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全国の先輩の皆さま
ご支援ありがとうございました
「吉川さおり」

池尻 貞男

NTT労働組合 退職者の会 大阪支部協議会

第22回定期総会 議案書
支部独自の
平和行動

（舞鶴 引き揚げ記念館）
2019.6.11

告

示

沖縄平和行動

NTT 労働組合 退職者の会 大阪支部協議会 会則
第 7 条に基づき第 22 回定期総会を下記の通り開
催します。

（2019.6.24 ～）

記
1.開催日時
2.場

所

3.構

成

4.議

事

2019年10月4日
（金）
午後1時30分開会
（午後1時開場）
大成閣
大阪市中央区東心斎橋1-18-12
地下鉄：心斎橋駅下車（メトロ：御堂筋線）
5番、
6番出口
① 各ブロック代議員
（組織会員数50名に1名）
② 大阪支部協議会 役員
① 1年間の活動を振り返って
② 2018年度会計決算報告
③ 2018年度会計決算監査報告
④ 2019年度活動方針
（案）
⑤ 2019年度予算
（案）
⑥ 役員の承認
⑦ 各種表彰
⑧ その他

広島平和行動
（2019.8.4 ～）

長崎平和行動
（2019.8.7 ～）

２０１９年９月１日
NTT労働組合退職者の会 大阪支部協議会
会長 中井 秀禮

大阪支部協HP http://ntttaisyoku.sakura.ne.jp

Eメール ntt.taisyoku5@gmail.com
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NTT 労働組合 退職者の会 大阪支部協議会

第22回定期総会に向けて
引き続き第 25 回参議院議員選挙では、NTT 労組は、組織内候補者『吉川 さおり』
の三期目を勝ち取ることができました。
この事は、支部協議会が一丸となり取り組んだものだと判断します。
特に各ブロックは、委員会を中心に足掛け 3 年に亘る懸命な取り組みの成果であり、且、会員の皆
さま及びご家族・支持者のご協力に対し感謝と敬意を表し本当に有難うございました。
ただ ! 参議院議員選挙を通じて言える事は、戦後 2 番目に低い投票率の中、立憲民主党は、改選議
席を上回る 17 議席を獲得しましたが、野党全体では議席を伸ばしきれませんでした。
しかし、改憲勢力に国会発議に必要な 3 分の 2 議席を許さない状況で終始…していますが、安倍政
権下では全く予断は許されません。
囁かれている、衆議院解散について、無謀にも断行されれば、其の対応は既定方針通り、
『勤労者・
生活者納税者の【高齢者】の立場に立った政治の実現に向けた足がかりとする為の重要な選挙』と位置
づけ、情報労連・NTT 労組組織内候補及び推薦候補者全員の必勝にむけ、
「現 : 退一致」で取り組みます。
2、大阪支部協議会の式典行事として、2019 年 2 月 20 日㈬に結成 20 周年行事として、四ブロック合
同懇親会形式で ANA クラウンプラザホテル大阪で 414 人出席会員を以て盛大に開催しました。
⑴

全ブロック委員・幹事会（事務局 + ブロック三役 + 当行事 PT）成功のみを一点に置き ! 各々各人の
役割りを充分理解し、準備から開催迄足掛け 2 年間の取り組みが実ったものだと思います。

⑵

過ぎし時代、全電通・電電公社時代の仲間との再会を大いに語らい・喜び、かつ ! 交流 : 懇談の和
やかな時間帯の中で出席者一様に満足して頂き合同懇親会は成功したと判断します。

3、
「防災」関係についてであります ! 特に昨今異常と思える程頻繁に起こる『災害』に対する思いでありま
す。我々人間社会に対して、自然界は人間の「予測・予知・憶測等全く意に介さないこと」
。備えの万
全は至難の『業』である事を〜何度も其の自然界から突然の攻撃を受け、成す術も無く弱点をさらけ出
退職者の会会員の皆様へ

「核兵器廃絶1,000万人署名」のお願い
連合が呼びかけています
署名活動に
意思表示をしましょう。
＝取り組みのお願い＝
1. 核廃絶 1,000 万人署名への考え方を
同封しました「情報労連のパンフ」
で説明しています。
2. 署名用紙は、連合のパンフの裏側に 5 人枠。
「家族、
友人、
知人など自署でお願いします」有効となります。
3. 年齢は問いませんが、自署で核廃絶への思いのある方
なら是非ご協力をお願いします。
核兵器廃絶の思いを込めて、
日本政府、
国連に送ります。
4. 会報誌内、同封の封筒（支部協負担）でお送りください。
5. 第一次締め切りは、2019 年 11 月末まで
6. 最終締め切りは、2020 年 1 月末まで
2019.9.1
NTT 労働組合 退職者の会 大阪支部協議会
会長 中井 秀禮
（2）

した、我々人間社会側の「防災体制」だったの
では…なかったか ?
曰く !!『急迫時』は自らの身は自らが守る事
の貴重な「警鐘」と「教訓」と受け止め、〇〇は
忘れた頃にやって来るのではなく、必ず来
ることを想定して置かなければ事を肝に命
じ !!< 有備無患 >
4、新年度の方針等について、基本的には前年
度「方針」を踏襲する事を前提に作成しまし
た。が、特に ! 次の点について重点事項とし
て記載しておきます。支部独自平和行動につ
いては、戦後 75 年の節目取り組み、そして
各界に於いても女性の活躍が著しい事を意識
し、『女性役員等を中心に女性独自（視点））か
らの平和行動を実施します。
5、今後も活動に対しまして積極的に参加・提
言を頂き支部協議会運営を進めて行きたいと
考えていますので宜しくお願いします。

↓中井会長

1、春の統一選挙では、組織内候補者『西岡 友和』
を見事、吹田市議会議員に高位当選。
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一年間の活動を振り返って
【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
NTT 労働組合退職者の会

中央協議会により、作成された「危機管理マニュアル」に基づき、「現

退・一致」の取り組みと捉え、大阪グループ連絡会と密接に連携し、一方支部協議会としては、今年
度は、第二連絡先の未提出会員への呼びかけを摂河泉 OB5 月号で行い会員名簿の修正・追加を行い
ました。今後も未登録の会員への呼びかけを機会を捉えて要請します。

2.「摂河泉・クラブ」については、PT 委員会を立ち上げ課外研修を中心に年 5 回実施しました。
3. 拡大ブロック委員会を、政治学習と兼ねて 6 月に実施しました。
4.「平成 30 年 7 月豪雨」「大阪北部地震」「台風 21 号」「北海道胆振東部地震」被災者支援カンパを
中央協議会の指導のもと行い、大阪支部協 400 名に対し支援カンパ金を手渡しを行いました。
なお、全国で辞退された方々と同様に 7 名の方も、「NTT 労働組合

平和基金」へ移行しました。

【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、日程管理、行動計画の意識合わせ担当業務の明確化等、業務の効率化
を図り運営しました。6 人体制については、当初は 5 人体制で推移しましたが 4 月からは、各ブロッ
ク協力の基 6 人体制で運営できました。週休 3 日制については、概ね堅持できました。
（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、情報共有に努め
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、日々の情報共有に務めました。
2. 会員拡大の取り組み
（1）大阪グループ連絡会が主催する「退職予定者説明会」に女性の会も参加し、説明員として「退職者
の会」の活動内容等をアピールし、一定の役割を果たしたと判断します。
（2）恒例の「新規会員懇親会」を 8 月 23 日に実施しました。
（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・政治学習会へ会員への呼びかけ、
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」手芸教室の開催等を実施し
ました。
3. 退職者共済の取り組み
（1）電通共済生協近畿ブロック推進部に依頼し、加入促進のポイントについて、幹事会及びブロック
委員会で説明を聞き、理解を深める取り組みとなりました。
（2）大阪北部地震、西日本を中心とした豪雨の罹災受付および、会員からの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。

（3）
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4. 会員とのコミュニケーションの充実
（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「摂河泉 OB」は奇数月 11・1・3・5・7・
9 月に発行しました。
（2）編集委員会は、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
充実を図りました。
なお、昨年に引継ぎ、特別編集委員を配置し充実を図ってきました。
（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
へのブログ作成の勉強会を開催し支援しました。
5. イベントの取り組み
（1）泊旅行については、隔年とし、来年度に計画します。
（2）ウォークラリーについては、ウォークラリー月間で投稿された感想記は文集にして配布しました。
期間中のハイキングは 5 月 21 日大仙公園で実施しました、参加者は 69 名でした。また、参加者
の感想を参考に、次年度への取り組みとします。
（3）支部協議会主催第 15 回グラウンドゴルフ大会（3 月 19 日）は雨のため中止となりましが、10 月
21 日に万博記念公園で実施予定です。
（4） ブロックレクは、なにわブロック主催の「ボウリング & グルメ」を 6 月 19 日「弁天町グランドボ
ウル」で 54 名の参加で行いました。北摂ブロック主催の「ミシガンクルーズ」を 7 月 18 日 78 名の
参加で実施しました。
6. 文化活動の取り組み
サークル活動については、会報「摂河泉 OB」にサークル活動を紹介し、各サークルのブログに濃淡
があることから、支部協議会主催の勉強会を実施し、各サークルのブログ更新の支援を行いました。
7. 福祉活動の取り組み
（1）愛のカンパは、460 名の会員より 76 万 6 千円の寄贈があり「全電通近畿社会福祉事業団」8 月末
に寄贈しました。
（2）
「愛の家」のボランティア活動については、グランド整備（15 名）
・運動会（15 名）
・餅つき（15 名）
・
「あいハート須磨」夏祭り（14 名）のボランティア活動に参加しました。また、プルトップ、牛乳パッ
ク、使用済み切手、使用済みカード等の物資取集についても多くの会員から寄せられており、愛
の家、情報労連等へ寄贈しています。
8. 平和活動の取り組み
（1）情報労連の一連の平和四行動では、沖縄（1 名）広島（6 名）長崎（1 名）のオブ参加を行いました。
また、大阪支部協議会独自の新たな平和行動として第 2 次戦跡等探索隊を舞鶴引き揚げ記念館等に
44 名を派遣しました。
（2）今年度は、千羽鶴を作成し、沖縄ピースすてーじ、広島ピースフォーラム、長崎平和フォーラム
へ持参しました。

（4）
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9. 政治活動の取り組み
（1）第 25 回参議院議員選挙の必勝に向けた取り組みについて、グループ連絡会と連携を密にし、
「現・
退一致」で取り組みを図り「吉川 さおり」の 3 選を果たすことができました、
「かめいし倫子」
（大阪府
選挙区）は残念な結果となりました。
（2）吹田市議会選挙に組織内候補「西岡 友和」必勝に向けた取り組みについては、グループ連絡会と連
携を密にし、
「現・退一致」で取り組みを図り当選を果たすことができました。
（3）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。
（4）
「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。
（5）政治学習会は、
「西岡 友和」吹田市会議員を迎え、全ブロック委員と会員、合わせて 119 名で学習
テーマ「昨今の政治情勢」について学習しました。
10. 共闘活動の取り組み
（1）大阪グループ連絡会に下記役員を派遣しました。
副会長 : 中井会長

・

幹事 : 池尻事務局長

女性連絡会 : 厨子幹事

・

ボランティア連絡会 : 厨子幹事

（2）大阪退職者連合に下記役員を派遣しました。
副会長 : 中井会長

・

幹事 : 金高副会長

・

幹事 : 池尻事務局長

（3）東大阪退職者会に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
ブロック委員の定数（会員 50 名毎に 1 名）は各ブロック共、目標を達成し、運営を行っています。

2019年度活動方針（案）
【重点取り組み】
1. 平和行動の取り組み

（1）大阪支部協議会独自の平和行動については、戦後 75 年の節目、そして今後各界に於ける女性の

活躍等を意識し、2020 年 1 年間を掛けて、
「女性独自（視点）」からの平和行動を構築し展開します。

（2）具体的には定期総会終了後、プロジェクトチームを立ち上げます。なお、以降の支部協議会独
自の平和行動の展開は、今日までの考え方を継承し、有志による会員等を中心に国内・外を含め戦
跡等々への体験・研修・見学を考慮します。
2. 危機管理マニュアル（手引）作成について

（1）NTT 労組退職者の会中央協議会により、作成された「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捉え、大阪グループ連絡会と連携し「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）作成に向け引き続き取り組みます。

（2）具体的には、前回の「お元気ですかコール」を参考に防災月間を設定し、全会員に対して、安
否確認も踏まえ「お元気ですかコール」を実施します。

（5）
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3.「摂河泉・クラブ」については、講座運営等に対する、マンネリ化の常態傾向に伴う改善策として、
昨年同様 PT を立ち上げ、取り組むこととします。

4. 各ブロック歴月毎のブロック委員会の充実等を目的に、昨年同様に年 1 回拡大ブロック委員会の開
催を行います。

【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。
（3）幹事会に向けて、原則、月 1 回の事務局会議を開催します。また、課題解消のため、必要の都度、
拡大事務局会議等を開催し、情報共有に努めます。
（4）会報「摂河泉 OB」の企画・紙面構成・データー収集、広報活動等、の支援を求めます。
2. 会員拡大の取り組み
（1）大阪グループ連絡会の「退職予定者説明会」に協力して PR を行います。
（2）年度途中での退職予定者へも、大阪グループ連絡会と連携を蜜にし、各分会での説明会の開催
を要望していきます。
（3）女性会員による双方向活動の前進のため、女性の会を継承していきます。
（4）遺族会員の加入については、積極的に取り組みます。
3. 退職共済の取り組み
（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、会費納入時に対応するため、
NTT 労働組合関西総支部と、連携を蜜にし、取り組みます。
4. コミュニケーションの充実
（1）会報「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。
（2）各ブロック、各サークルのブログの更新を支援します。
5. イベントの取り組み
（1）泊旅行については、隔年とし、今年度は実施とします。
（2）ウォークラリー月間行事については、継承して取り組み、ウォークラリー期間中のハイキングは、
昨年同様、実施します。
（3）ブロック企画のイベントは、各ブロックごとの運営とし、年 2 回とします。具体的には「幹事会等」
で論議します。
（4）支部協議会主催、第 16 回グラウンドゴルフ大会は昨年同様、支部協議会の重要な行事と位置づ
け、実施することとします。
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6. 文化活動の取り組み
サークル活動については、会報「摂河泉 OB」にサークル活動を紹介し、PR に努めます。
7. 福祉活動の取り組み
（1）愛のカンパは、引き続き取り組み、会報「摂河泉 OB」を活用して、さらに PR に努めます。
（2）愛の家、工房みさき、愛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
対処します。
（3）物資収集は継続して行い、情報労連・愛の家等へ寄贈します。
（4）情報労連の全国環境統一行動の要請には、「現・退一致」の観点から協力して行きます。
8. 平和行動の取り組み
（1）情報労連の平和行動については、昨年同様、オブ参加します。
（2）大阪支部協議会独自平和行動については、戦後 75 年の節目そして、昨今各界に於ける女性の活
躍等を意識し 2020 年一年間をかけて、「女性独自（視点）」からの平和行動を構築し展開します。
具体的は定期総会終了後、PT を立ち上げます。なお、以降独自平和行動の展開は、今日までの考
えを継承し、有志会員等を中心に内・外への戦跡等々への体験・研修・見学を考慮します。
9. 政治活動の取り組み
（1）アピール 21 の活動は、1 月から 7 月に掛けて、取り組みます。
（2）情報労連、大阪グループ連絡会、大阪退職者連合等からの要請に協力します。
（3）政治学習会は、拡大ブロック委員会に含めて、政治学習会を実施するよう幹事会で論議し進め
ることとします。
10. 共闘活動の取り組み
（1）NTT 労働組合大阪グループ連絡会と「現・退一致」の運動を行います。
（2）大阪退職者連合の要請により、役員派遣、活動要請に協力します。
11. ブロック活動の取り組み
（1）ブロック体制については、昨年同様とし、
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
とします。

お知らせ

令和元年「退職者交流会」

お楽しみ
抽選会も
あります！

・10 月 25 日（金曜日）
・受付 11 時開始
・開会 12 時 ~
・場所 帝国ホテル 3 階「孔雀の間」
JR 環状線：桜の宮 西出口より徒歩約 5 分程度
・会費 4,000 円（当日会場）

「往復はがき」でのご案内は、9月10日以降順次お届けします。
全席着席による懇親会です。返信締め切りは、10月4日です。
（準備の為）
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第25回参議院議員選挙

「吉川 さおり」3 選果たす
「森本 しんじ」広島トップ当選

第 25 回参議院議員選挙は、7 月 21 日㈰に投・開票され、私たちの組
NTT労組、退職者の会等が、
織内「吉川 さおり」が厳しい選挙情勢の中、多くの支持を得て全国比例
「吉川さおり」を囲んで「当選」の喜び
で 143,472 票を獲得して見事 3 選を果たしました。
広島県選挙区で「森本 しんじ」は、自民党 2 候補という、激戦を制して、329,792 票でトップ当選を勝ち取りました。
NTT 労組が推薦する各候補は、勝利を目指して総力戦での戦いを展開し、与党優勢のマスコミ報道の中（出口
調査動向）最後まで組織内、知人、友人への取り組みを展開しました。
41 人の推薦候補の内、19 人が全国で当選をしました。今回の参議院議
員選挙の総括については、NTT 労組中央本部定期大会等での総括が行わ
吉川さおり メッセージ
れます。
「吉川 さおり」参議院議員からの「う
れしいお礼のメッセージ」を右記に掲
示し、共に喜び会いましょう。

全国区（比例区）選挙活動を展開中！！

NTT 労組退職者の会大阪支部協議会の皆様には日頃より大変お
世話になっております。
７月 21 日、投開票で行われた第 25 回参議院議員選挙で全国か
らご支援を頂き、三選を果たすことができました。
この間、諸先輩から叱咤激励を頂き、そして皆様に支えていただ
いているという安心感を持ちながら最後まで走り抜けることができ
ました。言葉にならないほどの感謝の気持ちで一杯です。
皆様に頂いた３期目の議席の重みを痛感しながら、初心と原点を
忘れず、これからの 6 年間、精一杯活動を続けて参ります。
引き続きのご支援、ご指導、よろしくお願い申し上げます。

2019年近畿ブロック秋のハイキング

世界文化遺産登録 姫路城（白鷺城）

10月16日（水）
（小雨決行）
前日午後 3 時姫路市の天候予報
「警報発令」
「大雨注意報」台風等による
各種発令がある場合中止
2. 集合場所 姫路市 大手前公園 （お城手前公園）
3. 交 通 費 各ブロックで対処します。
4. お 弁 当 原則自前、飲み物含む
5. お薬、健康保険 雨具 服装等個々人が必要な物。
6. 申し込みは、会員の方は、直接支部協議会にお願いします。
7.06-6451-8100
受付：午前10時～午後3時30分まで
（FAX 可能 06-6136-8126）
役員：各ブロック委員会開催時に申し込みください。
1. 日

時

摂河泉・クラブ

第 4 回講座開催のお知らせ

2019年9月5日
（木） 雨天決行
池田城
阪急池田駅下車
駅前てるてる広場
午後1時集合（小旗準備）
「警報発令」「大雨注意報」台風等による
各種発令がある場合中止します。
5.お薬、健康保険 雨具 服装等個々人が必要な物。
1. 日
2. 場
3. 交
4. 集

時
所
通
合

●閉講式予告：10月18日（金） 雨天決行
1. 丹波篠山黒豆狩り＆篠山城跡見学
2. 会 費 6000 円（バス代・食事代含む）
3. 集 合 JR 大阪城公園 午前 8 時 30 分
「警報発令」「大雨注意報」台風等による
各種発令がある場合中止します。

平成 30 年 7 月豪雨等による被災者支援カンパ金「見舞金」の最終結果について

全国で見舞金を受け渡した方々1,680人（60,720,000円）内、大阪支部協議会400人にNTTコミュニティープラザ大
阪（大阪支部協議会）で手渡しました。支援カンパ残余金「NTT労働組合 平和基金」に移行。内、大阪支部協議会の
辞退者7名のお見舞金も含む。
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「沖縄ピース・すてーじ」に参加して
泉州ブロック

梶原 一郎

私は戦争を知らない 67 歳
子供の頃、あべの歩道橋付近に白い服を着て箱を持ち
座っている人を見ていた。父親に「あの人達は」っと聞
いた。あの人達は戦争の怪我をした人だよ。ふう ~ ん。
「沖
縄ピース・すてーじ」にオブ参加して、非常に多い貴重
な体験をさせて頂きました。
平和行動 in 沖縄 2019 に全国から私たちの仲間 127
名が参加。逓魂之塔（慰霊祭）に私たちの心のこもった折
鶴を持参し、代表として中央協、佐々木副会長の手から
献鶴して頂きました。
その後、沖縄平和祈念館、証言映像室で沖縄戦の忌ま
わしい証言記録の全てのページを読み終わり、悲惨な体
験の証言を思い出すだけでも嫌なのに、記録に残して後
世へ戦争の惨状、無念さを私たちに教えてくれました。
嘉手納基地周回行動では基地から飛び立つジェット機
の耳を覆うほどの轟音を現地にいた周回行動参加者全員

「広島ピースフォーラム」に参加して
河内ブロック

辰巳 義明

8 月 4 日から 6 日にかけて情報労連主催のピースフォー
ラム 2019 にオブザーバー参加をいたしました。
街全体で色々なグループの方々（JR 労働組合・三重県
子供会・秋田県など確認出来ました）が学習に来られて
おり、またその方々に説明されているボランティアの人
たちも非常に大勢見かけ、広島全体での取り組みである
ことがわかりました。
初日、被爆体験証言を聞いて昔に読んだ「はだしのゲ
ン」とは違い、もっともっと凄惨なものであったことが
伝わってきました。その後ピースボート代表の特別公演
では、今の取り組み内容が説明されました。夕方には基
町ビルでの慰霊式にも参加して無事初日をおえました。
2 日目は朝から NTT 袋町ビルや袋町小学校などを見学
して周り、午後からは平和公園内のモニュメントなどを
見学。その後の平和祈念資料館の見学では参加者があま
りにも多く、展示物を見学出来る状態ではありませんで
した。家に帰ってそのことを家内に話すと「そのほうが
良かったよ」と言っておりました。昔家内が見たときは
とても最後まで凝視することが出来なくて走って通り過
ぎたと言っておりました。
最後の日は台風の影響で朝から曇っておりました。ワー
クピア広島でまとめ集会を行っている間中雨が降ってい
ましたが、帰りには雨も止んでおり傘の出番はありませ
んでした。
3 日間を振り返ると、原爆と言う非人道的な爆弾によ
る 14 万人もの方々が一瞬で亡くなられたことを知り、
これから先に伝え残していかなければならないと言うこ
とを痛感いたしました。この 3 日間とても貴重な体験を
させてもらいました。

事務局

西脇 光廣

特別講演「核兵器禁止条約で世界を変える」は、簡潔

が体験し周辺住民の日々の苛立ち、大変さを痛感しまし
た。チビチリがま（自然の洞穴）では米軍から避難してい
た 100 人以上の住民の内 80 人余りの人が自決をしたと
ころ。ピリっと張りつめた空気の中、参加者全員で心か
ら黙祷をささげました。本土決戦の盾としての沖縄戦で
20 万以上の方が死に、そのうち住民女子、子供を含めた
10 万人以上の方が犠牲になられたと聞きました。悲惨な
戦争の証言、むごたらしい戦争跡を体験し二度と起こし
てはならない戦争だと深く感じた。
そして、私たちは、戦争の悲惨さをもっと大きな声で、
後世に語り続けていかなければならないと深く決意しま
した。
でわかり易く 1 時間 30 分が短く感じた。
2 日目 : 暑かった‼ なんとか完走できてホットして
いる。リニューアルされた「平和記念資料館」は、満員。
これでもか ! と原爆写真を見せてくれる。以前のあの生々
しく毒々しい人形の姿なく、随分スマートに変わった印
象を受けた。
まとめ集会では、市長、子供代表の心に響く挨拶のあと、
ますます顔つきがいやしくなった。ドッカのオッサンの
挨拶は、空々しい正に厚顔無恥。全文を掲載して恥の上
乗りをかける。メディアはないのか ?
最後に広島支部協議会の皆さんの暖かい「おもてなし」
有難うございました。核兵器廃絶 1,000 万人署名活動を
お互い頑張りましょう。

北摂ブロック

遠山 由美子

８月４日 広島は本当に暑かった。じりじりと照りつ
ける太陽。流れる汗。未だに被爆に苦しむ人たちがいる
日本が、核兵器の全廃と根絶を目的とした条約に参加す
らしていないという事実、この原爆記念日に日本の首相
が挨拶の中で「核兵器禁止条約の内容にはまだ欠点」が
あり、すべてに賛成することができないと述べたが、条
約が完全とは思いませんが、私たちは少しでも早く核兵
器がなくなることを希望しています。次の日、袋町小学
校の被爆資料を説明では、スイス人のドクター・マルセ
ル・ジュノー氏が、赤十字国際委員会の方で原爆投下後
の惨状を見、驚愕し、15 トンもの医薬品や医療機器を被
爆者のために調達された話には、私も感謝の気持ちでいっ
ぱいになりました。
昔（何十年前？）見たときよりも壁面の色が薄くなっ
たような気がしました。もっと黒っぽかったような。私
たちの平和行動も原爆の悲惨も年とともに記憶から薄れ
ないでほしいと思います。NTT 基町ビルの慰霊碑に献鶴
と献水を注ぎました。「原爆の子の像」に沢山の折り鶴が
今年も献鶴されています。
新しくなった「平和記念資料館」では満員、汗だくで
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「広島ピースフォーラム」に参加して②
したが、当時の悲惨さは伝わり、戦後生まれの私は、幸
せなんだなあと実感しました。だからこそ、核兵器の恐
ろしさ、人間の愚かさを思い、「平和」であることをこれ
からも願い続けます。最後に広島支部協議会の皆様本当
に暑い中ありがとうございました。

事務局

岡田 ゆきゑ

私が広島の街を訪れた時の朝は真っ青な空が広がり真
夏の暑い太陽がさんさんと降り注ぎ平和な朝でした。74
年前もこの様な空が景色が広がっていたと思います。し
かし、一つの原子爆弾によって世界は平和から地獄へと
変わっていったと思うと、その場所に居る事に鳥肌が立
ちました。様々な被ばく体験を聞いたり見たりするたび
に、二度とこの様な事をおこしてはいけないと痛切に感
じました。被爆された方は思い出すのもつらいため、決
してあの日の事を語りたくないといいます。しかし、段々
と皆の記憶が薄れていく中、こんな悲惨な事があった事
を今の子供たちに知って欲しいとつらい気持ちを抑えて
体験談を話してくれます。
しかし、唯一被ばく国である日本が、核兵器禁止条約
に署名しないのは本当に腹立たしいことである。ICAN（私
はできる）一人一人が核廃絶にかかわっていく事が大切
だと思います。それが世界平和に繋がっていく事を信じ
て行動したいと思います。

摂河泉ＯＢ

る文章も添えられていまし
た。
被災された展示も新しく
あり、遺品による物語を自
分の物として感じて涙して
る人達も大勢いらっしゃい
ました被爆体験を語り継ぐ
方も高齢化により、「原爆の思いを未来につなぐ事がこれ
からの課題」現在、世界各国から来場される方々は小さ
い子供連れのファミリー、学校単位、会社関係、友達同
士等々いろんな人たちが世界平和を心より願って来場さ
れています。この様な見聞きした事を全世界へと広げて
貰えたら最高です。
私達もこの様な悲しい出来事が無いよう未来永劫伝え
て行きたいと思います。広島県支部協議会の皆様、関係
各位の皆様、大変お世話になりありがとうございました。

なにわブロック

天野 喜代子

何年ぶりですか？高校の修学旅行に来て、資料館 ( リ
ニューアル前 ) の気持ち悪い思い出しか無い広島ですが、
この歳で来て、改めて、平和である今を、大切に有り難く
おもいました。孫にも今の平和な日本を、守って残して行
きたいと思いました。戦争知らない私は、被爆体験のお話
をお聞きしても、想像しか出来ませんが、それでも恐ろし
く、嫌な、聞きたくない、おもわず耳、目をふさぎ、涙を
噛み締めました。今、私に出来る事、何が出来るのか？何
泉州ブロック 中村 しげ子
をしたら良いのか？考えさせられる毎日でした。
話しは変わり、間の悪い事に、台風が九州方面に来て
令和元年、広島平和行動に大阪支部協から６人オブザー
バーとして参加させて頂きました。今年リニューアルさ たので、帰りを早めに帰ることとし、バタバタと準備。3
れた「広島平和記念資料館」に被爆した当時の写真、衣服、 日間、広島支部協の方々には、暑い中、色々とお世話に
資料等が沢山展示されており原爆により運命を変えられ なり御礼の言葉、挨拶もそこそこに、帰って来ましたので、
た人々の人生が浮かび上がってくる様でした。以前訪れ この文面にて御礼申し上げます。
「大変お世話なり有り難う御座いました。又、宜しくお
た時の等身大のインパクトある被爆再現人形は姿を消し
てしまい残念です。被爆され亡くなった方々の写真と名 願いします。感謝‼️感謝‼」。️
前があり、その時の状況が手に取るように心に響いて来

「長崎フォーラム」に参加して

典に参列、そして午前 11 時 2 分に黙とう、献花、献鶴
を行いました。
泉州ブロック 山中 アキヱ
2 度と原爆を作らせない、使わせない決意を籠めて全
8 月 7 日全国の仲間が長崎の地に集まり、被爆体験・ 員で「原爆許すまじ」を合唱しました。「核はいらない」、
証言の生なましさに私自身が、あたかもその場に居合わ 「戦争はいらない」平和が一番を強く感じた、今回のフォー
せたよな臨場感に遭遇しました。海魂の碑で献花を行い、 ラム参加でした。最後に長崎県支部協議会の皆さんへの
平和を祈りました。更には、平和の鐘、未来を生きる子 温かいお世話に感謝いたします。
らの像を見学し、電気通信労働者原爆被爆者戦没慰霊式

なにわブロック

ボウリング＆グルメ

・・・

2019年6月19日㈬ 54名の参加で楽しい重いでになりました。今回は、ボウリン
グのレーンの油のある部分、ピン近くには、ノンオイルで、曲がる仕組み。メカニック
の中への見学（なかなか見れない）。若い時に教えてくれたら、良いスコアかも…。

涼しさを感じながら、琵琶湖周遊の船旅と琵琶湖博物館ツアー
2019年7月18日㈭ 78名の参加で一路琵琶湖畔へ
当日の雨も持ちましたが、大阪駅では雨となりました。久々
の楽しい企画に参加者も満足の声多数。
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北摂ブロック

ＮＴＴ労働組合・退職者の会

大阪支部協議会 会報

ありがとうだより
6月
【米寿】
上西 兵壽（北摂）
石川
守（三重県）
下野 敬一郎（泉州）
【喜寿】
井上 勝司（北摂）
矢能 政昇（泉州）
岸川 伸雄（岡山県）
北村 友行（北摂）
奥村
明（北摂）
源
勝子（泉州）
細川 幸八（なにわ）
河合 文司（泉州）
嶋野 晋忠（河内）
瀬川 正晴（泉州）
山本 勇治（北摂）
岡村 綾子（北摂）
西村 由紀子（北摂）
白坂 規和美（泉州）
川島
進（北摂）
青田 乙重（なにわ）
中村 義美（泉州）
恒川
薫（河内）
堀田 信之（北摂）
森
功子（北摂）
【古希】
山本
薬師神
永井
茅野
上田
森元
谷口
増田
長谷川
多田
延藤
中井
阪口
寺脇
中地
寒川

秋信（泉州）
武子（北摂）
誠（三重県）
義一（河内）
寿昭（河内）
妙子（なにわ）
賢一（北摂）
守（泉州）
栄子（河内）
隆一（河内）
守（河内）
千恵（泉州）
和美（泉州）
忠夫（河内）
茂（北摂）
義信（北摂）

人の動き

２０１９年 ９月号

おめでとうございます。

【古希】
吉川 利保（河内）
中筋 康雄（北摂）
永嶋 秀郎（北摂）
中井 国芳（泉州）
中山 幸雄（河内）
広瀬 孝行（なにわ）
佐々木 英子（泉州）
岩谷 厚子（なにわ）
南山 穂積（泉州）
市川
隆（なにわ）
牧野 喜美子（河内）
中村 雅洋（なにわ）
川端 明文（泉州）
長谷川 政登（河内）
斎藤 和水（北摂）
橋本 義明（なにわ）
三並 邦男（河内）
辻本 隆司（北摂）
臼杵 徳治（泉州）
原田 世一（北摂）
魚座 康夫（なにわ）
和田 康義（泉州）
山下
力（なにわ）
柳本 壽男（河内）
中本
勉（なにわ）
中川 富雄（河内）
岩倉 克良（河内）
東
健次（北摂）
池内 城太郎（なにわ）
増田 裕一（北摂）
大和 敏夫（河内）
本田 佐枝子（泉州）
清水 好一（河内）
【喜寿】
當山 和男（なにわ）
小林 眞次（なにわ）
木村 章治（泉州）
湯川 敏治（北摂）
座波 郁雄（なにわ）
岡田
透（なにわ）
高尾 千代治（河内）
堀江 英一（河内）
若杉 元子（なにわ）
内田 純司（河内）
松谷 一松（泉州）
濟藤 清三（北摂）
谷口 文彦（なにわ）
7月
竹内
元（北摂）
矢倉 俊明（なにわ）
道林 保子（泉州）
田島 眞一（泉州）
【米寿】
奥村 信太郎（なにわ）
小谷 弘子（北摂）
菅野 政子（河内）
轡田
一（なにわ）
佐藤 康夫（泉州）
石田 ミサヲ（泉州）
横山 隆幸（北摂）
山崎 康一（なにわ）
篠田 喜明（北摂）
厨子 芳枝（河内）
中井 茂雄（なにわ）
有田
作（なにわ）
笠井 実千代（北摂）
森山 暉久子（泉州）
黒木
繁（なにわ）
森
隆司（なにわ）
片岡 光輝（北摂）
鴻上 清子（なにわ）
【喜寿】
伊藤 悦子（北摂）
田中 一義（北摂）
大西 秀幸（河内）
長澤 孝人（なにわ）
清水
壽（北摂）
岡村 安城（北摂）
木谷 賢司（河内）
渡利 良子（なにわ）
加減 修一（泉州）
谷口 之男（なにわ）
齋藤 健二（北摂）
吉田 篤司（河内）
仲谷 忠敏（河内）
山本 五十鈴（三重県）
米良 和人（河内）
森
勝（泉州）
樫山
博（泉州）
西村 隆雄（なにわ）
亀井 敏正（泉州）
今井 英武（北摂）
和田 博志（泉州）
田中 芳輝（北摂）
沖
隆子（三重県）
上野 隆徳（泉州）
中瀬 展廣（なにわ）
喜納 基夫（なにわ）
川木 優子（河内）
西村
功（河内）
谷
範行（河内）
西野
勲（北摂）
黒田 知子（なにわ）
篠田 眞澄（宮崎県）
小谷 利夫（北摂）
半埜 定夫（河内）
西野 正和（北摂）
佐藤 早苗（北摂）
山下 美穂子（北摂）
山田 博征（なにわ）
狩谷 礼子（泉州）
竹内 修子（なにわ）
塩見 純子（北摂）
荒木 道雄（北摂）
前田 明嗣（なにわ）
岡本 久恵（なにわ）
谷本
均（河内）
樽井 康子（泉州）
石井 宮子（河内）
梅垣 和子（河内）
畑山 義和（北摂）
矢野 圭子（河内）
涌本 恵文（河内）
三次 ハル江（なにわ）
坂本 みや子（なにわ）
【古希】
8月
徳本 綾子（北摂）
建畠 平治（泉州）
大岡 潤子（泉州）
松本 雄介（泉州）
谷口 全良（河内）
【米寿】
笹田 澄男（なにわ）
奥田
均（河内）
内田 静江（河内）
立石 淳一郎（熊本県）
難波 冨美子（泉州）
芝
寛次（泉州）
中務 忠男（北摂）
松葉 重夫（なにわ）
小田 泰秀（なにわ）
8月15日までに頂いた訃報連絡です。
植田 隆夫（なにわ）
なお、ご家族からの申し出により、
橋本 裕子（河内）
掲載を控えてる会員もおられます。ご理解ください。

お悔やみ申し上げます。

新しい仲間です

（敬称略）

【河内ブロック】【泉州ブロック】【北摂ブロック】【なにわブロック】
井口 貞明
今矢 正則
糸賀
朗
垣内 義弘
筒水 孝夫
寺内 惠美子
時岡 範雄
古磯 信一
川畑 絹代
芦田 惠美子

愛のカンパ

摂河泉ＯＢ

林
正美
高河原 和則
原田 清隆
小原 健次
斉藤 俊男
松下 純一
吉富 義治
村井 信美
足立 勝

２０１９・１・９
２０１９・１・２１
２０１９・２・１
２０１９・３・２７
２０１９・４・５
２０１９・５・１３
２０１９・５・２３
２０１９・６・４
２０１９・６・７

８９
８５
８６
６６
７４
８６
９０
８４
８０

河内ブロック
河内ブロック
なにわブロック
なにわブロック
河内ブロック
なにわブロック
なにわブロック
北摂ブロック
なにわブロック

愛のカンパに 462 人の方から暖かい支援を頂きました。
総額 771,000 円を 8 月下旬に社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団にお渡し
いたしました。
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ＮＴＴ労働組合・退職者の会

２０１９年 ９月号

退職後の自分

大阪支部協議会 会報

「防災の日」からではなく今から

森上 茂則

奥村 忠弘

60 才で退職し、早や 10 年目を迎えます。
現役時代には、あまり回ってこなかった地域の各種団体役員
が順番に回り、地域でボランティア活動にも充実参加してきま
した。又、退職 2 年目に退職者の会・北摂ブロック委員にお世
話になり、現在に至ります。当時、同僚も少なかったのですが、
退職者という仲間に支えらえれてきました。又、先輩の勧めで、
グラウンド・ゴルフを始めました。サークルの歴史は、2003
年同好会大阪支部サークルとして認定、2004 年に北摂ブロッ
ク・グラウンドゴルフ同好会が誕生。なお、大阪第一回支部協
議会ブロック対抗グラウンド大会を蒲生公園で開催。しかし、
会員も高齢化になっていますが、会員相互での健康づくり、並
びに互いの親睦を図るため、積極的に参加頂いており、スタッ
フの一員として今後も頑張って行きたいと思います。なお、10
月末に大阪支部協議会主催、他支部との交流を兼ねた大会を実
施予定。皆さんの参加をお待ちしています。

北摂ブロック

無駄な時間を有効にと

摂河泉ＯＢ

9 月 1 日は、
「防災の日」です。大正 12 年 9 月 1 日に発生
した関東大震災に由来しています。防災意識の高揚と、災害の
未然防止・減災をはかるために設置されました。
昨年 6 月 18 日には、大阪北部地震が発生し、大きな被害を
受けました。我が家も家屋の一部に被害を受けました。電通共
済生協自然災害共済に加入していて良かったと思いました。
防災対策には、自助（自分の身は自分で守る）
・共助・公助
があります。大阪支部協議会では、会員の安否確認、第 2 連
絡先の登録等危機管理の取り組を進めています。
「災害は忘れ
たころにやってくる」ではなく、
「何時来るかわからない」と認
識を仕直し、防災の日を機会に自助対策のできることから実行
したいと思います。

河内ブロック

ブロックからの発信
ブロックからの発
信
原

地域ボランティアの現状について

和人

東

立秋とは、名ばかりで、連日の猛暑が続いておりますが、会
員の皆様には元気でお過ごしでしょうか。始めて投稿します私
は、
「原 和人」
と申します。今年 3 月末日で 47 年間のサラリー
マン生活を終えて、4 月から退職者の会 大阪支部協「なにわ
ブロック」のブロック委員に選出を頂きました「66 歳」の酒
好き、カラオケ好きの新人」です・退職後、4 か月が経過しま
したが、妻は毎朝 5 時過ぎには仕事へ出勤する中、一方の私は
最初の一ケ月こそ散歩等を続けていましたが、最近では、毎日
ブラブラと無駄な時間を消費するばかりで罪悪感を感じている
ころです。
こんな私ではりましが、会員の皆様のお役に少しはなる様頑
張る所存ですのでよろしくお願い致します。

私は現在、泉南郡熊取町でボランティア組織「長池オアシス
管理会」で活動しています。
（長池オアシス公園の運営組織）
2001 年大阪府、熊取町の「オアシス構想」として農業用た
め池と周辺住民が利用できる共用施設として整備され、同時に
周辺自治会と水利組合から成る組織「長池オアシス管理会」が
発足しました。
管理会の役割は、毎月 1 回の役員定例会、年 2 回の「夏の
ハスまつり、秋のため池ふれあい祭り」イベントの開催運営し
ています。又、
四季折々の草花が咲き誇り、
お花畑そのものです。
その他、ため池周辺の除草作業、花壇の整備及び季節の植栽作
業と併設された有料農園の管理等も、周辺住民の方々のボラン
ティアに支えられながらよりきれいに整備しています。
皆さんも是非「長池オアシス公園」へ季節の花を観賞に是非、
お越し下さい。JR 熊取駅から 2.5㌔南へ。

なにわブロック

泉州ブロック

少し前の話になる

が、なにわブロック

主催のレクに参加し

て、何十年ぶりかで

ボウリングをやっ

雑録
六記
た。一か八かで、ス

トライクが出た後は

ガ ー タ ー と か 一、二 本 の ピ ン を 倒

すとか、実に効率の悪いボウリン

グ で 散 々 な 成 績 で あ っ た。 ブ ー

ビー賞を狙っていたのだが、他の

人に持って行かれ残念と思ってい

たら、当日賞を頂き少し気分をよ

くした。

今回のレクはこの後、ボウリン

グ場の裏側を見せていただけると

いうことで、珍しい体験をさせて

頂いた。ピンが回収されていく様

子や、きれいに洗浄されて出てい

く様子等々めったに見られない場

面もあり、楽しく物珍しい一日で

あった。ただ、苦あれば楽ありの

逆バージョンで、楽の後に苦あり、

日 頃 使 わ な い 筋 肉 を 使 っ た た め、

しばらくは筋肉痛の日が続きまし

た。（痛かったあ～）。

Ｔ・Ｋ

なにわブロックの皆さんありが

とうございました。
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明宏

