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援サービスの検討など、次
なる課題への取り組みも始
まっているようです。
地区の敬老会は一大イベ
ントで、 歳以上の対象者
は１０００人を超えます。
地元企業レクザムからは全
員に記念品を頂いており、
その金額も１００万円を超
えます。参加者はアパホテ
ルで宴会、欠席者には記念
品を配布しています。

先進的に活動をリード

75

このような先進的な地域
福祉の活動ができるのも、
井上さんの強いリーダシッ
プと 年間築き上げた信頼
関係と人間性にあると思い
ます。さらに安心して暮ら
せる町作りに邁進されるこ
とでしょう。
多忙な毎日を送りながら
も 年来続けているゴルフ
のアベレージはシングルを
保っています。また、趣味
で始めた木彫りは、もとも
と絵が好きで花の絵などを
描いていて、デザインは自
分で考え暇を見つけては楽
しんでいるとのことです。
公私共に多忙な中にも充
実した人生を楽しむ井上さ
んの、今後益々の活躍を期
待します。

http://nttobkagawa15.ec-net.jp

アドレス

勉

子供たちとのふれあい交流
を行っています。カキ氷や
綿菓子を作ったり、コマ回
しや竹トンボで伝承遊びを
したり子供たちが毎年楽し
みにしています。
居場所づくりでは、保健
センターの跡地を利用し
て、
「まんでサロン香南」の
協力を得て高齢者の居場所
づくりや、世代間交流ので
きる「こども食堂」の開催な
どの取り組みが行われてい
ます。居場所の拡大、
生活支

18

50

地域福祉に尽力する

インタビュー・監修

吉田

子供達と一緒に赤い羽根共同募金活動

井上庄司さん

は、地元副会長として３千
人を超える参加者の受け入
れや、大会運営の中心とし
て成功に導きました。
安心して暮らせる
香南町づくり

45 65

H・P

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

下河

香南町では「住み慣れた
香南で子供から高齢者まで
安心して暮らせる助け合い
のある町づくり」を目指し
ており、井上さんはその活
動の中心を担っています。
町内では 歳以上の高齢
者が人口の ・４％を占め
高齢化が進んでおり見守り
活動と居場所つくりが課題
となっています。
見守り支援活動では、独
居・高齢者に対し、ボラン
ティア団体カトレアの協力
を得て給食をつくり配布。
ししまる児童館では、毎年
７月に待機児童を対象に祭
りに参加協力し、高齢者と

忙しい合間にも好きな木彫り

高松市香南地区で、
民生委
員として地域福祉活動に日
夜尽力されている井上庄司
さんに話しを伺いました。
ＮＴＴ退職後すぐに民生
委員に委嘱され、地域福祉
活動に入り 年 現
・ 在、香南
地区民生委員会会長、高松
市民生委員会副会長、香南
地区社会福祉協議会会長、
老人会会長などを務め忙し
い毎日を送っています。
高松のサンメッセで開催
された民生委員全国大会で

友愛訪問・おはぎづくり

ＮＴＴ労組退職者の会
香川県支部協議会

20

会長

会 員 の 皆 様 に は、 平 成 と し て の 最 後 の 新 年 を
健やかに迎えられたことと拝察します。
昨年 月に開催した第 回支部協総会で会長
に選出されました。
香 川 の 会 員 数 も ほ ぼ ピ ー ク と な り、 高 齢 化 が
進 む な か で、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 大 切 に、 退
職者の会の存在が見える活動を進めたいと思い
ます。
今年も社会保障費の切り下げや消費税率の引
き 上 げ、 統 一 地 方 選 挙 と 夏 の 参 院 選 で 安 倍 政 権
か ら の 脱 却、 災 害 時 の 連 絡 先 の 再 点 検 と 体 制 整
備など課題の多い年となります。
退職者の会へのご協力をお願いするとともに、
会員皆様のご健勝とご多幸をお祈りします。
10
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087‑821‑7222
087‑802‑5995
下河 進
石川正治

「コキア」 撮影：冨田佳代子
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求求求求求求求求求求
インマスカット﹈
の栽培を﹂
と強く進められ︑モットー
に火がつき栽培を再開しま
した︒
自作贈答用シャ
イマンスカット

めて！

高松

百貨店の高級果物のそれ
よりも真似できぬ美味しさ
を求め︑皆様から﹁美味し
かったよ﹂の一言を励みに
精出しています︒
若緑にして︑皮ごと食する
と酸味軽くとても美味しい︑
葡萄らしからぬ食感は飽き
足らぬ至福の極み！﹇シャ

しさを

43

60

二つには男声合唱を楽し
んできた︒２００１年 月︑
休眠中の合唱団を昔の仲間
７名で再興︑合唱団は 名
の合唱団に成長したが︑体
力の限界を感じ２０１７年
月に退団︒この間創作郷
故ソングの普及活動の事務
局長として普及活動を展開︑

まだ有るよ！主産地は宮
崎県だが京都では京芋こと
﹁筍芋﹂栽培に凝っていま
す︒大きく調理し易く美味
しく食膳を飾っています︒

文敬

過程で起ち上った﹁小豆島
合唱祭﹂事務局長として５
回の合唱祭を成功させてき
た︒郷故ソングは六編の編
曲譜を生み︑ギリシャ国ミ
ロス島では小豆島国際交流
団歓迎式典にてミロス高校
生が日本語で合唱された︒
これを機に郷故ソング活動
記録﹁わが心の小豆島楽曲
集﹂を編纂製本し︑全小豆
島の小中高校・合唱団・音
楽指導者・公民館・図書館
等へ 冊を贈呈した︒次に
合唱団 年間に歌った 曲
の楽曲集と練習用カラオケ
ＣＤ＆ＬＩＶＥ演奏ＢＤ制
作を検討中！まだまだボケ
る暇はなさそうです︒

初日の出未知なる一歩弾みけり
初春の心にペ�ジ真白かな
高松市・上枝

初釜や父の祝ひの楽茶碗
足下の雪ふみとかす寒稽古

和美

高松市・横山注連太郎

絵双紙の江戸の長屋や春の雪
紅梅や三つ編みの髪まだ細し
風邪の子の二重になりぬ瞼かな
高松市・浅田

豊

巻頭のコキアは﹁インス
タ映え﹂する写真︑スマホ
で撮ったとは思えない作
品︑これからの投稿に期待
が膨らみます▼新聞の原稿
作りにパソコンは必須︑書
きあげた原稿を誤って消し
て再度仕上げたという一面
の吉田さん︑大変苦労した
と苦笑い▼今年から正月号
も手配り︑配布日が地域に
よって多少違いがでるのは
お許しください︒
︵石川正治・記︶

編集後記

高松市・河端

汽笛一声この市が好き初明かり
師と詠ず詩魂の学び今朝の春

まち

右側は筍芋直径
8cm×30cm1.3kg
左は大根

める

23

熟したかな？

れたと感謝されました︒

次に葡萄の美味しさに感
動し︑当時最高級葡萄だっ
た﹁巨峰﹂に取っつき︑試
行錯誤をへて栽培技術を習
得︒収穫成功し栽培を終了︒
この間﹁アライグマ﹂に葡
萄を食い荒らされ悔しかっ
たこともありました︒
﹁巨峰﹂
の木を伐採中に葡
萄栽培の名手から︑最近開
発された﹁見た目に美しく

所得税と法人税の穴埋めで
社会保障にまわっていない
のです︒
それは︑法人税が ・３
％から現在 ・５％に半減
し︑所得税の最高税率も５
千万円以上の所得に ％課
税から ％に下げられてき
たからです︒まさに大企業
と富裕層の優遇施策の穴埋
めに消費税が使われてきた
のです︒
今年は統一自治体選挙と
参議院選挙の年です︒この
政治決戦で地方議員の拡大︑
参院選挙の前進で︑安倍政
権の暴走をなんとしても阻
止し︑平和と民主主義︑社
会保障の充実を求めていく
ことが重要です︒
45

10

極極極極極極極極

私は 才にして楽しんで
いることは︑
一つに家庭の果
樹＆野菜園だ︒
﹁最高に美味
しい物を栽培する﹂
をモット
ーに始めました︒ 数年前に
苦労して
﹁本格ネット入りメ
ロン﹂の栽培に成功し︑
自分
の技術を確信し栽培を終了︒

後日ある堆肥メーカーか
ら依頼されメロン栽培技術
を伝授しました︒製品品質
評価につき国の認証を得ら

レスしか使えないのは不公
平﹂など︑多くの問題点も
指摘されています︒
社会保障の充実と称して
１９８９年に ％の消費税
が導入され︑ 回の引き上
げが行われました︒そして
今年 月には ％の引き上
げが予定さています︒しか
し︑これまで社会保障の充
実には回らず改悪・負担増
が押し付けられてきました︒
１９８９年度と２０１６
年度の税収を比較すると︑
いずれも 兆円前後ですが︑
中身は所得税 兆円と法人
税 兆円を合わせて ・５
兆円のマイナス︑消費税は
・９兆円のプラスになっ
ています︒つまり消費税は
12
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第83回県展入選 写真部門 「小学生とふれあい」
萱原 法彦

10

8.7

13

贈呈した楽曲集

「巨峰」アライグマ
に襲われる！

れています︒全国でも珍し
い生木の地蔵さんに県外か
らも多くの参拝者が訪れて
います︒
所在場所は国道３７７号
線と県道佐野線観音寺から
徳島への交差点の近くです︒
大楠を目印においで下さい︒
︵三谷一孝・記︶

2

16

メロン試験栽培
ネット入り始める

生きた木に彫られた地蔵さん
大楠と赤いノボリが目印

での買物をキャッシュレス
で決算すれば ％のポイン
ト還元︑④マイナンバーカ
ードの取得者に買い物ポイ
ント付与などの実施を打ち
出し︑増税とセットになる
飲食料店への軽減税率の導
入が消費税増税対策として︑
年度予算編成や税制改革
の検討課題として具体化が
進められています︒
こうした政府の消費税増
税対策について︑﹁対策費が
課題に膨らめば﹁本来の目
的である財政健全化︑社会
保障の充実が見失われる﹂
との批判がある一方で︑野
党からは﹁選挙目当ての増
税対策だ﹂﹁増税の意味がど
こにあるのか﹂﹁キャッシュ
19

12

言われています︒
香川県の保存木︑﹁ふるさ
との名木﹂に指定されてい
ます︒この大楠の幹の奥深
くに身長１５０㎝の﹁地蔵
尊﹂が刻まれてあります︒
生きた木に彫った地蔵さ
ん︑その名を﹁生木の地蔵
さん﹂と呼ばれ崇拝されて
います︒何処からでも目に
付く大楠のもとには︑信者
の寄進による﹁生木地蔵菩
薩﹂の赤いノボリ数十本が
緑に映えてはためいていま
す︒香煙の絶えることはあ
りません︒
この生木地蔵尊は︑当地
の住人﹁森安利左衛門﹂が
天保７年に一人娘﹁ナヲ﹂
の病弱を案じ３か月掛けて
彫り上げたものです︒その
後病弱だった﹁ナヲ﹂はな
んと百歳まで生き長寿を全
うしたと言われています︒
この親子の墓は地蔵堂の
横に現在もあります︒何時
の世も子を想う親心は変わ
りありません︒
生木の地蔵さんに願い事
をすれば願いが叶うと言わ

8
尚則
斉藤

副会長

2

千田 建雄

ただ︑同年 月に発足し
た第 次安倍政権は第一段
階の﹁８％の引き上げ﹂は
２０１４年４月に予定通り
実施しましたが︑その後の
景気の落ち込みが﹁アベノ
ミクスの失速﹂に繋がった
ため安倍内閣は︑２０１４
年 月と２０１６年 月の
度︑それぞれの衆参両院
選挙に絡める形で引き上げ
を延期し︑自公政権を維持
してきました︒
今回 ％の引き上げに併
せて前回引き上げのような
増税による長期の景気落ち
込み︑
デフレを防ぐため︑
①
幼児教育︑
保育の無償化︑
②
飲食料や新聞の消費税を
％に据置︑③中小小売店舗
6

絵手紙 「かさじぞう」

1

3

25

大野原電話交換所の西隣
に楠の大木があります︒こ
の大楠は樹齢１２００年と
推定され胸高周囲 ｍ︑樹
高 ｍ︑四方に伸びた枝に
覆われた広さが５アールと

10

空井 昌彬（80才)

環境省・香川県、「星空の街・青空の街」全国協議会
主管：高松市写真コンクール
最優秀賞 「源平の空」
石川 正治

願いが叶うと県外からも参拝者
15

安倍首相は昨年 月 日
の臨時閣議で︑今年 月
日から消費税 ％の引き上
げを明言しました︒
安倍首相がこのタイミン
グで消費税の増税を打ち出
したのは過去 回の引き上
げ延期で︑ 年 月からの
％実施について︑くすぶ
っている﹁疑心暗鬼﹂を払
拭するためと思われます︒
そもそも消費税の引き上
げは旧民主党政権下の２０
１２年 月に︑同党と当時
野党の自民党︑
公明党が
﹁社
会保障の充実﹂を理由に
党合意で ％の消費税を
﹁８％﹂
﹁ ％﹂と段階的に
引き上げることを決めたも
のです︒
10
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大野原町の「ふるさとの名木」

生活者・勤労者の政治を取り戻す
10

2019年、私､「吉川さ
おり」にとって 期目
の挑戦となる参院選を
７月に控える決戦の年
を迎えました。
これまで 回経験し
た全国比例の参院選
は、全国各地の皆様に
私の名前を書いていた
だき、国会に重い議席
を預けていただいてい
ます。温かく多大なご支援を賜っていること､「吉
川さおり」と書いていただいた一票一票の重みを
日々かみしめながら参院議員として12年間、歩み
を進めてまいりました。
私､「吉川さおり」は皆様の負託に応えるため、
この間、一貫して総務委員会に所属し、情報通
信分野の健全な発展、さらには、そこで働く仲間
の皆様の環境整備に向け取り組み、そして同様に
災害対策特別委員会にも所属し、国民の生命・身
体・財産を守るための防災行政のあり方について
継続して質疑を重ねてまいりました。11年間に
及ぶ国会質疑によって進んだ取り組みもあります
が、これからも防災・減災に資する国会質疑を重
ねてまいります。
現政権下、国民生活に直結する多くの重要法案
が十分な審議もされないまま、採決が強行され、
さらには、法案の前提となるデータの虚偽や公文
書改ざんが次々と明らかになり民主主義の根幹を
大きく揺るがす事態に陥っています。長く続く一
強体制から真に生活者・勤労者の視点に立った政
治を取り戻すため、そして立法府たる国会でしっ
かりと議論できる緊張感とバランスのある環境を
つくるため、今夏の参院選はとても重要です。
これまで以上の逆風を乗り越えて、これまで以上
に原点と初心に立ち返りながら活動を続けてまいり
ます。社会保障「いきる｣、消防防災「まもる｣、情
報通信「つなぐ」の政策の 本柱を掲げ、全国を
力の限り精一杯駆け抜けてまいります。今後とも
全国各地の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。
皆様にとって、今年 年が実りある良い年にな
りますよう、お祈り申し上げます。

2

生木の地蔵さん
30

吉川さおり ３期目の挑戦
8
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烏骨鶏等に癒される毎日
平成 年に退職して、
年程度、テルテック香川で
銀行、農協、学校などの警
報システムの点検、保守を
してきました。
我が家では、
ネコが 匹と烏骨鶏が 羽
ほどいて、毎日の生活を癒
してくれています。
田畑では野菜などを作っ
たり、庭木の手入れや、山
野草の作成、手入れなどを
毎日しています。今は、身
体に良いと言われる黒ニン
ニク作りに取り組んでいま
す。

5

修作

高橋

家事サポートのお手伝い
平成 年に定年退職。も
うすぐ後期高齢者になりま
す。まあまあ元気です（笑）
年間勤めたバイトを卒業。
現在は「かがわ家事サポー
トセンター」の会員の通院
の送迎や掃除のお手伝い等
を微力ながら行っています。
映画鑑賞、美味しい食べ物
めぐりは大好きです。本会
の春と秋のレクには、元気
で体を動かせる限りは参加
したいと思いますので、健
康管理はしっかりしない
と！と思います。

石川 一弘

さぬき市

20

まだまだ、若い衆
平成 年 月に完全退職
し自治会の副会長を仰せつ
かった。私が「民生委員も
しよるしまだ無理やで…」
と断りの言葉を言い終わら
ぬうちに「若いしがせない
っか。
」と一蹴。
「え… 歳
でまだ若い衆か？」そうい
えば一昨年は秋祭りの太鼓
の乗り手になったなと納得。
縁あって電報配達もしてい
ます。母の介護と小さな畑
の管理。地域での自分の立
ち位置を自覚し楽しい生活
を心がけています。

3

元気が一番
退職して 年、第二の人
生への投資として退職金で
購入した農機具を操り美味
しい米を作るのが私の仕事。
今年は暑さで食味はまあま
あでしたが妻や孫は美味し
いと言ってくれます。自由
な時間は趣味で過ごすつも
りでしたが、バイクで転倒
し鎖骨を骨折した時に、生
まれて初めて救急車と入院
を体験。大事には至らず好
きなゴルフも出来そう。油
断は禁物、増える診察券を
見て健康でいたいと思う。

11

これからも続けます
退職後、経験したことの
ない腰痛になり、体力不足
を痛感しました。そこで、知
人の勧めもあり市立体育館
でマシンを使ったウォーキ
ングを始めました。歩くス
ピードは 〜 ・ キロで
調子のいい時はジョギング
も入れ約 時間。夏場は大
汗、冬場でも汗をかき快適
です。おかげで今のところ
腰痛も再発せず過ごしてい
ます。この先、寝たきり老
人にならないためにも続け
たいと思っています。

15

3

30

山下 文代

大矢 貞文

千田 建雄

退職記念に京都旅行
昨年 月に労働者福祉
協議会の役員を退任して半
年が過ぎました。毎日フリ
ーの生活にも慣れ、 日の
大半を田んぼに出かけ、
米・
野菜作りに精を出していま
す。
昨年 月には、退職記念
にと娘から京都旅行に誘わ
れ、娘・孫・妻の総勢 人
で十数年ぶりに母親等が眠
る納骨堂をお参りし、神社
仏閣巡りと紅葉を見て、ゆ
っくりとした時間を過ごし
ました。

岩本 富夫
第二の人生満喫中
今年 月に 年に亘るＮ
ＴＴでの生活に別れを告げ、
早くも ヵ月が過ぎようと
しています。
現在は、地元の自治会長
を務めています。また、野
菜作りや庭木の剪定、そし
て東洋ランを作っています。
釣りや旅行も楽しみの一つ
で、孫の塾の送迎を含めて、
第二の人生を満喫中です。
こうした生活が長く続く
ようお酒を少し慎み、健康
維持に努めたいと思ってい
ます。

6

椿

武義
高松市

三豊市

1

野菜の収穫楽しみ
退職してから早 ヵ月。
前から退職後の姿を考え
ていましたが、米作りと野
菜作りに興味がありました。
まねではなく、基本的な
理論に基づいた作物づくり
をしようと善通寺での講習
に通い、月 回の講義と
回の実習に励んでいます。
季節ごとの野菜作りと土壌
作りは、これからの作物づ
くりに大変役立つものと信
じています。
野菜の成長と収穫を楽し
みに過ごしています。

2

47

高松市

本田 治秀

二人三脚で電敷調査
退職後 年が経過しまし
た近況報告です。 年前に、
不注意から足と手をケガし
ました。日常生活には支障
はないのですが、この間ゴ
ルフは中断です。再開まで
もう少しかな。
仕事は妻と二人三脚で電
敷調査をしています。目的
地への行き返り途中、道の
駅、神社、寺等立寄りなが
らやっています。また、
月から退職会の会報を配り
始めました。地区の皆様よ
ろしくお願いします。

近況報告
今年 月に退職して ヵ
月、在職中から体型が少し
メタボ状態でしたので、自
宅で筋トレを試みましたが、
あまり効果がなかったので
一時中断。香川県の健康寿
命が ・ 歳（男性）と聞
き、私の理想としては平均
寿命まで持っていくことを
常に考えており、今後スポ
ーツジム等へ通うことも考
えており、メタボ解消に向
けて健康管理と趣味を生か
し有意義な日々を送りたい
と思っています。

1

高松市

観音寺市

5

土庄町
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修二
鈴木
11

宏
木村

8
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江國 義男

継続は力なり
古希を迎え、ふと振り返
ると続けていることの一つ
が日山（三谷町）の山歩き
です。リハビリで登った山
に魅せられかれこれ 年目。
四季の移ろいを感じながら、
通算１５００回が目前にな
り我ながら驚いています。
また、 年前より押し花
を始めました。色の組み合
わせや構成等不得意な分野
でしたが、やってみると面
白く結構な脳トレになって
います。まさに継続は力な
りです。

2

高松市
2

善通寺市

8

5

妻に感謝し調理を
退職して早 年目が過ぎ
ようとしています。
退職前には、サンデー毎
日をどう過ごそうかと考え
ていたが、いざ始まると何
も始まっていません。
朝一番の畑までのウォー
キングと野菜の手入れぐら
いかな？
ただ妻に対して 年間の
感謝と慰労をと思い、三度
の食事を退職後、ウエブで
レシピを調べ、調理を始め
ました。最近はこれが結構
はまっています。

37

丸亀市
9

15

3

72

青木 ノブ子

三木町
7

坂出市
42

鎌田 芳行

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。

さぬき市
人生の後半を有意義に
歳を過ぎ、さらに契約
社員として 年間働き、十
分会社に通った。今は病院
に通っている。といっても
旅行にも出かけ、草抜きも
し、ネコに癒され元気に過
ごしている。今までまわり
の人に支えられ、ここまで
こられたと感謝している。
今後も、自らの身体を大
切にし地域のため、子供た
ちのために、力になりたい
と思う。後半の人生も有意
義なものにしたい。よろし
くお願いします。
60

