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退職者の会香川県支部協
議会は︑ 月 日午前 時
分から︑ＮＴＴ労組にな
ってから節目となる第 回
総会を︑高松オークラホテ
ルで開催し︑代議員 名を
含む役員︑来賓など 名が
参加しました︒
総会は︑久保法夫副会長
の開会のあいさつで始まり︑
議長に栗田秀政代議員︵中
讃︶を選出し︑議事が進め
られました︒
冒頭︑國方勲会長は﹁昨
年から考えていたことだが︑
今総会をもって会長職を辞
任する﹂ことを表明したう
えで︑①支部協の現状は︑
会員数が減少に向かい財政
状況も厳しくなるため︑機
関紙の発行を 回減らし︑
手配りや配布体制の見直し
などを含め︑財政に見合っ

た活動にシフトする︑②社
会保障をはじめ国民生活の
切り下げがさらに進むなか
で︑政治闘争は欠かせない
が会員の現状を見ながら対
応し︑来夏の参院選挙には
全力を挙げたい︒などを中
心とする所信を述べ︑これ
までの協力に感謝するとと
もに︑新体制に移行するが
協力は惜しまないと︑締め
くくりました︒
この一年間の物故者に対
する黙祷を捧げた後︑来賓
のあいさつに移り︑香退連
の三宅会長は所用のため欠
席となりましたが︑社民党
香川県連合の多田幹事長を
始め︑多くの方々から連帯
の挨拶や︑四国各県支部協︑
石橋みちひろ参議院議員か
らのメッセージが寄せられ
ました︒なかでも︑来年の
参院選挙に三選を目指す

國方会長勇退､下河新体制に移行

河西英夫幹事

吉田勉監事

前会長が締めの乾杯︒恒例
の﹁全電通の歌﹂の全員合
唱で盛り上がり︑最後に下

河進新会長から︑
﹁退職者
の会が何かしよると言われ
るような︑存在感が見える
活動をしたい︒
﹂と抱負を
述べ︑団結ガンバローで第
回支部協総会の全日程を
終了しました︒

これまで長年にわたって支
部協事務局長・会長を務め
てきた國方勲氏と︑副会長
を務めあげてきた松井淳子
さんの功績を称え︑両名に
対する感謝決議が上呈さ
れ︑満場一致︑拍手で承認
されました︒

支えてこられ︑財政面の改
革などに取組まれました︒
松井淳子前副会長は︑支
部協役員を 年間務めあげ
てこられました︒ヨガの指
導者としても活躍されまし
た︒
長い間︑ご苦労様でした︒

下河進会長はこれまで事
務局長として︑会員との接
点を強める施策に取組み︑
今総会で会長に就任︒
千田建雄副会長は連合香
川や家事サポートセンター
事務局長など︑主に共闘の
場で活躍︒退職を機に副会
長に︒
久保法夫事務局長は西地
退連︑中讃地区協の事務局
長を務めており︑事務局長
のスペシャリスト︒

新三役紹介
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大谷克文代議員(高松)

勲

國方

淳子

前副会長

松井

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

前会長

害などの支援カンパ活動に
新旧役員のあいさ
ついて報告されました︒
つの後︑大谷克文代
質疑・討論では︑ 地区
議員︵高松︶から︑
協全てから発言があり︑活
動の経験を基に︑成果と反
旧 役 員
省点が報告され︑活動の交
流を含め︑すべての提案が
承認されました︒
︵質疑・
討論の模様は 面に記載︶
総会ではこの他︑ 名の永
年役員表彰も行われました︒
最後に役員交代に伴う︑
新旧役員のあいさつと︑大
谷克文代議員︵高松︶によ
る旧役員に対する﹁感謝決
議﹂が上呈され︑満場一致
國方勲前会長は事務局長
で確認されました︒
年︑会長を 年間務め香
︵久保池 薫・記︶
川県支部協の屋台骨として
4

栗田秀政・総会議長

﹁吉川さおり﹂参議院議員
からはビデオによるあいさ
つと決意表明がありました︒
議事では︑下河進事務局
長がスライドを使い︑活動
の総括と方針を提案︒河西
英夫幹事の 年度決算報告
及び 年度予算案の提案と︑
吉田勉監事の会計監査につ
いて報告がありました︒
事務局長の主な提案は︑
①参院選挙と連動し生活状
況の再点検︑②災害時の安
否確認の在り方について検
討︑③会員との接点を強め
る活動を進めることが強調
されました︒また︑ 月に
取り組まれた西日本豪雨災

2

二部は交流と全員合唱

17

第二部は千田建雄新副会
長の司会で始まり︑参加者
が交流を深めた後︑国方勲

6

下河新会長の音頭で団結ガンバロー
を三唱

進

下河

建雄

千田

法夫

久保

18

三豊市議選と綾川町・ま
んのう町・小豆島町の町議
選では︑お陰で全員当選を
果たすことができました︒
政治課題では︑消費増税し
ても財政再建はできない︒
庶民に対する財政措置をす
べきと考えている︒

県支部協会長

県支部協副会長

県支部協事務局長

感謝決議を承認

5

20

H・P

kagawa̲nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

敏信氏
竹本
和憲氏
富野
利智子氏

来賓の紹介
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雄平氏
多田

087 - 821 - 7222
087 - 802 - 5995
発行責任者 下河 進
編集責任者 久保池 薫
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社民党香川県連合

第125号
2018年10月25日

第 回総会にも︑多くの
来賓の出席やメッセージが
寄せられました︒なお︑紙
面の都合上社民党の多田幹
事長と︑ 名の政治局員の
み掲載し︑４名以外の方々
については︑ 面で所属と
氏名のみを掲載させていた
だきました︒ご理解をお願
いします︒
20

代議員・来賓・役員83名が参加した節目の第20回総会

9

20

83 52

5

香川県議会議員

高松市議会議員

綾川町議会議員

福家
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支部協が第20回総会開く

泊 満夫地区代表︵小豆︶

活動は会員の発掘など充実
させたい︒など︑質問に対
する答弁が行われた︒

また國方会長から︑①カ
ラー版を減らすものではな
い︒会員との接点が持てる
会報にしたい︒②会費値上
げは四国の統一が基本であ
り︑現状では難しい︒との
補足説明があった︒
宮本 英征氏︵中讃︶
善通寺の退職者が集まり
交流できるよう考えてい
る︒
空井 昌彬氏︵高松︶
レクについてはアンケー
トを実施したらどうか︒巾
広く意見を求めるなど工夫
を︑などの追加する発言を
含め︑補強意見として活動
の総括・方針案を全体で確
認しました︒
︵久保池 薫・記︶

災害支援カンパに３５１人が協力

かったこともあり︑支援額
が多かったと思われます︒
なお︑当初の取組みの被
災地に加え︑北海道胆振北
部地震に対する支援を加え
ることになりました︒
協力を頂いた会員の皆さ
んの連帯感の強さに敬意を
表するとともに︑深く感謝
を申し上げます︒

支援額は１０４万円を超す
月に発生した西日本の
集中豪雨災害・大阪北部地
震に対する被災者支援カン
パ活動に取組んできました︒
このカンパ活動では︑
月 日現在で３５１人︑１
０４万８５００円を集約し︑
中央本部に送金しています︒
愛媛・岡山・広島の近隣で
災害が発生し︑被害が大き

補足説明の國方会長

全地区から積極的発言
下河事務局長の総括並び
に方針︵案︶提案に対する
質疑・討論が行われ︑ 地
区協︑ 名から発言があり
原案を補強するとともに︑
地区協活動の交流が深まり
ました︒発言者と主な要旨
は以下のとおり︒
植松 信子代議員︵高松︶
①メーデーには 人が参
加した︒②地区協独自の活
動として土庄町福祉課長を
招き︑町の高齢者福祉施策
の講演会を開いた︒次回は
相続や年金の講習会を企画
したい︒③新会員歓迎会は
年末までに実施する︒
河本 光夫地区代表︵東讃︶

3

おめでとうございます
︵２０１８年９月〜 月︶
米寿
９月 大森 隆秋様・ 東かがわ市
川井 秀一様・丸亀市
月 三谷 博敏様・高松市
多田 巳年様・高松市
永森 昇 様・丸亀市
月 山地多喜男様・高松市
喜寿
９月 坂下 幸子様・高松市
藤田 豊 様・高松市
山田 国博様・高松市
片岡美枝子様・高松市
大西代志子様・坂出市
月 土居 通泰様・高松市
平尾 浩一様・高松市
赤尾 範明様・坂出市
横内 秀子様・観音寺市
好川 孝幸様・観音寺市
月 藤本 俊美様・高松市
坂口 郁子様・高松市
松本 律子様・坂出市
山岡 昌和様・観音寺市
平野 宏 様・大阪府
古希
９月 下津 友弘様・高松市
河合 實 様・高松市
平林 明廣様・綾川町
根ヶ山光博様・ 東かがわ市
好永 章 様・善通寺市
山本 廣美様・琴平町
若山 敏男様・観音寺市
小野 悦子様・三豊市
月 多田 博美様・高松市
林
晶子様・高松市
安藤 公一様・坂出市
平野 文夫様・宇多津町
月 豊島 良行様・高松市
矢野美和子様・高松市
真鍋 功一様・高松市
中川 政明様・高松市
河合とも子様・高松市
青木ノブ子様・三木町
江岡 忠博様・土庄町
白川 万喜様・三豊市
お悔やみ申し上げます
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参加者の固定化など課題の克服を

自主独立が基本︒補助金だ
①日帰り旅行やビアガー
けでなく︑会費徴収も含め
デンを実施︒メーデーには
充実を︒
役員が参加した︒②まんの
う町議選では会員宅訪問で
当選の一助になったのでは
ないか︒③手配り者を増員
たたないことから︑充実策
し︑一人当たり 数部配布
を考える必要がある︒③一
から平均で 〜 部に軽減
泊二日のレクも積極的に参
できた︒④役員の高齢化で
加したい︒
改選したいが︑なり手不足
以上の発言に対して下河
三谷 一孝代議員︵西讃︶
で難しい状況にある︒⑤例
事務局長から︑① 年間の
えばレクなどでは︑西讃地
活動の交流ができた︒各地
区との交流も深めたい︒
区の活動を評価し︑今後も
植松 信子代議員︵高松︶
地区代などで交流したい︒
①オークラホテルが来年
①地区協活動の充実・強
から使えないと聞いている︒ ②参加者の固定化や役員の
なり手不足は︑全国的な課
化が求められているが︑他
会場選定にあたり︑設備面
題でもある︒粘り強い取組
地区の活動も参考にしたい︒ や交通の便も考慮を︒②
みを︒③小豆地区の講演会
②今月︑レク活動で神戸の
年の節目の行事内容は︒
は是非継続を︒④居住地会
クルージングを予定してい
空井 昌彬代議員︵高松︶
議の在り方は︑現職も含め
る︒③手配り者も役員とし
検討したい︒⑤高齢に伴い
て活動して貰っているが︑
行事参加が難しい会員には︑
局舎利用ができないため︑
会報配布時の対話などでコ
ホテルを利用し︑工夫をし
ミュニケーションの強化を︒
ながら活動している︒
⑥他地区︑近隣地区との交
宮本 英征地区代表︵中讃︶
流は検討してほしい︒⑦
周年行事は地区代で検討し
たい︒⑧会報の発行は統合
版など工夫する︒サークル
香川県支部の規程に基づ
く永年役員表彰が行われ︑
名が受賞しました︒
受賞したのは 年表彰で
植松信子さん︵高松地区協
副会長︶
︑ 年表彰で泊満夫
氏︵小豆地区協会長︶
︑宮本
英征氏︵中讃地区協会長︶
︑
栗田秀政氏︵中讃地区協副
会長︶です︒
これまでの経験を生かし
今後も地区協の中核として︑
活動されることが期待され
ています︒

①財政が厳しくなるから
活動を縮小するのでなく︑
新たな活動の発掘を︒②機
関紙は評価している︒発行
減より印刷費の削減などの
工夫を︒③サークル活動は

①同年代の会員が亡くな
れば話し相手がなく行事に
参加しなくなる︒②居住地
会議総会とビアガーデンを
開き︑孫や家族も参加で盛
況︒居住地総会は︑方針が

答弁する下河事務局長

20
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①春の合同レクは 人参
加で本川発電所を見学︒②
メーデーには東讃と合同で
人参加し︑デモ後の懇親
会も好評︒③新会員歓迎会
を兼ねてのビアガーデン
は︑他地区会員も含め 人
参加︒名札着用など工夫し
たが参加者は固定化傾向も
あり︑新たな参加者の掘り
起しを︒

永年役員表彰を受けた４名

7

1

来賓の紹介

1

︵左から植松 泊 宮本 栗田の各氏︶

20

◆電通共済生協推進部長
杉山 勤様
◆きらら保険四国営業所長
河野 隆様
◆ＮＴＴ香川支店総務部長
大庭 幸市様
◆ＮＴＴ労組香川グル連
会長・福家 良一様
◆家事サポートセンター
前事務局長 千田 建雄様
◆退職者の会香川県支部
顧問・多田 巳年様
◆退職者の会香川県支部
顧問・宮本 敏彦様
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74

面で来賓を紹介してい
ますが︑紙面の関係で全員
を写真で紹介できません︒
氏名のみの紹介になること
をご了承願います︒
◆衆議院議員
玉木雄一郎秘書 小笠原様
◆衆議院議員
小川淳也秘書・青木様
◆四国労金香川営業本部長
十川 淳二様

4

6

本人死亡︵２０１８年９月〜 月︶

11

９月 六車 京子様・高松市
數野 俊夫様・三豊市
月 中村 節子様・高松市
佐藤 昇資様・三豊市
石原 正則様・多度津町
福井 高文様・高松市
︵河西 英夫・集計︶

10

質疑 ･ 討論
要
旨

４名が永年役員表彰
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