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頑張ってます

Ｈ
Ｐ

　会員の皆様お元気ですか!
１、新型コロナ感染拡大関係であります、『国』から4月7日緊急事態宣言が発令され
5月23日に解除され、一旦収束したかの様に感じられましたが、その後周知の通り、
東京・関東圏を中心に、更には近畿大阪府を始めとする、一府四県・愛知県・北海道・福岡と全地域
に至るまで「新型コロナ」の新しい感染者が（所謂・罹患）第二波的感覚で増加・拡大しています。
　　会員の皆さんに置かれましては、『コロナ禍』に於いては、『国・当該行政』から出されています、『コロ
ナ感染拡大防止』ガイドライン3密（密集・密接・密着）うがい・手洗い、マスク着用、一定の距離間隔を、
不要・不急の外出を控え遵守し『自らの生命・健康を守り且つ家族等』への感染拡大防止に努めて下さい。

２、そして、今後新型コロナ感染症の対応は、紛れも無く、この種ウイルスの絶滅は不可能に近い性格
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4.議　　事 　① 2019年度活動報告及び4.議　　事 　① 2019年度活動報告及び
　　　　　　　 2019年度決算報告　　　　　　　 2019年度決算報告
　　　　　　 ② 　　　　　　 ② 2020年度活動方針（案）及び予算（案）2020年度活動方針（案）及び予算（案）
5.その他 　　① 5.その他 　　① 本総会は、書面議決方式とすることから本総会は、書面議決方式とすることから

各代議員は、9月18日（金）第 12 回幹事各代議員は、9月18日（金）第 12 回幹事
会までに各ブロック委員会 3 役に議決事会までに各ブロック委員会 3 役に議決事
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２０２０年９月１日２０２０年９月１日
NTT労働組合退職者の会　大阪支部協議会NTT労働組合退職者の会　大阪支部協議会

会長　中井 秀禮会長　中井 秀禮

の持ち主との事。我々の先人・賢人曰く!其の対応・対
処策であります。感染症の歴史的教訓を『礎』とし、新
型コロナ対応は、長丁場になる事を覚悟し、対応行為
等々は、ウィズコロナと云う様な位の鷹揚な気持ちで
『正しく恐れ・共生感覚』を持ち日々送る事が肝要であ
ると!
　　希望的観測でありますが、一日も早い「ワクチン」の
完成である事を『願う』ものであります。

３、この様な状況下にあって、NTT労働組合退職者の会
大阪支部協議会第23回定期総会を2020年10月9日
（金）開催予定であります…が、昨今・そして前述情況
のコロナ禍を充分に踏まえ、定期総会開催につきまし
ては、『書面による決議』とする等、此れまでにない総会
となり、併せて、総会出席者等（代議員・ご来賓等々）
の安全・健康に留意し『書面』をもっての決議開催とし
ました事のご理解と今後も『NTT労働組合退職者の会
大阪支部協議会』へのご協力をお願い申し上げます。

　　最後に、一日も早く、あの日!あの時!の穏やかな日々
普通の『日常』が来ます様に願うのみです!� 以上

NTT 労働組合 退職者の会
大阪支部協議会
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【重点的取り組み】

1. 危機管理マニュアル（手引）作成について
　　防災月間を設定し、全会員に対して、安否確認を兼ねた「お元気ですかコール」を実施予定であっ

たが、新型コロナウイルスの蔓延に伴い、感染拡大防止対策として、非常事態宣言が政府より発令
されました。それを受け情報労連、NTT 労働組合、退職者の会中央協議会の指導の下、大阪支部
協議会としてあらゆる活動を自粛することとしました。したがって、今年度は、計画すべてを中止、
又は、延期をして新型コロナウイルス感染防止対策に重きを置き「お元気ですかコール」の実施に
は至りませんでした。

2.「摂河泉・クラブ」について
　　PT 委員会を立ち上げ年間計画を策定しましたが、上記 1. 項と同様に、活動（行動）自粛に伴い

全講座の実施には至りませんでした。

3. 拡大ブロック委員会について
　　政治学習と兼ねて 6 月に実施予定でしたが、上記 1. 項と同様に、活動（行動）自粛に伴い実施

には至りませんでした。

4. 台風 15号及び台風 19号等の大規模被災者支援カンパについて
　　中央協議会の指導のもと実施した結果、大阪支部協議会会員 422 名 1,112,420 円のカンパ金

を集約し、中央協議会を経て被災者に届けられました。
※退職者の会（全国）: 24,588,745 円　NTT 労組（全国）: 36,426,981 円　今後の地震、風水

害の大規模自然災害での被災者支援を目的に NTT 労組に「災害者対策基金」を設立して「現・
退一致」でこの取り組みを支援・協力に努めました。

　
5. 核兵器廃絶 1000万人署名の取り組みについて
　　2020 年春の「核兵器不拡散条約再検討会議」に向けて、大阪退職者連合と連携し「核兵器のな

い世界の実現を願い・届ける」取り組みとして「連合・核兵器廃絶 1000 万署名」活動を会員 6,441
名に呼びかけました。

　　なお、全国的には 159,573 筆（前回 2015 年 161,679 筆）と目標の 20 万筆に至りませんでした。
　　今後も粘り強く「危険な核兵器廃絶」へ向け会員に伝える活動を継続して進めます。

【具体的取り組み】

1. 事務局の運営について
（1）事務局体制については、新型コロナウイルスの蔓延に伴い、感染拡大防止対策のため、4 月 6

日 ~8 日、5 月 18 日 ~5 月 29 日の間は最低配置要員（1 名 ~2 名）、4 月 9 日 ~5 月 15 日の間は、
在宅テレワークとし、感染拡大防止にも会員の理解・協力の基、任務を遂行することができました。

（2）幹事会に向けて、原則、月 1 回の事務局会議並びに拡大事務局会議を開催し、情報の共有に
努めましたが、新型コロナウイルス感染予防対策のため第 6 回（4 月）事務局会議は書面によ

一年間の活動を振り返って
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る持ち回り事務局会議としました。
　　幹事会については、第 7 回、第 8 回、第 9 回を持ち回り幹事会で開催し、情報共有化に努め

ました。ブロック長会議を第 1 回、第 2 回、第 3 回と開催し、緊急事態下のブロックの現状を
把握し、危機管理体制への対応を確認しました。

（3）事務局開設日は、朝会（朝のミーティング）を実施し、日々の情報の共有に務めました。

2. 会員拡大の取り組みについて
（1）大阪グループ連絡会が主催する「退職予定者説明会」が新型コロナウイルス感染予防対策の

ため開催が中止となり、「退職者の会」の活動内容等をアピールする機会を得ることができませ
んでしたが、208 名の加入申し込みがありました。（遺族会員 51 名含む）

（2）恒例の「新規会員懇親会」は、新型コロナウイルス感染防止対策のため開催を中止としました。

（3）「女性の会」では、4 ブロック合同懇親会・退職予定者説明会参加・政治学習会へ女性会員参
加を呼びかけ、新規会員懇親会への出席依頼、グル連女性連絡会への参加、「女性の会」手芸教
室の開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染防止対策のため実施できませんでした。

3. 退職者共済の取り組みについて
（1）毎年度実施している、幹事会での「電通共済生協近畿ブロック推進部」による、加入促進の

ポイント説明会は、新型コロナウイルス感染防止対策のため実施できませんでした。

（2）会員からの電通共済関係の問合せ等に対し、事務局全員が受付を行い、円滑な処理に努めま
したが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、4 月 9 日 ~5 月 15 日間は電話受付を休止し、
期間中、電通共済生協のフリーダイヤルを案内し、又、電通共済生協組合員の協力も得て対応し
ました。

4. 会員とのコミュニケーションの充実について
（1）会員との重要なコミュニケーションツールとして会報誌「摂河泉 OB」は、奇数月 11・1・3・5・

7・9 月に発行予定でしたが、新型コロナウイルス感染防止対策のため 5 月号と 7 月号を合併発
行しました。

（2） 編集委員会は、新型コロナウイルス感染防止対策のため 4 月・5 月は実施に至りませんでし
たが、他の月は、掲載する記事の取集、編集等「手に取って読まれる会報」を目指して、紙面内
容の充実を行いました。なお、編集支援を求めて紙面の充実を図りました。

（3）ホームページについては、迅速な編集と更新に努めてきました。また、各ブロック、各サー
クルへのホームページ作成に必要の都度その相談にに対応をしました。

5. イベントの取り組みについて
（1）泊旅行については、今年度実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、計

画を中止としました。

（2）ウォークラリーについては、新型コロナウイルス感染防止対策のため今年度の計画を中止し
ました。なお、記録・感想文を頂いた方々へ文集を発行しました。
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（3）支部協議会主催のグラウンドゴルフ大会は、新型コロナウイルス感染防止対策、更には天候
不良のため中止となりました。

（4）ブロック主催のレクは、河内ブロック及び泉州ブロックで計画していましたが、新型コロナ
ウイルス感染防止対策のため中止としました。

6. 文化活動の取り組みについて
　　サークル活動については、会報誌「摂河泉 OB」にサークル活動を紹介し、各サークルのホーム

ページ更新の支援を行いました。4 月 ~6 月については、新型コロナウイルス感染防止対策のため、
サークル活動の自粛要請を行い全面的な協力を受けました。

7. 福祉活動の取り組みについて
（1）愛のカンパは、341 名の会員より 677,000 円（2020.8.17 現在）のカンパ金全額を「社会

福祉法人　全電通近畿社会福祉事業団」に届けました。多くの会員のカンパへのご協力を心より
感謝申し上げます。

（2）「愛の家・あいハート須磨」のボランティア活動については、新型コロナウイルス感染防止対
策のため、グループ連絡会・退職者の会としてのボランティア活動が中止（施設独自の開催に限
定）となりました。「プルタブ、牛乳パック、使用済み切手、使用済みカード」等の物資取集活
動に多くの会員から寄せられており、愛の家・情報労連等へ届けました。

8. 平和活動の取り組みについて
（1）情報労連が進める「平和四行動」は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、「県内関係者

のみの開催」として、沖縄・広島・長崎フォーラムは、開催されましたが、全国からの派遣につ
いては、中止となりました。

　　なお、平和四行動の内、北方領土返還大阪府民大会は、2 月 7 日に中の島公会堂で 10,000
人規模で開催され大阪支部協議会から 12 名が参加しました。

（2）今年度は、現地へのオブザーバー中止となりましたが、「折鶴」を千羽鶴として、大阪グルー
プ連絡会を通じて、現地（広島・長崎）へ献鶴しました。

（3）大阪支部協議会独自平和行動については、「女性独自（目線）」で平和行動を構築し活動を展
開する予定でありましたが、新型コロナウイルス蔓延に伴い、防止対策のため、PT 会議開催（初
回 1 回のみ）となり、具体的活動に至りませんでした。従って、次年度に向けてより具体的内
容を立案することとし、実現を目指します。（継続）

（4）核兵器廃絶 1000 万人署名の取り組みについては、核兵器の脅威は、十分理解をしつつも会
員の中には「個人情報開示」「高齢化」などによる戸惑いが想定され、会員 1 人当たり 2 名以上

（家族含）の署名活動を進めた結果 1,540 筆（前回 2015 年 3,317 筆）を中央協へ託しました。
会員の皆さんのご協力に感謝します。

9. 政治活動の取り組みについて
（1）「アピール 21」については、ブロック委員を中心に取り組みました。

（2）情報労連、大阪グループ連絡会、大阪退職者連合からの要請には、積極的に取り組みました。
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（3）政治学習会は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、中止としました。

10. 共闘活動の取り組みについて
（1）大阪グループ連絡会に積極的に活動参加をしましたが、新型コロナウイルス蔓延に伴い、防

止対策のため 7 月までその活動を自粛しました。下記役員を派遣しました。
　　役員派遣副会長 : 中井会長　・　幹事 : 池尻事務局長

　　　女性連絡会 : 中村幹事　・　ボランティア連絡会 : 槌本副会長

（2）大阪退職者連合に積極的に活動参加をしましたが、新型コロナウイルス蔓延に伴い、防止対
策のため 7 月までその活動を自粛しました。下記役員を派遣しました。

　　副会長 : 中井会長　・　幹事 : 掛川副会長　・　幹事 : 池尻事務局長

（3）東大阪退職者会に積極的に活動参加をしましたが、新型コロナウイルス蔓延に伴い、防止対
策のため 7 月までその活動を自粛しました。下記役員を派遣しました。

　　副会長 : 西浦副ブロック長・幹事 : 村上ブロック委員

11. ブロック活動の取り組みについて
　　ブロック委員の定数（会員 50 名毎に 1 名）は四ブロック共、ブロック委員定数を達成し、運営

を行ってきました。
以　上

【はじめに】
　　新型コロナウイルス感染予防策を取り入れた「新しい生活様式」を、日常生活で実行することが

求められています。従って、「各種会議の進め方やレクリエーションの方法」などの開催にあたっ
ては、基本とする「3 密回避、マスク着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの取り組みをお互い
が実践し「感染予防・拡大防止」に努めることとします。

　　以下、大阪支部協議会としての活動や行動の「重点項目」を示すこととします。

【重点取り組み】

1. 危機管理の取り組みについて
　　NTT 労働組合退職者の会中央協議会により、示された「危機管理マニュアル」を基本に、「現・

退一致」の重要な取り組みと位置づけ、大阪グループ連絡会と連携して「退職者の会　大阪支部協
議会」の危機管理マニュアル（手引き）を作成すると共に大阪支部協議会の基本である会員を「1
組 :50 人」として「お元気ですかコール」「緊急連絡」など具体的な行動を実施することとします。

（1）毎年拡大する自然災害への予防保全対策「自らの命は、自らが守る」ために日常からの避難ルー
ト、建物周辺、河川の状況の把握と対策。

（2）新型コロナウイルス感染防止対策の基本である【3 密・マスク着用・こまめな手洗い・ソーシャ
ルディスタンス】などの行動を順守をします。

2020年度活動方針（案）
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（3）全会員に対して、「お元気ですかコール」を実施します。具体的な進め方を幹事会に提起し、
意識統一を行います。又、会報誌「摂河泉 OB」手配り訪問活動を継続実施します。

　　
2.「摂河泉・クラブ」について
　　昨年と同様に PT を立ち上げて、講座運営・講座カリキュラム内容などを含め、過去に出された「改

善・要望」を加味し、企画・立案を行い別途幹事会に提案することとします。
　　第一回幹事会で、2020 年度摂河泉クラブ PT メンバーの選出を行います。

3. 拡大ブロック委員会開催について
　　各ブロックが毎月実施している「ブロック委員会」を「ブロック委員の情報共有と交流の場」と

して、より一層の「組織の充実」を図ることを目的に、年 1 回「拡大ブロック委員会」を開催します。 
　　なお、具体的には、開催方法等を含めて幹事会に提案することとします。

【具体的取り組み】
1. 事務局の運営について
（1）事務局体制については、昨年を継承し、6 人体制とします。
　　　　会長 :1 名　・　副会長 : 若干名　・　事務局長 :1 名　・　事務局次長 : 若干名

（2）事務局開設は、原則週 5 日（月 ~ 金）とし、常駐者は原則各々週 4 日（月 ~ 金）とし、事務
局開設日は、朝会（朝のミーティング）を実施します。

　　原則 : 会員からの問い合わせについては、午前 10 時 ~ 午後 3 時までとします。（但し、土日
祝については、緊急時を除きお休みとします）

（3）月 1 回の幹事会開催に向けて、原則、事務局会議「月 1 回」を開催します。また、課題解決
に向けて、必要の都度「拡大事務局会議」などを開催し、情報の共有や意識統一に努めることと
します。

（4）会報誌「摂河泉 OB」発行については、「紙面の企画・構成・データー収集」などより充実を
行うことから企画・編集の際、編集委員会を開催することとします。

2. 会員拡大の取り組みについて
（1）大阪グループ連絡会が主催する 2021 年 2 月予定「退職予定者説明会」に協力します。なお、

2020 年度以降の退職者予定者が減少傾向にあることから「退職者の会加入」をより PR し会員
拡大に努めます。

（2）年度途中の退職予定者に対して、大阪グループ連絡会と連携を密にして、各分会での説明会
に参加を要望します。

（3）退職者の会「女性会員」との双方向活動をより前進できるよう、大阪支部協議会「女性の会」
活動を継承します。

（4）遺族会員の加入については、遺族共済加入説明時を活用して積極的に加入を勧めます。
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3. 退職共済の取り組みについて
（1）共済に関する業務処理の効率化を図ると共に、加入促進月間や、会費導入時に NTT 労働組合

関西総支部と、連携を密にして取り組むこととします。

（2）遺族へ電通共済生協の重要を伝え、継続加入を勧めることとします。

4. コミュニケーションの充実について
（1）会報誌「摂河泉 OB」の発行は、奇数月の年 6 回（11・1・3・5・7・9 月）の発行とします。

また、親しみが持てる「紙面構成」に努めます。「ホームページ」記事は、タイムリーな発信を
努めることとします。

（2）各ブロックの記事、各サークルの記事（ホームページ・ブログ）の更新を支援することとします。

5. イベントの取り組みについて
　【基本事項】　
　　取り組みの基本事項は、新型コロナウイルス感染防止対策の必要性【3 密回避・マスク着用・手

洗い・ソーシャルディスタンス】に基づき以下の行事を開催することとします。
　　上記の基本事項に基づき、「開催場所、開催方法、募集人員、行事内容」を検討することとします。

（1）泊旅行については、隔年とし、昨年度実施を検討していましたが、新型コロナウイルス感染
防止対策のため中止したことから、今年度、実施を検討することとします。

（2）ウォークラリー月間行事については、昨年度実施予定としていましたが、新型コロナウイル
ス感染防止対策のため中止したことから、今年度、実施を検討することとします。

　　なお、「記録・感想文」を文集として発行することとします。

（3）ブロック企画のイベントは、昨年度実施予定としていましたが、新型コロナウイルス感染防
止対策のため中止したことから、今年度も同様に 2 ブロックの主催で実施を検討とします。

　　具体的には「幹事会」で論議することとします。

（4）支部協議会主催、第 15 回グランウンドゴルフ大会は、支部協議会の重要な行事と位置づけ、
具体的には幹事会に提案をします。

　　なお、会場については、施設管理側と相談しながら進めます。

6. 文化活動の取り組みについて
　　サークル活動については、会報誌「摂河泉 OB」・ホームページにサークル活動を紹介し、会員

が参加しやすい PR ページ作成に努めます。

7. 福祉活動の取り組みについて
（1）愛のカンパは、引き続き会報誌「摂河泉 OB」で「社会福祉法人　全電通近畿社会福祉事業団」

の活動を PR し , 又、事業団発行の会報「愛＆ハート」などにより、具体的活動報告に努めるこ
ととします。

　　カンパ活動は、会報誌「摂河泉 OB」2021 年 5 月号に要請文を掲載します。
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（2）愛の家、工房みさき、あいハート須磨等からの要請については、大阪グループ連絡会と連携
して対処することとします。

（3）プルタブ、使用済み切手、使用済みテレカ（カード）、牛乳パックなどの資源収集活動は、本
年度も継続し「愛の家、情報労連など」へ寄贈することとします。

（4）情報労連主催の全国環境統一行動の要請には、「現・退一致」の観点から参加協力することとします。

8. 平和行動の取り組みについて
（1）情報労連の「平和四行動」については、参加（オブなど）することとします。

（2）大阪支部協議会「独自平和行動参加」は、今日までの考えを継承し、今年度以降有志会員等
を中心に内・外への戦跡等への体験・研修・見学を考慮することとします。

　　又、「女性独自の平和行動」は、昨年の経過を継続し、2020 年度一年間をかけて、具体的行
動内容を PT 会議で論議し幹事会に提案し実施することとします。

　　　
9.　政治活動の取り組みについて
（1）生活者・納税者の視点に立った政策の実現に向け、大阪グループ連絡会（情報労連大阪地区

協議会）と連携し、組織内議員及び自治体議員への支援と当選に向け取り組みます。
　　そのために会員への周知活動を進めることとします。2 年後の参議院議員選挙への準備と併せ、

衆議院議員解散総選挙での必勝に向けて、組織内議員「田嶋要」千葉 1 区、「岡本あき子」宮城
1 区の再選と組織が推薦する議員すべての必勝に向けて、中央協議会の指導のもと大阪グループ
連絡会と連携して取り組むこととします。

（2）「アピール 21」については、ブロック委員を中心に取り組みます。会員に対しては、会報誌「摂
河泉 OB」にその必要性を掲載し、入会の募集をすることとします。

（3）情報労連大阪地域協議会、大阪グループ連絡会、大阪退職者連合などからの要請に協力する
こととします。

（4）政治学習会は、拡大ブロック委員会開催と併せ実施内容を幹事会で提起し進めることとします。

10. 共闘活動の取り組みについて
（1）NTT 労働組合大阪グループ連絡会と「現・退一致」の運動を行うこととします。

（2）大阪退職者連合の要請により、役員派遣及び諸活動への参加・協力することとします。

（3）東大阪退職者会の要請により、役員派遣（河内ブロック委員会）及び諸活動への参加・協力
をすることとします。

11. ブロック活動の取り組みについて
（1）ブロック体制については、以下の役員を配置することとします。
　　　ブロック長（副会長兼任）1名
　　　副ブロック長（幹事兼任）1名
　　　事　　務　　長（幹事兼任）1名
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2020年度予算（案）
収入の部  

主科目 内容科目 前年度予算 予算額 前年度予算比
会 費 14,928,000 15,048,000 120,000
交 付 金 8,229,200 8,290,400 61,200
雑 収 入 1,501,000 1,501,000 0
繰 越 収 入 8,382,733 11,000,000 2,617,267

計 33,040,933 35,839,400 2,798,467

支出の部  
主科目 内容科目 前年度予算 予算額 前年度比

旅 費 出 張 旅 費 400,000 400,000 0
雑 交 通 費 900,000 900,000 0
旅 費 雑 費 100,000 100,000 0

計 1,400,000 1,400,000 0
物 品 費 消 耗 品 費 320,000 320,000 0

計 320,000 320,000 0
経 費 事 務 局 費 2,655,000 2,655,000 0

会 報 費 6,300,000 6,300,000 0
文 化 活 動 費 2,600,000 2,600,000 0
組 織 活 動 費 2,500,000 2,500,000 0
通 信 費 450,000 450,000 0
慶 弔 費 900,000 900,000 0
雑 費 230,000 230,000 0

計 15,635,000 15,635,000 0
会 議 費 総 会 費 2,000,000 2,000,000 0

事 務 局 会 議 240,000 240,000 0
幹 事 会 1,100,000 1,100,000 0
諸 会 議 1,000,000 1,000,000 0

計 4,340,000 4,340,000 0
ブロック費等 8,095,900 8,154,200 58,300

　　河内 2,723,300、泉州 1,636,500、北摂 1,794,900、なにわ 1,999,500
　　会員数× 1,100 円 + 一律 30 万
　　河内 2203 名、泉州 1215 名、北摂 1359 名、なにわ 1545 名

予 備 費 3,250,033 5,990,200 2,740,167
合 計 33,040,933 35,839,400 2,798,467

2019 年度決算報告書 (2019.10.1~2020.5.31)

収入の部  
主科目 内容科目 予算額 執行額 執行率

会 費 14,928,000 15,287,800 102%
交 付 金 8,229,200 8,873,100 108%
雑 収 入 1,501,000 1,593,982 106%
繰 越 収 入 8,382,733 8,382,733 100%

計 33,040,933 34,137,615 103%

支出の部  
主科目 内容科目 予算額 執行額 執行率

旅 費 出 張 旅 費 400,000 161,360 40%
雑 交 通 費 900,000 169,360 19%
旅 費 雑 費 100,000 0 0%

計 1,400,000 330,720 24%
物 品 費 消 耗 品 費 320,000 48,124 15%

計 320,000 48,124 15%
経 費 事 務 局 費 2,655,000 1,093,737 41%

会 報 費 6,300,000 3,346,174 53%
文 化 活 動 費 2,600,000 626,443 24%
組 織 活 動 費 2,500,000 238,253 10%
通 信 費 450,000 277,118 62%
慶 弔 費 900,000 480,000 53%
雑 費 230,000 110,440 48%

計 15,635,000 6,172,165 39%
会 議 費 総 会 費 2,000,000 957,120 48%

事 務 局 会 議 240,000 68,560 29%
幹 事 会 1,100,000 582,861 53%
諸 会 議 1,000,000 132,833 13%

計 4,340,000 1,741,374 40%
ブ ロ ッ ク 費 8,095,900 8,095,900 100%

　　河内 2,693,600、泉州 1,631,000、北摂 1,770,700、なにわ 2,000,600
予 備 費 3,250,033 0 0%
合 計 33,040,933 16,388,283 78%

　毎年３月開催の支部代表者
会議は、① 2019 年度の中間
総括②今後の進め方の意識合
わせの大切な会議であったが、
７月開催へ延期するも、新型
コロナウイルス拡大が収束せ
ずついに、電話会議となった。
事前配布された資料に基づき
7月14日に近畿ブロックの各
支部協議会が質疑応答、意見
交換が行なわれた。
　近畿ブロックとしての会議
は、有効・有意義な会議であった。

　「退職者交流会」は、2020年
からＮＴＴ西日本主催で準備を
進めていましたが、新型コロナ
ウイルス感染防止のため、本年
の開催は中止となりました。

拡大支部代表者会議
近畿ブロック電話会議

（7/14）コンポ大阪

1.2019 年度の取り組み、
　第 22 回定期総会
2.台風15、19号支援カンパ活動
　核兵器廃絶1000万人署名
　活動結果
3.アピール 21 の結果
4.2019 年度の基本である活動

自体が「緊急事態宣言」に伴い、
活動のすべてを自粛、延期を
行った主な行動は、①ブロッ
ク会議②全国交流集会③平和
四行動（北方領土返還、沖縄、
広島、長崎）参加中止等

5. このような事態の中、全国各
支部協の活動報告及び第 22 回
定期総会への支部協の考え方、
①組織強化②会員拡大（会と
会員のコミュニケーション）
現状報告と課題③吉川さおり参
議院議員の戦いの総括（第 25
回参議院議員選挙）

6. 今年度限り、支部協通信設備
充実交付金 等確認した。

新たな「退職者交流会」
開催中止決まる

上半期会計監査報告については、摂河泉 OB127 号で報告済み

※2019年度会計報告及び会計監査報告については、会計監査（2020.10.6）開催、2020.10.9の定期総会で報告することとします。



２０２０年 ９月号 ＮＴＴ労働組合・退職者の会　大阪支部協議会 会報　摂河泉ＯＢ

（10）

コロナ禍の中での≪電話座談会≫
　　　出席者　新谷ブロック委員（河内ブロック）
　　　聞き手　坂田編集委員（河内ブロック）

坂田坂田　　島田市長の後援会での新谷さんの役割、任務はどの島田市長の後援会での新谷さんの役割、任務はどの
ような立場で取り組まれましたかような立場で取り組まれましたか

新谷　島田市長は 2016 年に初当選し、今回
２期目の選挙となります。2016 年からずっ
と応援をしてきました。島田市長の後援会
は「奥河内創生会」といい、2018 年５月に
私自身が事務局長に就任いたしました。又、今回の市長
選挙では選挙対策本部長として重責を担いました。この
選挙で一緒に戦った仲間の市会議員「堀川かずひろ」氏。
2018 年の選挙では、私が選挙対策本部長で見事当選す
ることが出来ました。

坂田　坂田　７月 12 日の選挙と言えば、新型コロナ７月 12 日の選挙と言えば、新型コロナ
ウイルスの渦中での選挙戦でしたが、コロウイルスの渦中での選挙戦でしたが、コロ
ナ対策はどうされましたか。ナ対策はどうされましたか。

新谷　当初は対立候補者も見えず３密回避等基本以外の対
策はありませんでした。しかし対立候補者が出てきても
新型コロナウイルスの影響で３密回避の中の選挙戦はど
ちらにも一緒の条件になると思っていました。

坂田　坂田　対立候補の大阪維新の会 浦尾候補が出ると聞いて、対立候補の大阪維新の会 浦尾候補が出ると聞いて、
事務局長としてどう思われましたか。事務局長としてどう思われましたか。

新谷　大阪維新の会は、これまでの選挙で大阪府知事、大
阪市長のダブル選挙、地方統一選挙（大阪府会議員、市
会議員）を見ても大阪維新の会と政党名がつけば当選す
る人気ぶり、選挙応援動員力の差が歴然としている上に、
新型コロナウイルス対策で吉村知事の人気が沸騰してお
り、島田事務所・応援団の９割がた負けたと思いました。

坂田坂田　　強くて、勢いのある大阪維新の会を迎えてどのよう強くて、勢いのある大阪維新の会を迎えてどのよう
な体制で戦われましたか。な体制で戦われましたか。

新谷　連合大阪の推薦をもらい（推薦は連合大阪のみ）、
次の組織に推薦はがき、ポスターを持参し、お願いをし
ました。産業別では電機連合、UA ゼンセン、自動車総連、
自治労、大阪府教職員、日本私鉄総連、JR 連合、JAM、
情報労連、日本郵政グループ、運輸労連、全国一般、日
本基幹産業。単組では、南海電鉄、近畿日本鉄道、万代
ユニオン、南海バス、NTT 労組等多くの労働組合を回っ
てお願いしました。政党の推薦はなく、日ごろから交流
のある府会議員１名と市会議員６名が島田市長を支持し

てくれました、この動きが大きかったと思います。
坂田　坂田　新型コロナウイルスの中でどのように戦ったのですか。新型コロナウイルスの中でどのように戦ったのですか。
新谷　新型コロナウイルスの中で３密を避けるため演説会

はしませんでした。候補者を連れて都市部中心ではなく
人間関係のつながりが強い地域を中心に大衆行動を進め
ました。どぶ板をこつことたたいての地道な活動を進め
ました。ニュース配布も手配りで地域ごとに広報活動を
行いました。毎日朝駅立ち、夕駅立ちを行い政策を市民
にアピールし、多くの激励を頂きました。一方、大阪維
新は人気絶頂の吉村大阪府知事が２回応援に入り、駅前
に 1,000 名ほどの聴衆者を集めて居ました。

坂田　坂田　強気の大阪維新の会との戦いで、選挙戦が午後８時強気の大阪維新の会との戦いで、選挙戦が午後８時
で終わり、開票までの事務の勝敗の予測はできましたか。で終わり、開票までの事務の勝敗の予測はできましたか。

新谷　選挙戦を振り返り、開票が始まりましたが、市民へ
訴え、地道なを活動して来た成果はあるが、勝てると思
えなかった。大動員の維新、松井大阪市長迄乗り込んで
の終盤戦、どれぐらい票を取れるだろうか、その差がど
の程度だろうとドキドキの状況。維新候補は、24 年間
市議を経験、維新の中でも古参。しかし、街中での評判、
支援者の動き、外部の動員ばかりと市民の目線が変わっ
ていく状態を事務所で語り合っていたことを思い出しな
がら…。開票が進む中で勝利を確認、勝ったと思ったと
きは、古い話、以前民主党が政権をとったときのように
久しぶりに感激しました。本当、本当にうれしかったです。

坂田　坂田　私たち NTT 退職者の会の地域での関係について伺私たち NTT 退職者の会の地域での関係について伺
います。います。

新谷　退職者の会大阪支部協、情報労連大阪地協、NTT
労働組合関西総支部にも推薦とお願いの挨拶に伺い両
組織とも気持ちよく推薦を頂きました。私は１か月選挙
事務所に張り付きました。地域の NTT 退職者の会及び
NTTOB がボランティア活動を中心に応援、事務所での
多くの活動に積極的に足を運んでくれました。さすがＯ
Ｂです。この地道な活動の母体は、残念ながら他界され
た元河内長野市議会議員（組織内柳田市会議員の後援
会）が育てた NTT 居住者の会の皆さんが今もその組織
を守り育ていることを忘れることはできません。その皆
さんの大切な賜物だと思っています。限られた紙面でし
たが、島田市長を押し立て、苦しい選挙戦を勝ち抜き又、
４年間街づくりを託しました。「市民の町河内長野市」は、
市長と共に築くことが第一義です。

と新谷さんは、あつく語ってくれました。

　島田現市長が圧勝（17,291 票）しました。勝利までの戦いぶり大活躍した「退職
者の会　大阪支部協議会　新谷河内ブロック委員」のご苦労話をお聞かせ頂きました。
今回の河内長野市長選挙は、コロナ騒動で全国的に有名になった吉村大阪府知事の出
身地（河内長野市）であり、知事の母体である大阪維新の会候補との対決となりました。
　大阪府下のコロナ感染防止の陣頭指揮の最中、吉村知事率いる「大阪維新の会」を
前面に河内長野市内を応援演説するというなりふり構わない力の入れようだったが、
市民は、現職島田市長を選びました。

人柄と市民を大切にする市長を求めた河内長野市民人柄と市民を大切にする市長を求めた河内長野市民
＝大量動員・土足の応援隊へここは河内長野市やで＝
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ありがとう基金ありがとう基金　　　　おめでとうございます。おめでとうございます。
　お誕生月にメッセージとギフトをお送りしました。　お誕生月にメッセージとギフトをお送りしました。（郵送されています）（郵送されています）

7月7月

米寿
池田 きよ子（北摂）
小野 　哲也（北摂）
木村 　　茂（河内）
三波 　鎮也（北摂）
小田 　哲夫（泉州）
伊東 　仗子（なにわ）
藤友 　静雄（なにわ）
小嶋 　義雄（泉州）
川本 　和子（泉州）

喜寿
雁木 　　巌（泉州）
佐藤 　猛夫（河内）
阿部 　信吾（河内）
松本 　幸友（なにわ）
鳥井 　清司（河内）
曽根 　　浩（なにわ）
森　 　直樹（河内）
稲葉 　弘子（河内）
田中 美由紀（泉州）
野々目 辰雄（なにわ）
乙志 　　治（河内）
中井 征三郎（北摂）
田中 　文直（北摂）
岡嶋 　秀和（北摂）
森田 　朝子（河内）
寺山 　捷子（泉州）
西川 　楢代（河内）
植村 　欣子（河内）

加納 　安廣（泉州）
奥野 　　潔（河内）
門脇 　幸次（河内）
松本 　洋治（河内）
小池 　正弘（泉州）
堀江 　秀典（河内）
徳田 　　糺（河内）
志形 マサ子（泉州）　
西尾 　正嗣（河内）
池本 　良子（河内）
津田 　久枝（河内）
喜多 　昭夫（河内）
宮崎 　孝義（河内）
渥美 　正博（河内）
須見 　正文（なにわ）

古希
中務 　　格（なにわ）
岡野 　義信（泉州）
出口 　輝雄（河内）
谷本 　　博（河内）
小西 　秀和（河内）
上地 　崇夫（河内）
木村 　善ニ（河内）
平井 　順二（河内）
崇島 　朝英（なにわ）
澤　 　成雄（河内）
木村 　泰久（なにわ）
大武 　政信（なにわ）
前田 　　潔（北摂）
大岩 　義和（北摂）
宮田 　　實（岡山県）

小泉 　泰廣（なにわ）
上田 　　豊（河内）
岡崎 　文雄（河内）
伊久美 健二（なにわ）
木村 　高良（長崎県）
畠中 　和子（泉州）
田中 　良松（河内）
田邊 　孝子（河内）
宮川 　孝子（なにわ）
熊田 みつ子（なにわ）
高橋 　義博（泉州）
上田 　　勝（河内）
野井 　米造（河内）
竹下 千津子（泉州）

8月8月

米寿
森川 利三郎（北摂）
西尾 伸太郎（北摂）
樋口 　久子（北摂）
小島 　瑤子（なにわ）　
樋口 　貞克（北摂）
藤本 美代子（なにわ）

喜寿
石黒 　昌弘（なにわ）
成田 　洋一（北摂）
吉居 与司隆（河内）
福嶋 　弘敏（なにわ）
北村 　勝義（なにわ）
荒田 　一郎（なにわ）

藤原 登志子（北摂）
黒川 　早苗（河内）
橋本 多美子（なにわ）
武田 香代子（河内）
竹川 　敏子（泉州）
中　 　　實（河内）
前田 　昌男（なにわ）
今井 　　健（北摂）
中富 　孝行（長野県）
大江 美和子（河内）
草羽　昭義（河内）
貴村 　捷一（河内）
三谷 　純弘（河内）
秦田 日出夫（泉州）
真治 　正美（河内）
中尾 　雅昭（泉州）
小林 　幹和（泉州）
岩田 　　衛（なにわ）
一原 満智子（河内）
木田 　義一（なにわ）
稲見 紀美江（なにわ）
市村 　米子（河内）

古希
高田 　兼次（なにわ）
鯉住 　達行（河内）
田中 　邦明（北摂）
中西 　英明（なにわ）
角川 　俊ニ（河内）
玉井 　通雄（泉州）
伊藤 　一正（河内）
中森 　敏和（北摂）

山中 　　隆（なにわ）
板倉 　幸子（河内）
久保田 悦資（河内）
中猪 スエ子（なにわ）
川端 　加代（なにわ）
明田 　泰矩（なにわ）
平嶋 　秀教（なにわ）
山本 　博道（河内）
岡本 　悦信（なにわ）
佐藤 　忠幸（なにわ）
竹下 美恵子（河内）
宮本 　常三（なにわ）
土谷 万里子（北摂）
鳥井口 夏代（河内）
山本 　節子（泉州）

お悔やみ申し上げます
7月3日～8月17日までに頂いた訃報連絡です。

なお、ご家族からの申し出により、
掲載を控えている方もおられます。ご理解ください。

福武　正之（岡山県）
中川　　章（河内ブロック）
梶　　輝夫（河内ブロック）

阪本　行義（なにわブロック）
藤原　満男（河内ブロック）

人の動き人の動き 新しい仲間です

（敬称略）

中野�まり子 山田�　進一 合田�　英子

中野�　厚子 牧野�ミエコ 梶村　�康裕

小川　�　実 石田�伊佐夫 小川�　　誠

【河内ブロック】

【北摂ブロック】

【泉州ブロック】

雑 録
  六 記

今号の雑録六記に
ついては、紙面の
都合上、掲載でき
ませんでした。
次号は、掲載予定
としています。
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　　大正琴サークルは22年大正琴サークルは22年
目となりました。サーク目となりました。サーク
ル部員は現在19名です。ル部員は現在19名です。
　今年度は新型コロナ感　今年度は新型コロナ感
染症の影響で 2月から全染症の影響で 2月から全
てのボランティア演奏、てのボランティア演奏、
例会も中止となりました。自粛期間中はそれぞれ自例会も中止となりました。自粛期間中はそれぞれ自
己練習をしなければと思いつつ…。1人では中々気己練習をしなければと思いつつ…。1人では中々気
合が入りません。6月にやっと解除となり5ヶ月ぶ合が入りません。6月にやっと解除となり5ヶ月ぶ
りの仲間とのふれあいに嬉しくて、よーし頑張ろうりの仲間とのふれあいに嬉しくて、よーし頑張ろう
と意気込んでいる今日この頃です。と意気込んでいる今日この頃です。
　　毎年ボランティア演奏でディサービスセンター、自毎年ボランティア演奏でディサービスセンター、自
治会のさくらまつり、敬老会、西宮市民文化祭等々に治会のさくらまつり、敬老会、西宮市民文化祭等々に
参加しています。デ参加しています。デイイサービスセンター「それいゆ」サービスセンター「それいゆ」
には年に数回訪問し、利用者様から「楽しみに待ってには年に数回訪問し、利用者様から「楽しみに待って
いました」と嬉しい声、そして演奏終了後はアンコーいました」と嬉しい声、そして演奏終了後はアンコー
ルの声がうれしさがこみ上げてきます。よかった！ルの声がうれしさがこみ上げてきます。よかった！
　また、全国大正琴交流演奏会「琴リンピック新潟」、　また、全国大正琴交流演奏会「琴リンピック新潟」、
西日本大正琴フェスティバル等の大きな舞台にも出西日本大正琴フェスティバル等の大きな舞台にも出
演しました。来年は京都劇場での交流演奏会に向け演しました。来年は京都劇場での交流演奏会に向け
て練習に励んでいます。て練習に励んでいます。
　大正琴は笑顔を忘れず仲間づくり、生き甲斐づく　大正琴は笑顔を忘れず仲間づくり、生き甲斐づく
り。皆様も一緒に楽しみませんか‼男性の会員さんり。皆様も一緒に楽しみませんか‼男性の会員さん
も大歓迎です。も大歓迎です。練習は第1第3木曜日の13時～15時練習は第1第3木曜日の13時～15時
西宮市若竹公民館（JR西宮駅）　西宮市若竹公民館（JR西宮駅）　お待ちしています。お待ちしています。

　2004年退職者の会大阪支部
協議会サークル「日本民踊を踊
ろう会」発足で、17年になりま
す。サークル名の通り、全国の
民謡を踊りたい気持ちから現地
に行って現地の方から直にお教
え頂くことから始まりました。
　まず徳島県阿波踊り。、岐阜の郡上踊り、富山八尾の風の盆、滋
賀八日市の聖徳まつり、江州音頭、奈良二月堂盆踊り、枚方くら
わんか等々まだまだ。地域での取り組みは、近隣の方らの声がけで、
寝屋川福祉祭、打上分踊、枚方市磯島町盆踊り、和歌山橋本市紀
見ケ丘盆踊り、参加する地域の方々からの喜びの声に感動。来て
よかった。
　ボランティア活動にも積極的に参加し、現在は「愛の家」豊中
市老人ホーム、寝屋川老人ホームでは、帰りがけにいつも「明日
も来てよ」の声にうれし涙が…。活動で印象深いイベントが、2
つあります。①高退会大阪総会の東日本大震災支援ソング「花は
咲く」を踊り、そしてＮＴＴ退職予定者の加入の集いでのアピー
ル等。②ギネスに挑戦をしました。呼びかけは、電友会京阪支部、
東支部の方から「第40回八尾河内音頭祭り」に参加しましょうよ、
そして2,872名が一糸みだれず踊ることが出来れば「ギネス記録
に認定」されるとのこと、市民2,872名の一員として踊り切りま
した。「結果：認定」され全員で大喜び、ＮＴＴ西日本大阪支店のバッ
クアップもあり大成功！このような楽しい活動をしています。
　詳細は、サークル紹介欄に記載しています。踊りにおいでよ、
先生も優しく指導、待ってます。

サークル名サークル名 開催場所開催場所 開催日開催日 会費等会費等 代表代表

日本民踊を踊ろう会 京橋ビギンホール 第2・3水曜日
15：00～17：00

月額
1,200円 角野 秀幸

大正琴「わたすげの会」 西宮若竹公民館
（変更があれば事前連絡）

第1・3木曜日
13：00～15：00

月額
2,500円 向井さよ子

心と体の５UP体操
ヴィラ森田３階
スタジオファイブ
豊中市岡町

第1・3木曜日
14：00～16：00

前期8,000円
後期8,000円
但し、月1回4,500円

大串 チエ

支部協
「友遊会」

河内SSS会
開催日時が個々違いますので、直接代表者に連絡してください。
支部協主催のGG大会に応援・支援をお願いしています。
ご協力ください。

人選中

泉州楽遊会 佐脇 修学

北摂同好会 森上 茂則

なにわ会 堀井　剛

カラオケサークル サウンド京橋 第2土曜日　
14：00～1600

1回1,200円
ワンドリンク付 中川 孝子

詩吟サークル吟電支部 NTT淀川ビル 土曜日月3回 月3,000円
本部会費別 大橋 善一

ゴルフサークル 摂河泉OB 主として、くずは
パブリックコース 不定期開催 開催日

4,000円徴収 川野 武常

囲碁サークル NTTコンポ大阪
退職者サロン等 第2・4火曜日 年間会費

2,000円の予定
新

坂田 俊郎

サークル紹介

大正琴サークル「わたすげの会」「わたすげの会」 「日本民踊を踊ろう会」「日本民踊を踊ろう会」

摂河泉11月号で家庭常備薬などの斡旋販売をお知らせします。


