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み、今では県展入選は常連
となり日本篆刻家協会評議
員、香川県ハーモニカ協会
理事を務めています。
「二兎を追う者は一兎も
得ず」の諺がありますが、
自虐の念を込め「三兎庵」
と名付け教室で篆刻を教え
ています。
十四講座に二百人が学ぶ
若手成長に次への期待
めだかの学校への入校条

二年ごとに成果を発表す
る合同作品展を、来年五月
に「東かがわ交流プラザ」
で開催予定、すでに準備に
取り掛かっています。
ハーモニカで
九月に大川栄作と競演
ハーモニカ一本ポケット
に入れて、海に山に何処へ
でも出かけ気軽に楽しめる
ハーモニカに魅せられた久
代さん、全国に数少ない日
本ハーモニカ芸術協会の準
師範の名手です。平成 年
からめだかの学校でも教室
を始めました。
九月一日には香川県ハー
モニカ協会主催で、歌手の
大川栄作を呼んで三木町文
化交流プラザでハーモニカ
コンサートを開催します。
特別編成のかがわハーモニ
カバンドの伴奏で大川栄作
が唄う夢の競演です。

今の時間を大切に何時迄
できるか分からないが、五
年を節目に次のことを考え
百歳まで頑張りたいと抱負
を熱く語る久代さん、その
傍で静かに聞き入る道男さ
ん、「妻が暴走しないよう手
綱をとる」と二人三脚振り
を見せていました。

http://nttobkagawa15.ec-net.jp
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めだかの学校で
地域文化の
発信続ける
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勉

吉田

インタビュー・監修

件は極めて簡単で、「気立が
優しい」これだけです。
いい先生・いい生徒に恵
まれ、誰が生徒か先生か分
からないくらい楽しく、め
だかのようにちょっとだけ
目を高くして自分磨きをモ
ットーにしているそうで
す。現在、書・絵手紙・野
の花を生ける・水彩画・切
り絵・篆刻・ハーモニカな
ど、多彩な講座を持ち十人
の講師が二百人の生徒さん
に教えています。
教室の中に喫茶コーナー
も設け、「あなたのガラクタ
は私には宝物」と我楽多市
も常設しています。生徒達
が資格を取り成長するとそ
の子達が先生になって次に
繋げ広げて行くのが理想と
語ります。

浅野道男・久代さんご夫妻

17

26

めだかの学校の教室風景

暑中お見舞い
申し上げます

下河

ＮＴＴ退職者の会
香川県支部協議会

会長

連日、暑い日が続いていますが、お元気で
お過ごしでしょうか。
年間活動も折り返し点を過ぎ、前半は生活
状況調査の訪問活動と統一自治体選挙でした。
憲法改悪・消費税・社会保障など将来が危

後半も参院選と政治課題が連続します。

「めだかの学校」
をつくり
地域文化を発信し続ける
浅野道男・久代ご夫妻を、
東かがわ市の自宅兼学校に
尋ねました。
めだかの学校の校長で妻
の久代さんは、長い間書道
に励んできましたが勤続
年でＮＴＴを早期退職、趣
味の世界に没頭することと
なりました。
当初は、ＮＴＴ三本松支
店のロビー等で作品を発表
していましたが、支店が閉
鎖されロビー展ができなく
なり、三本松の近くに海辺
のギャラリー「めだかの学
校」土・日美術館を開館、
その後自宅の車庫を改造し
移転して 年になります。
夫の道男さんは、 歳の
時に始めた篆刻にのめり込

常設展示する我楽多市の作品の前で

kagawa_nttob@joy.ocn.ne.jp

アドレス

e-Mail

惧される状況下で、政治に関心を持ち将来に
禍根を残さないよう全力をあげなければなり
会員も高齢化が続いていますが、
更に親睦・

ません。
交流の場の提供とニーズに対応するためのコ
ミュニケーションの強化に努めます。
暑い中ですが、熱中症などにご注意・ご自
愛ください。
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「栗林公園の和船」 写真：宮本敏彦

石あかりロード
ロードになります。周辺は
源平合戦の「那須与一の扇
の的」「源義経の弓流し」「総
門」など、歴史を語る史跡
が沢山あります。
またロード沿いにある洲
崎寺は、源義経の身代わり
で戦死した佐藤継信の菩提
寺で、合戦で負傷し本堂の
扉に乗せ源氏の本陣・瓜生
ケ丘まで運んだといわれ、
今でも毎年 月 日に慰霊
法要が行われ、境内にある
源平屋島合戦絵図の石板で
より源平のロマンを味わう
ことができます。
そして期間中の毎週土曜
19

日の夜、洲崎寺の本堂では
フラメンコやピアノ演奏な
どの無料公演が行われてい
ます。
会員の皆さん、「石あかり
ロード」で夕涼みを兼ねな
がら、石のアートと源平の
歴史秘話に触れてみません
か。
（石川正治・記）

59

チョウ 種・灯台 基・祭
り 祭・町並み風景 か所
など、旅のルートは山から
半島迄行ったり来たりの繰
り返しです。車中泊も２４
７日を数えパソコンを積ん
での旅です。
今後の目標は決めていま
せんが、そろそろ体力に限
界も感じるようになり滝巡
りに終止符を打って、自然
風景をターゲットに旅を続
けたいと思っています。
87

源平のロマンも味わえる牟礼町
と史跡を石あかりで結ぼ
う」というアイディアを採
用し開始したものです。
御影石のダイヤモンドと
いわれる花崗岩・庵治石の
灯籠やユニークな作品が沿
道に飾られ、夜になるとほ
のかな光とコラボして幻想
的なアートを創り、癒しの

中條雅典

3

最近は滝見道が崩れて通
行止めになり諦めることも
多くなっています。車も山
道や谷沿いを走るため四駆
や、北海道の一か月間の旅
に適したミニバンに替えた
りしましたが、ダート道に
はムリがあります。
写真は始めて見る滝や風
景の感動を表現しようと撮
影していますが、なかなか
上手くなりません。
今現在、
滝６５４・野鳥１８４種・
68

あかく身内にぽっとふくらむ
高 松 市

醤油倉醪つぶやく暑さかな
突然の暴れかなぶん座を乱す
小豆島町

初蛍みつけし声の重なりて
蛍火の乱舞音なき旋律に
高 松 市

中村

敏子

佳子

勲

柏

石川

今回衆参ダブル選挙にな
る可能性もあるなか、
原稿締
切りに追われバタバタとし
た取り組みとなりました▼
「会員便り」では何人にも足
を運んで苦労した話しや、
た
またま出合った会員が気持
よく応じてくれ感動した編
集委員もいます▼カラー版
は会員みんなで作る新聞、
原
稿集めに苦労もありますが、
多くの会員登場で感動する
記事に出合うことが沢山あ
ります
（石川正治・記）

編集後記

高 松 市

いい場所を得たが花火はあとわずか

ロシアには領土問題既になし

安藤千鶴子

どこからと聞かれて「ジャパン」日本地図

アルゼンチンのイグアスの滝へ列車ゆく
「悪魔の喉笛駅」をめざして

42

「屋島といえば高松、
高松
といえば屋島」
、
香川県民に
とって知らない人はいない
観光地。
「我が町紹介」
で改
めていうのもはばかれます
が、最近そこへ足を運んだ
ことがあるかどうかとなる
と疑問符が付きます。
しかし、隣町の牟礼町で
は８月に開催される「石あ
かりロード」は近年訪れる
人で賑わっています。
これは２００４年に町長
が町内外の有志に呼びか
け、
「大河ドラマ・義経」を
利用して源平史跡と石材産
業を結びつけるため、「史跡

高松

全国滝巡り放浪の旅

退職する五年前から退職
後に何をするか検討し、そ
の結果滝巡りを目的に自然
の風景を見に行くことにし
ました。２００５年９月に
祖谷のかつら橋横の琵琶の
滝からスタートしました。
当初は、年休や休日を活
用して四国の滝巡りでした
が、退職後は愛車で車中泊
をしながら、春と秋の年２
回全国へ放浪の旅に出かけ
るようになりました。
旅のルートはインターネ
ットで情報を取り、体力的
に行けるかどうかを判断し
決めています。不整脈・腰
痛などを抱えての旅ですか
ら、決断しても現地の駐車
場で気力がなかったら止め
るケースもありました。

佐藤継信の菩提寺・洲崎寺
義経の弓流し跡
会津若松城
（福島県）
島原城
（長崎県）

ノゴマ
（北海道）

ユニークな作品が並ぶ「石あかりロード」
苦労も多いが感動は大きい滝巡り

情報労連、退職者の会は第 回参議院全国比例
選挙に「吉川さおり」を組織内候補に決定し、今
日まで支持者・紹介者カードの提出要請と集約を
重点に取り組んできました。
「吉川さおり」参議員は３期目の挑戦に向けて、
推薦決定以降、全国各地を奔走し、情報労連の組
合員や退職者の会、共闘の仲間に支援を訴えると
ともに、政治が自分たちの生活や仕事に直結して
いることを訴え続けてきました。
また、各ブロック別に開催されてきた政策実現集会では
参議院議員選挙に臨む「吉川さおり」の決意として、社会
保障「いきる」
、消防防災「まもる」
、情報通信「つなぐ」
の政策の三本柱を掲げ、「国民の多様な声に耳を傾ける政治
を実現したい」と力強く訴えてきました。
参議院全国比例選挙で当選するには最低 万票が必要と
言われていますが、支持者・紹介者カードの集約状況は全
体的にまだまだ十分でなく、会員及び家族の提出を投票日
まで粘り強く追求していくことが求められます。
安倍政権のもとで公文書改ざん、
障がい者雇用の水増し、
勤労者統計の不正など、行政の不正が続いています。行政
の情報操作や捏造の究明、消費税の引き上げ凍結、改憲勢
力の２／３を阻止するためにも「吉川さおり」の勝利に向
けた会員の支援が求められています。

参議院選挙の香川選挙区は、四団体（連合香川・立憲・国
民民主・社民党）の統一候補に「おだ美和子」の推薦を決定
しました。立候補の記者会見では共産党を加えた野党統一候
補として「憲法改正反対」
「安保法制の廃止」などの４つの政
策も発表し、必勝に向けた取り組みを進めています。
具体的取り組みでは、「おだ美和子」の名前の浸透を図る
ためのリーフレットのポスティング、選挙事務所の開設、
県内４カ所の決起集会の開催、後援会カードの配布・集約
が精力的に進められてきました。
退職者の会はこうした取り組みに積極的に参加するとと
もに、全国比例区の組織内候補「吉川さおり」参議員と選
挙区「おだ美和子」をセットに支持者カードの集約・拡大
に取り組んでいます。
安倍政権の悪政・暴走政治にブレーキをかけ、
改憲を阻止するためには、香川選挙区を含め一人
区の勝敗がとりわけ重要になっています。今回の
参議院選挙では の一人区全てで野党４党（立憲・
国民民主・社民・共産）の候補者一本化が整い、
野党共闘の相乗効果、実効性をいかに高めていく
かが求められています。
香川選挙区からその盛り上げを図っていくこと
が期待されています。

国民生活無視の

60

ヒレンジャク
（高松）

はん田の滝（熊本県）

の金融庁報告書の討論はか
み合わず何時もの通りスル
ーである。この政権は選挙
さえすめば何でも出来ると
思っている。都合の悪いこ
とは役人の責任にして、隠
蔽・改ざん・虚偽答弁など
なんでもありである。
しかし、この政権は低い
投票率で常に勝利してきた
ことは事実である。得票率
は国民全体の 数％しかな
い。これで大勝し ％の議
席を占めてきている。選挙
制度の問題はあるにして
も、私達の民意が問われる
参院選挙は重要な選挙であ
り、必ず投票に行き比例区
「吉川さおり」
、選挙区「お
だ美和子」の両氏の勝利に
全力を挙げなければならな
い。
10

安倍政治は亡国政権
民の知りたい真実は行政か
らは聞こえなくなるかも知
れない。
何でもありの安倍政権
安倍政権は 日金融庁の
報告に関して、答弁拒否を
閣議決定したと伝えられ
た。
生活にとって重大な年金
に係わる議論は選挙前には
しないという姿勢で、国民
に選択肢を与えない強引な
態度に驚かされる。これで
自民党は勝てると考えてい
るのだろうか。民主主義国
家・日本の政治なのか。国
民を愚ろうし全く情けない
限りである。
参院選挙前、一年振りに
行われた党首討論もたった
分間で、４野党の党首と
18

水量が多くて滝裏へ行けない山彦の滝（北海道）

政信

（70）

20

国民は注目しており報告書
応えていたが、野党の争点
は欠かせない。「税と社会保
化に一転、安倍政権の政策
障の一体改革」はいつ何処
スタンスに合わないからと
で議論されたのか、この政
諮問しておきながら、金融
権では無理なようである。
審議会総会を経由してない
平成 年の年金制度改革
ので受け取らなかった。
は厚生年金、国民年金をそ
森山自民党国対委員長
れぞれ２割・３割下げるこ
は、「審議会報告書は無い物
とにより財源は確保でき
であり、これをテーマに予
の制度と与
算委員会は開くことはでき 「１００年安心」
党は宣伝したが、今までそ
ない」と発言、諮問された
れを信じてきた国民に甘い
答申を無い物にするという
前代未聞の出来事である。 見通しを訂正せず、都合の
悪いことは先送りしたので
不安を持つ国民に丁寧に説
は一向に解決しない。五年
明するのではなく、正確に
に一度の「財政検証」も参
事実を説明すべきである。
院選挙に不都合なのか未だ
不安抱える年金制度
に出てこない、国民には正
直に説明しなければならな
いだろう。
これからの答申・報告書
は全て政権に逆らえず、国

アクリル画「つなぐ」

濱本
小豆島

千鶴子

法夫

久保

愛車を車中泊が
できるよう改造

25

16

事務局長
多くの問題点を抱える年
金制度をどう抜本改革する
のか、受給者と現役世代の
保障を如何にしていくのか

45

千田建雄・記

審議会報告書の
受け取り拒否
金融審議会から出された
報告書では 歳の退職者夫
婦の生活は、年金受給者で
も 歳まで生きるには約
０００万円足りないとい
う。一概には言えないが退
職金はローンの返済などで
消え、２０００万円の貯金
は勤労者には無理で、退職
者は長生きできないことに
なる。医療費の値上げ・消
費税の引き上げに家計はさ
らに苦しむことになる。
金融審議会の報告書は専
門家で構成され、作業部会
で 回の会議を重ねたうえ
で出されたものである。
麻生金融担当大臣は当初
この問題に、平均寿命など
を口にしてインタビューに

写真「イグアスの滝（アルゼンチン）」

安藤
高松

正明
篠原
丸亀

安倍改憲NO、暴走政治阻止へ
65

比例区・吉川さおり
選挙区・おだ美和子
2

32

竹細工「オートバイ」
「SL」

参院選必勝への旗手
95

12
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の草抜きにいそしみ、後は 歳

休みは、舎園場の農作業・庭

裕次郎を友に
光陰矢のごとし、
退職して
から 年が過ぎましが、
この
言葉がぴったりの感があり
ます。
退職と同時に電報配達
をはじめ現在も続け、
月の半
分は仕事をし、
後は悠々自適
に過ごしています。
4

になる男の内孫に遊ばれてい
ます。今まで男の子供に縁が無
かっただけに「こいのぼり」と

「張り子の虎」を飾ったときは
感動もの。夜は、裕次郎ＤＶＤ
を友に楽しんでいます。

近況について
現在私は、週 日、社会
奉仕士もどきの仕事をして
いますが、本来の私のやり
たい仕事ではありません。
安倍内閣は、 億総活躍
時代だの高齢者雇用だのと
言っていますが、専門資格
を持っていてもまだまだ、
歳の雇用の壁を感じてい
る今日この頃です。残りの
週 日は、大学院生として
疫学・統計学・英語論文な
ど、不得意分野の学問にも
挑戦し、認知症予防をして
います。

退職してから
昨年の 月に退職して、
あっという間に 年が過ぎ
ました。当初、現役時代の
仕事に関する夢をみていま
したが、今では休みにも慣
れ、すっかり見なくなりま
した。
現在は、
月 回ほど大好き
なゴルフを満喫しています。
また、健康にボウリングが良
いと誘われて、週 回の健康
ボウリングに参加していま
す。今後は、夫婦そろっての
時間を大切にし、旅行などを
考えています。

まだまだ新米退職者
退職して早 ヵ月になり
ますが、特にこれといった
近況報告はありません。
困ったことに、まだ新米
退 職 者 の 生 活 に 慣 れ ず、
時々仕事の夢で唸ったり、
車で走っていてもついマン
ションの看板に目が行って
しまいます。
やはり、勤続 年半の生
活習慣は簡単に抜けないよ
うです。
当面は、これからの充実
した第二の人生を考え中と
いったところです。

年が過ぎて…
退職後どう過ごそうか、
何
か趣味をと思っているうち
に早や 年が過ぎました。
皆
さんに自慢出来るものは何
もなく、
ただ毎日ボーと過ご
している私ですが、
一昨年は
氏子祭りの地区総代になり、
その実績を買われ？昨年か
ら地区の自治会長をやらさ
れています。

昨年末に糖尿病が発覚しま

したが、食事と運動、イヌリン

で改善され、減量もでき、今で

は午前中は運動、私の中で運動

が趣味の一つになりそうです。

ジョギングで健康維持
今年 月にドコモを退職
して ヵ月が経ち、今は
年前に孫を小学校に送って
行くのをきっかけに血圧と
体重を下げる目的で始めた
ウォーキングを、 年前か
らジョギングに変え毎朝
㎞を 分かけて走っていま
す。結果、丸亀ハーフマラ
ソンを完走し、当初目的の
体重は ㎏が ㎏、血圧は
～ が ～ に下がりま
した。今後も運動を継続し
て健康で楽しい第二の人生
を送ろうと思います。

大矢知津子

2

水彩画とクルーズ旅行
月 回の水彩画を 歳で
始めて早や 年。
絵をかいて
いると時間を忘れてしまい
ます。会員は 名程ですが、
おしゃべりとたまに食事会
など楽しいグループです。
ま
た、
今年は一度行ってみたか
ったクルーズ旅行に行くこ
とができ、
こんな世界があっ
たのかと驚き、
ゆったりと船
の旅を楽しみました。
思う存
分美味しい食事も頂きまし
た。また、次回を楽しみに、
まずは、
健康管理に気をつけ
たいと思います。

観音寺市

樋口 建右

パークゴルフ始めました
いつまでも元気で
退職して 年、今年から
今年の 月で傘寿になり
運動不足解消のためパーク
ました。退職してから二十
数年、思えば長くもあり、 ゴルフを始めました。
最初は年寄りの玉転がし
あっと言う間でもありまし
と、たかをくくっていまし
た。いろいろな事に挑戦し
たが、やってみると意外に
て頑張って来ましたが、年
を重ねると体力の低下や、 めんどい。 歳前後のじい
さん、ばあさんにとても適
病院通いが多くなって来ま
いません。何年もやってい
す。今は毛筆だけを教えて
る上手な人に言われました
います。生徒さんとお話し
をし、毛筆を続けて行くの 「数をこなさな、いかんで
よ」やっぱりなー。
が今の楽しみです。これか
７月末に香西にパークゴ
らは、元気で健康管理をし
て、
過ごして行きたいです。 ルフ場が出来る予定です。
みんなもやってみたら。

仕事と地域
今回、退職者の会に入ると
共に新しい仕事で四苦八苦。
今の時代の厳しさを感じる
日々です。地域でも、兄の関
係する障害者全国会役員を受
けてから、総会や各取組み・企
画作成など、病院職員や印刷
会社の方々とも知り合え、第
二の人生にチャレンジ中で
す。まだまだ時間に余裕があ
りませんが、好きな本を通勤
電車で読み教養？を高めて、
趣味ができるようになった
ら、即活かせるように蓄積し
ていきたいと思います。

映画のしごと
退職後も映画の自主上映
に関わっており、映画会は、
年間平均 回開催し、 年で
１４４０回の映画会となり
ます。私の仕事は、企画・宣
伝物の作成、当日の運営等。
日本で公開される映画は、
千
本前後で、
その内の数本をホ
ール等で上映しています。
今
年は話題作「万引き家族」な
どに力を注いでいます。
忙し
い毎日ですが映画に関わる
ことで、
頭の体操もできてい
るかと思います。
映画で忙し
いのも悪くはない。
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高松市

18

土佐 郁夫

11

6

人生で一番楽しい時

大片づけの最中です
目下、大断捨離の最中で
す。孫が我家に隣接して新
築することになり、その地
にある物置小屋の整理、私
が楽しみ育ててきた花々の
始末、毎日早朝と夕方頑張
っています。何んと不用品
の多い事。もったいない精
神の昭和生まれ、本・衣類・
家具・花木「ごめんなさい、
罰あたりそう」と言いなが
ら片づけにいそしんでいる
今頃です。これを機にあら
ゆる事の終活を始めねばと
思っております。

80 75
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80

道久 隆雄

琴平町

高松市

5

6

老人会の会長を務めて、
年になります。高齢者のため
の給食の提供、警察との連携
で、詐欺の被害防止や交通安
全活動などに取組んでいま
す。今、
力を入れているのは、
「石節（せきぶし）
」の復活に
向け、保存会で活動している
ことです。この石節は、大坂
城築城当時の小豆島の石工
の祝い唄と踊りに由来する
ものです。カラオケ・日舞な
どの趣味と併せ、古希を迎え
た今が、人生で一番楽しい時
を過ごせていると思います。
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大森
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浜田 幸子
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真鍋

豊

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。
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