
たことを今も忘れることはありません。
現在、皆さんから送り出していただいて、11 年目の議員
生活を迎えています。しかしながら、今の政治は、真に働
く者・生活者・納税者の立場に立っているのかと、強い違
和感を持たずにはいられません。一強多弱を背景とした安
倍政権に対峙するためには、野党がしっかりまとまって向
かっていかなければならないと思います。
私、吉川さおりは自分が選んだ道を信じ、立憲民主党を
中心として、立憲主義と民主主義に基づく政治を実現する
ため、前だけを向いて進む覚悟です。
これからも厳しい情勢は続きますが、
政治を志した原点、
初心と感謝の気持ちを忘れず、精一杯の活動を続けてまい
ります。今後とも引き続きのご指導と変わらぬご支援を宜
しくお願い申し上げます。
副会長

十河城の戦
自分が選んだ道を信じ
44
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ふり返って見て聴いて
尿酸値の影響で尿路結石
ができ腎臓を悪くし、塩分
制限の体になり、海外旅行
も控えています。去年中国
に 年ぶりに行き激変！特
に上海は高層ビルだらけで
街は若い人達で溢れ活気を
感じました。今の日本の重
い感じとは違います。最近
は、昔撮ったカメラやカセ
ットテープ、ＬＰレコード
のデジタル化をして映像を
見たり音楽を聴いたりし
て、当時のことを思い出し
ています。

古希を迎えその先へ
定年後、早くも 年が経
過した。できるだけ長く社
会と関わるライフスタイル
を想い描き、
職業訓練講師、
経済団体の企業支援等を経
て、現在は介護施設で職員
のキャリア開発等に関わっ
ています。お蔭様で大きな
病気をしたことがなく健康
に恵まれていることに感謝
しています。余暇にはフィ
ットネスジムへ通い、
他方、
アルゼンチンタンゴに魅せ
られ、聖地・ブエノスアイ
レス訪問を夢みています。

毎日が休日？
退職してからはや ヵ月
になり、当初は毎日が休み
の予定でしたが、父の死に
伴い田畑及び家屋を相続し
たので、家屋の片付け・庭
木の維持管理に大変苦労し
ているので、樹木の剪定技
術を身に付けたい。 月に
友人と行った中国旅行の帰
国時、北京空港で預けたス
ーツケースが迷子になり、
数日後に無事帰国した、記
憶に残る旅行もあり、年に
回は旅に行きたいので、
健康な体を維持したい。

新 人
今回、退職者の会に入れ
ていただきました、新人で
す。みなさま、よろしくお
願い致します。
先輩の方々と交流を持
ち、健康に気をつけて、第
二の人生を有意義に過ごし
たいと思っています。
テルウェルで、新規の仕
事にも挑戦して、頑張って
います。週一のヨーガと水
泳は、これからも続けて行
こうと思っています。
新人らしく謙虚さを忘れ
ずがんばりたいと思います。

前川 純一

学
河田

友子

丸本

高松市

三豊市

家庭菜園と地域活動を
年前から家庭菜園を
始めて、害虫と雑草に苦労
をしながら、無農薬栽培に
も心掛け、毎日、我が子の
成長を見守るように、野菜
にも愛情を注ぎ、生育を楽
しむ毎日です。 年間の自
治会長が終わり、公民館の
支援員として、地域の人と
コミュニケーションを図っ
たり、ボランティアの「ま
ちづくり推進隊高瀬」
や
「安
全・安心パトロール隊」で、
子供の下校時の安全を守る
活動を行っています。

2

羽床 雅宏

剛

石川

自分らしく
退職して 年、年金生活
にも慣れて余生を楽しんで
います。塩麹・しょうゆ麹・
味噌・甘酒等を造り、普段
は冷蔵庫の野菜を工夫して
節約レシピ。時には誕生会
やランチでご馳走タイム。
年に一度は同期会と退職者
の会に参加。上京して後輩
や同級生との食事会。最近
は後輩達と日帰り旅行を楽
しんでいます。 才から給
料 割カットの為に苦しい
ですが、毎日健康で楽しく
笑顔を心がけています。

有意義で幸せな日々
ＮＴＴを退職してから
年が過ぎましたが、年々月
日の経つのが早く感じられ
る今日この頃です。
健康上、特に問題はない
のですが、晩酌が過ぎるの
か中性脂肪が多いので、適
度な運動・週 日の休肝日
に心掛けています。
趣味として、月 回のゴ
ルフに家庭菜園、たまに友
人と一緒に海外旅行などし
て、有意義な日々を過ごせ
る幸せを感じています。

2

充実した日々
サンデー毎日を楽しみに
退職して早や 年が経ち、
理想と現実の違いに慣れ
た、今日この頃。パソコン
中心の仕事から大きくかけ
離れた古墳発掘作業を手伝
って、須恵器の存在を知っ
たり、家庭菜園では、草や
虫、様々な病気と格闘して
から得た新鮮な野菜を堪能
したり、ボランティアで地
元の年配者にパソコンを教
えたり、自治会の会計を任
せ ら れ た り と、 充 実 し た
日々を楽しんでいます。

5

高松市

3

4

観音寺市

次は何処へ
月初旬夫婦でバスツ
アーに参加した。立山から
六つの乗り物で北アルプス
を横断する山岳観光がメイ
ンだ。 月とは思えないバ
スより高く残る雪の大谷を
散策。日本最大を誇るアー
チ式の黒部ダム、青い空に
残雪の山々と雄大な景色を
満喫し、最終日は穂高連峰
を望み清々しい梓川の流れ
る上高地雪解けの清流に心
が和む。ガイドさんの軽妙
なトークと好天に恵まれ楽
しい 日間の旅となった。
17

ピンポンを楽しむ
退職して、はや 年が過
ぎました。退職直前までは
毎朝出勤の準備に追われて
いたものです。
退職後は日々空き時間が
増え、休日には子供を連れ
て兵庫県、中国地方へ気ま
まなドライブを楽しみまし
た。
傘寿に近くなった最近は
まんのう森林公園へ足を延
ばし、散歩と総合型地域ス
ポーツセンターことひらで
卓球までいかないピンポン
を楽しんでいます。

3

谷本 信雄
秀行
丸亀市

山本 昭雄

三谷 博美

高松市

脇
3

3

㎏のダンベルが目標
心肺停止から、丸 年、
古希を迎えられたことに、
まず家族に感謝したい。
入会したスポーツジムも
年目に入り、色々なトレ
ーニングを体験しました。
今一番やりたいのがダンベ
ル ㎏を持ち上げることで
す。
老体に鞭をうちながらか
なわぬ夢を追いかけていま
す。
これからも 年 年を大
切に楽しく、充実した人生
を送りたいと思います。

2

土庄町
さぬき市
本年 才傘寿です
現職時代は元気で野球な
どのスポーツが大好きで、
やっていたが、 才を迎え、
年相応以上に体が衰えてい
っているようで、物を使っ
たり、人の助けで動けてい
ます。首筋の手術で入退院
したが、病院からは自分か
ら進んで動くようにと、指
導がしきり。歩くのが一番
良く、毎日続けたいと感じ
ながらも、通院などついつ
い車を使ってしまう。今で
は、行動範囲が広かった時
が！！！。
80

高松市

篠原 光雄

6

80

上原 令子

勉
綾

10

2

10

1

6

3

高松市
坂出市

3

善通寺市
18

50

1

小路 壽彦

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。

東かがわ市
74

7

80

11

80

8

自転車で大阪今昔散歩
退職してから随分時が過
ぎました。 月には 歳に
なりますが、 歳までは元
気で過ごしたいと思いま
す。 人の子供（男）も
歳前後になり、孫も 人い
ます。大阪城の隣り、森之
宮駅より 分に別宅があ
り、毎月 日間程度単身生
活しています。学生時代の
友人 人が近所に居り、石
田三成邸、前田利家邸、家
康本陣跡、四天王寺、お初
天神等を自転車で走ったり
し、 年以上続いています。
3

3
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