退職者の会ニュース

Ｎ Ｔ Ｔ 労 組 退 職 者 の 会 ・ 神 奈 川

四月十六日投開票の山梨
市議会議員選挙に、「古
屋 まさ お 」 君 （ 六 十 二才 、
退職者の会山梨県支部協
会員）が三期目に挑戦し
ます。
私たちの仲間の当選に
向け、家族・親戚・友人・
知人への紹介、支援をよ
ろしくお願いします

鎌倉市議会議員選挙

「竹田ゆかり」候補に
ご支援を！

四月二十三日投開票の鎌
倉市議会議員選挙に、
「竹田ゆかり」君（六十
七才、神奈川県職員組合
出身）が二期目に挑戦し
ます。私たちＮＴＴ労組
も応援しています。
ご家族・親戚・友人・
知人への紹介、支援をよ
ろしくお願いします。

( 1 )

しぶりの再会に近況を報告し 山梨市議会議員選挙
あう風景が数多く見受けられ
ました。
「古屋まさお」候補に
交流会終了後、会員の皆さ
ご支援を！
んは学習会で学んだ横浜市の
大災害対策を参考に、それぞ
れの生活環境に応じた「我が
家の防災計画」を胸に描きつ
つ帰路につかれたものと思わ
れます。

民進党 参議院議員 石橋みちひろ

以上の地震が発生して起こる
災害を想定していること。①
地震が起きる前の備え②地震
が起きた時の対処方法③地震
が起きた後の対応を予め知っ
ておき、適切な行動をとるこ
とが極めて重要だ。

又、市内に震度五強以上の
地震が発生した場合、横浜市
内全域に「地域防災拠点の開
設」を指示するなど、具体例
を挙げて説明がなされました。
（学習資料ＰＤＦはホームペー
ジで見られます）
懇親会は、横山顧問の乾杯
の音頭で始まり、会員相互久

県支部協では、いざという時の全会員の
「安否確認連絡先電話」登録作業を行って
います。
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ＮＴＴ労組退職者の会神奈川

横浜・川崎地区交流会“防災”を学ぶ！

72時間生き抜く自助努力が大前提！
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安心 ・ 信頼

生きがいあふれる
２１世紀，みんなと共に！

④七月の電通共済生協の加入
促進では、解約ではなく減口
や今年度から導入された月払
い制度への検討をお願いしま
す。
⑤ボランティア活動への積極
的参加と利用をお願いします。
⑥儀式サービスの利用につい
て報告・連絡事項がありまし
た。
学習会では、横浜市消防局
山下出張所・日比谷所長、中
区役所危機管理担当・吉田係
長から「横浜市の防災対策に
ついて～東日本大震災の教訓
から～」について講話があり
ました。
主な内容は、最初に東日本
大震災時に起きた横浜市内の
被災状況についてスライドで
紹介された後、横浜市行政の
地震対策は、市内に震度五強

担当地区役員から電話をさせていただき
ますので、ご協力お願いいたします。
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『安否確認電話』登録のお願い
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NTT労働組合退職者の会・神奈川県
支部協「川崎・横浜地区」交流会にご
参加の皆さま、NTT労組組織内参議院
議員の石橋みちひろです。
はじめに、川崎・横浜地区の先輩方
には、いつも大変温かいご支援をいた
だいておりますことに、この場をお借
りして厚く御礼を申し上げます。本来
ならば、今日は直接お邪魔してご挨
拶申し上げるべきところ、公務のため参加が叶いませんでし
た。ご理解とご容赦をお願いいたします。
さて、昨年7月の参議院選挙では、本当に大きなお力をいただ
き、二期目の当選を勝ち取っていただきました。あらためて御
礼を申し上げると共に、皆さまからいただいたご期待に、これ
からの国会活動でしっかりとお応えしていく決意を申し上 げ
ておきます。ただ残念ながら、安倍政 権の暴走は一層、激し
さを増しており、昨年秋の臨時国会では、年金支給額の引き下
げルールを強化する法案などの重要法案が、またしても数の力
で成立を図られてしまいました。当面、この厳しい状況は続き
ますので、特に参議院で、私たちが踏ん張って、戦いを挑んで
いかなければなりません。
しかしここへきて、大阪の森友学園への国有地「格安」 売却
問題が発覚し、連日、新たな疑惑が明らかになっています。事
の本質は、教育勅語を児童に暗記させ、「安倍総 理ばんざい！」
を叫ばせるような偏向教育を行っていた人物に、国がさまざま
な便宜を図ってその教育をさらに拡大させようとしていたこと
であり、これも安倍政権の暴走と無関係ではないのではないか
と、疑わざるをえません。政 治家の関与の有無も含め、問題の
徹底究明を行い、政治の暴走に歯止めをかける端緒にしていけ
ればと思っています。
ただ、やはり大切なのは、国民生活にとって大変重要な 課題
が山積している中で、民進党をしっかり再生させ、働く者、生
活者のための政治を取り戻していくことです。私も引き続き、
党内外で力一杯の努力を続けて参りますので、 今後とものご指
導とご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
最後になりますが、川崎・横浜地区の先輩方のご健康とご多幸
を祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

二〇一六年度ＮＴＴ労組退 確立出来るようご家族・ご親
職者の会神奈川「川崎・横浜 族等への緊急連絡先の把握に
地区交流会」が三月一八日に ご協力をいただきたい」と挨
ＮＴＴ横浜支店食堂において、 拶されました。
司会に佐藤敏郎副会長を選出
来賓として、神奈川グルー
し、会員・役員一三七名が参 プ連絡会・宮城事務局長、中
加して開催されました。
央協議会・上野副会長、牧山
はじめに、新井陽太郎会長 ひろえ参議院議員（秘書）の
から次のとおり挨拶（要旨） 皆さんから激励のご挨拶を受
がありました。
けた後、上野幹事から組織内・
石橋みちひろ参議院議員の御
礼のメッセージ「別記」を読
み上げて紹介をされました。
次に、徳永事務局長から、
①大災害時に備えて、会員の
第二緊急連絡先を作成します。
②年金が四月から（六月支払
分）〇・一％の減額となりま
す。
③ＮＴＴ退職者の福祉事業が
四月一日から変更（会員名簿
表紙参照）となります。

「昨年の参議院選挙での組織
内・石橋みちひろ参議院議員
の再選に向けてのご協力に感
謝します」「本年度から事務
室の月・水・金の常駐体制を
二名配置として充実を図って
います」「東日本大震災から
六年」まだ、原発による避難
者が全国に約八万三千人にも
のぼると言われている中で、
政府の式典・ＮＨＫニュース
では原発事故について全く触
れられていないなど風化され
つつあり、私たちは風化させ
ることなく後世に伝えるとと
もに、想定される大震災時に
備えて、ＮＴＴ労組退職者の
会神奈川の会員皆さまの安否
をいち早く把握し支援体制が
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なお、中央市場で二名が合流
して参加者は合計六三名とな
り、ハイキングサークル結成
以来六〇名を越したハイキン
グ参加者は二度目となりまし
た。そして一二時一〇分過ぎ
に臨港パークに到着し、昼食
休憩をとりました。

開港当時アメリカ領事館に
昼食休憩も終わり、午後の
みなとのプロムナード 充 てら れ た所 で す 。 本 覚 寺 行動に移る前に全員で記念撮
を歩くハイキング から国道を横断し、次に向かっ 影を撮った後、臨港パークの
たところが幸ヶ谷公園です。 プロムナードをゆっくりと歩
江戸時代には権現山と云われ いて、ぷかりさん橋やホテル
第二回ハイキングは三月二 ましたが、幕末から明治初期 を見上げながら国際橋を渡り
八日に行われました。
にかけて鉄道用地埋め立ての 海岸遊歩道を海上保安資料館
前日までのぐずついた天気 ため削られて現在に至ってい
が回復しましたが、寒さと雨 るそうです。
により、目標としていたお花
また、この公園は、退職者
見を兼ねた行動とはなり得ず の会ハイキングの発祥の地で
「花」なしのハイキングとなっ もあります。ある行動の後、
てしまいました。それでも集 役員がこの地に集まり、会話
合時間の一〇時には六一名の の中から「ハイキングをやっ
方が参加しました。
てみよう」との発案から現在
今回のコースは旧東海道の のハイキングサークルが誕生
神奈川宿を通り、幸ヶ谷公園 したそうです。
を経由してみなとみらい地区
この幸ヶ谷公園に植えられ
から大桟橋、山下公園にいた ている桜は一三〇本で、咲き
るコースです。
誇った風景は素晴らしいもの
横浜駅西口から旧東海道に ですが、残念ですが当日は、 に向かい、一三時三〇分、海
向かって一一〇段の階段を上 あの木に一輪、この木に二輪 上保安資料館に到着し、資料
りつめると神奈川台に出ます。 程度で見事な桜は見られませ 館に展示している工作船を見
ここには神奈川台関門跡の石 んでした。（残念）
学しました。
碑があります。
休憩後、お寺巡りをした後、
平成一三年一二月二二日に
そこから二〇〇ｍほど江戸 横浜中央卸売り市場を経由し 発生した、九州南西海域工作
に向かったところに「田中屋」 て臨港道路に入り、みなとみ 船事件に関する回収物などを
という料亭があります。一八 らい地区、臨港パークに向か 展示、保管しています。
六三年（文久三年）田中屋は、 いました。橋の上から見たベ
今回のハイキングも大桟橋
弥次さん喜多さんが活躍する イブリッジは美しい姿でした。 と山下公園で幕を閉じました
「東海道膝栗毛」にも登場す
が、今回の行程は一二Ｋｍ位
る旅篭「さくらや」で由緒正
あり、疲れが顔に出ている方
しいお店です。
も見受けられました。
山下公園到着は一五時、長
い道のりでしたが、一人の落
伍者もなく全員が踏破して解
散となりました。

この田中屋は坂本竜馬の妻、
おりょうさんが明治七年、勝
海舟の紹介で働いていたと伝
えられています。さらに、金
比羅神社を参拝し、現国道一
号線を見下ろすところに本覚
寺があります。

がんばっています！

▼残念ですが、所要のため参
加出来ません。近況は小旅行
など楽しんでいます。次回の
参加を楽しみにしています。
（戸塚区 羽生 光治さん）
▼元気です。
（金沢区 伏見 幸一さん）
▼いつもお世話になりありが
とうございます。お陰様で妻
と二匹の愛犬と元気に過ごし
ています。
（戸塚区 和泉 守さん）
▼昨春契約、再々雇用が満了
して、しばらくは家にいまし
たが友人の紹介で短時間で月
の半分位ですが働きに出てい

ます。今回は孫の卒園式で出
席できず残念です。次回をた
のしみに待ってます。
（中区 市川 美佐子さん）
▼元気に過ごしています。毎
皆様にご好評を頂いています、近況特集
週近くの自治会館で囲碁を楽
「がんばっています」をお届けします。
しんでいます。
前回に引き続いて、川崎・横浜地区で頑
（戸塚区 館野 弘さん）
張っておられる皆様方の声を交流会開催案
▼腰痛のため欠席させて頂き
内の返信葉書からのお届けです。
ます。
今後の会員相互の交流の一助になれば幸
（戸塚区 笈川 弘さん）
いです。
▼皆さんに支えられて元気で
▼都合により欠席したします。 ▼変わりなく通院しながら静 す。
（金沢区 伊藤 典男さん） かに過ごしてます。
（南区 坂本 萬喜さん）
▼毎日、元気にしております。 （川崎区 出口 八重子さん） ▼体調不良につき欠席させて
（栄区 小向 豊吉さん）
▼役員の皆様お世話様です。 もらいます。
▼事務局の皆様、いつもあり 私は毎日血圧剤を呑んで、な （金沢区 岩野 次雄さん）
がとうございます。テルウェ んとか頑張っています。皆様 ▼いつも欠席で申し訳ありま
ル東日本の契約社員となり、 に宜しく
せん。三月一八日は自治会会
はやいもので間もなく丸三年 （神奈川区 大森 俊夫さん） 長を約一五年もしているので
になります。後二年は頑張る ▼申し訳けありません。丁度 大変ですがスイミング、健康
つもりでいます。
旅の予定がありますので欠席 運動もして一月で八四才にな
（緑区 野口 忍さん）
させて戴きます。
りましたが元気で頑張ってい
▼いつもありがとうございま （中区 鈴木 武志さん）
ます。
す。都合が悪く欠席させて頂 ▼元気で過ごしております。 （高津区 志田 袈裟義さん）
きます。
（磯子区 渡辺 美男さん） ▼山の仲間と月二回麻雀やっ
（旭区 山田 金作さん）
▼お世話になります。元気に てます。盛会であります様に。
▼町内会のお手伝いと、時々 日々ウォーキング・健康吹矢 （港北区 髙橋 寿一さん）
来る孫の子守や家事をしてい と楽しく、また町会で健康マー ▼元気に週五日働いています。
ジャンを立ち上げようと思っ 当日は九州へ出張のため欠席
ています。（マージャンもわ いたしますので、皆様によろ
からずに）
しくお伝へ願います。
（中区 元倉 征勇さん）
（緑区 中嶋 民雄さん）
▼家庭菜園に励んでいます・・・ ▼相変わらず港南台幼稚園で
が膝痛・腰痛と歳を感じるよ 働いています。今年で六三才
うになりました。
なので、体もきつくなってき
（保土ヶ谷区 白井 善之さん） ました。なんとか六五才まで
は頑張って仕事をしたいと思っ
ています。皆様もお体をご自
愛してください。
（南区 一澤 行巳さん）
▼いつもお世話様になります。
日頃スポーツ（卓球）に孫の
面倒等忙しい毎日を送ってお
ります。
（磯子区 無記名）
▼「歩数計を持って歩こう」
よこはまウォーキング事務局
に申し込んで歩数計（送料三
〇〇円）が到着して一年にな
り、目標三ケ月で二〇〇ポイ
ント以上獲得すると三〇〇〇
円相当の商品券が当たるので
ると一日が早く感じています。
今年も健康第一に、一万歩を
目標にして頑張ろうと思って
います。
（港北区 宮坂 茂美さん）
▼元気で頑張っております。
これからも宜しくお願いしま
す。
（幸区 八木 久雄さん）
▼大変お世話になっています。
杖を使用して、買物、散歩な
どして、健康維持しています。
（・・・三枝木 重晴さん）

毎日、目標達成するため頑張っ
て歩いてます。（二〇〇〇歩

ごとに一ポイント、一日最高
五ポイントまで）尚、毎月最
低一回はリーダに歩数計をの
せて歩数データをサーバ送信
する。
（戸塚区 金子 弘さん）
▼ご盛会をお祈りします。膝
に痛みがあり通院治療を受け
ています。
（南区 藤田 英雄さん）
▼昨年から、又一つボランティ
アに挑戦しています。障害を
持つ人、有料で食事が出来る
生活支援センターで調理の下
準備をします。三十人分の食
材の多さやひと抱えもある鍋
や電気釜にびっくり。献立に
合わせ「玉葱二十個、超うす
切り」などシェフの指示があ
ります。（三個で涙ナミダで
した）時間通りに出来た食事
を「オイシイ！」と喜ぶ利用
者の笑顔にこちらも嬉しい笑
顔。高齢になっても出来るボ
ランティアはまだまだあるの
ですね。
（南区 中村 静枝さん）
▼退職者交流会、ボーリング
大会、一泊旅行の旅などに参
加し、元気な体を保ちながら、
二ツの目標に向け頑張ってい
ます。お陰様で昨年九月に結
婚し、一ツの目標を達成しま
した。酉年である自分の年に
新年を迎え二人で楽しい毎日
を過ごしています。
（中区 石飛 秀夫さん）
▼スポーツセンターにて健康
に留意し毎日頑張ってます。
（南区 鈴木 政一さん）
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▼退職者の会の活動の手伝い
と週二回の卓球の練習を頑張っ
ています。皆様と交流会でお
会いできることを楽しみにし
ています。
（緑区 杉本 秋一さん）
▼返信遅くなりました。
（旭区 鶴田 薫子さん）
▼毎日忙しくしており夫婦と
も元気です。ただ九二才の義
母をサポートするため体調を
整え、病気やケガをしないよ
うに気をつけています。
（旭区 金丸 正江さん）
▼二月のハイキングで二宮の
吾妻山に行ってきました。頂
上から見た富士山と街並みに
隣接した相模湾の海岸線の素
晴らしい眺めに満喫しました。
何回でも行きたい所でした。
（西区 星野 英二さん）
▼出席します。よろしくお願
いします。
（戸塚区 石橋 秀夫さん）
▼四年前に母、二年前に妻を
亡くし、この数年間は毎年法
事を執り行っています。今年
もまた予定しています。そん
な事もあって般若心経を覚え
毎朝唱えていますが、何か心
が落ちつく気がします。昨年
健康診断を受診して大動脈瘤
が発見され、精密検査を何度
も重ね大手術を覚悟しました
が、グレーゾーンとの事で経
過観察になっています。主治
医から禁煙を宣告され、泣く
泣く実行していますが、お酒
の方は休肝日なしの皆勤で続
けています。
（戸塚区 高野 芳郎さん）
▼昨年の一月二五日に胃の激
痛で入院し膵臓炎、胆のう炎
でつらい一年でしたが、かろ
うじて息をつないでいます。
後日医師の話では黄だんも出
ていたとのことで今回がある
のが不思議に感じているこの
頃です。皆様にお逢いするの
が愉しみなので、これからも
頑張っていきたいと思います。
（中原区 程島 竹雄さん）
▼日頃、大変お世話になり、

ありがとうございます。退職
者の会のニュースをお送りい
ただくたび、退職者のみなさ
まの日常の生活を参考にして、
健康に気をつけて頑張ってお
ります。
（戸塚区 松原 亘正さん）
▼ハイキング・パソコンサー
クル等に参加して毎日元気で
過ごしております。
（磯子区 深山 奉之さん）
▼退職して二年が経ちました。
心身の健康管理を兼ねて、コ
ンサートや都心の美術館、博
物館巡りをしています。また、
近くの森林公園などを散策し

（保土ヶ谷区 新二井洋平さん）

て、日頃の運動不足を解消し
ています。元気です。
（麻生区 坂口 利則さん）
▼一〇一才をむかえる父親を
かかえ日々葛藤中！家庭に縛
られ出不精になってしまいま
した。久しぶりに皆様方に会
える事を楽しみにしてます。
（金沢区 長島 繁代さん）
▼役員の皆様いつも大変ご苦
労様です。私も小学生の見守
隊をしています。
▼毎日がすごいスピードです
ぎ去って行きます。
（西区 大野 正一さん）
▼幹事の皆様にはいつもお世
話になっておりありがとうご
ざいます。八〇才を過ぎます
と身体の衰えが感じられます。
現在は高血圧、狭心症、膝関
節痛等で通院しています。健
康に気をつけて頑張っていき
ます。
（青葉区 杉山 繁さん）
▼お世話様です。遅くなり、

申し訳ございません。宜しく
お願い致します。
（瀬谷区 木内 洋子さん）
▼私、八〇才代の折返し近く
なりました。現在、パソコン・
写真サークルに体調の良いと
きのみ参加しています。
（金沢区 角谷 孝夫さん）
▼毎日、約 千歩のウオーク
を楽しんでいます。その度一
パイする楽しみをあじわって
います。これからも元気で毎
日過ごしたいと思います。
（・・・ 郷間 美郎さん）
▼元気でやってます。
（南区 荒木 義憲さん）
▼元気に過ごしています。
（都筑区 田中 明彦さん）
▼当日は所用のため欠席しま
す。参考に、腰痛で何年も通
院していますが、ある整形外
科の先生の指導受けた人より
私も同じ様にやって見て良かっ
たので、テニスボールを股の
痛い所三〇秒位押しあてると
痛みがとれます。ためして見
てください。
（鶴見区 鈴木 修さん）
▼幹事の皆様ご苦労様です。
残念ですが所用があり欠席し
ます。
（金沢区 望月 修身さん）
▼役員の皆さん何時もご苦労
様です。体調不良のため欠席
させて頂きます。
（多摩区 小野 忠夫さん）
▼特養老人ホームにボランティ
アで毎週参加し、話し合いや
移動動作の補助を行っている。
日々認知症予防のための生活
習慣の改善に注意し、積極的
に進めている。
（港南区 角井 孝吉さん）
▼医者通いが多いが元気です。
（神奈川区 狩野 彦丸さん）
▼お世話になっております。
ひざが悪く歩くのに苦労して
おります。体の方は病院通い
もしておりますが、まあまあ
の状態です。
（大田区 神長 一水さん）
▼体調悪く歩行が今一歩で一
人歩きが困難な為です。
（保土ヶ谷区 片野 弘明さん）

▼役員の皆様いつもお世話に
なりまして有難うございます。
今回の「退職者の会」残念で
すが、所用と重なり欠席させ
ていただきます。いくつか持
病（潰瘍性大腸炎・過活動膀
胱等他にも・・・）あります
が、どうにか仲良く付き合っ
てます。元気にやっておりま
す。
（磯子区 黒沢 晴美さん）
▼都合が悪く欠席しますが、
元気にやってます。家庭菜園、
自治会活動、孫たちと野外で

遊ぶ体力つくり等々です。
（鶴見区 剣持 重行さん）
▼最近一年の経つのが早く感
じています。この間済ませた
と思っていたのに！確定申告
の時期になりました。二月末
に税務署に（ボケ防止の為）
確定申告をしに行きました。
ある新聞の読者欄に「確定申
告待たせすぎ」とありました。
本当にどこへ行っても高齢者
が多く医療費確認等があるの
か、整理処理は一〇〇～一二
〇分待ちと案内していました。
（やだねー）愚痴るより、風
邪をひかない内に、春よ来い
早く来いと思っています。
（金沢区 上原 勝さん）
▼いつもお世話になっていま
す。元気で高齢者食事サービ
ス、町内会役員、友愛活動委
員等しています。土曜日は
（一八日）所用のため出席で
きず申し訳なく思っておりま
す。
（南区 今村 妙子さん）

▼御案内ありがとうございま
す。年令と共に病院通いが多
くなりましたが、季節の花々
を楽しみながら、家族や周り
の方々に感謝しつつ日常を過
ごしております。当日は病院
の予約があるため欠席致しま
すが交流会のご盛会をお祈り
しております。
（緑区 森田 久美子さん）
▼相も変わらず伊豆の兄の介
護に出かけて居ります。ご連
絡ありがとうございます。
（港南区 斎藤 澄子さん）
▼派遣社員として前職場で働
いています。
（川崎区 久保 博さん）
▼要介護二級頑張っています。
（港南区 角田 藤作さん）
▼いつもお世話様です。残念
乍ら予定していましたが、ど
うしても大事な用事一件入り
ました。次回には又お世話に
なります。
（磯子区 日向野 直子さん）
▼体調不良のため欠席します
のでよろしくお願いします。
（・・・ 伊藤 正一さん）
▼当日は身内の法事にて欠席
致します。当方元気に暮らし
ております。ありがとうござ
います。
（栄区 太田尾 信行さん）
▼連絡ありがとうございます。
この頃弱って来ましたが無理
をしないよう気をつけていま
す。
（泉区 岡野 文江さん）
▼いつも連絡していただきあ
りがとうございます。年とと
もに身体の動きも悪くなり歩
くのも遅くなりました。階段、
坂道などは登りきったところ
で休憩しています。駅ではエ
レベーター等を利用するよう
にしています。なお、認知症
にならないよう外に出たり、
人と話をするように心掛けて
います。
（中区 永田 正さん）
▼電気通信大学に奉職してい
ます。
（金沢区 中嶋 信生さん）

▼健康で過ごしております。
（緑区 古矢 正孝さん）
▼一日一万歩を目標に歩いて
ます。
（港北区 古賀 隆さん）
▼お陰様で元気に地域活動
（自治会行事・保土ヶ谷宿ボ
ランティア）に参画していま
す。また年数回山歩きを楽し
んでいます。

ます。交流会所用があり欠席
します。
（旭区 白田 徹彌さん）
▼三月末で七十六才になりま
す。来春には喜寿を迎えます
が、現在、二週間おきに抗ガ
ン剤を投与しています。二〇
二〇年の東京オリンピックを
元気で応援できるよう頑張り
ます。みな様のご健康を祈り
ます。

（保土ヶ谷区 大竹 伸幸さん）

ペラ・ガラコンサート」に向
け特訓中です。
（金沢区 石渡 逸子さん）
▼毎日元気に生活しておりま
す。
（鶴見区 佐藤 力男さん）

▼毎日、元気に囲碁やウォー
キングを楽しんでいます。
（泉区 野口 三郎さん）
▼日々の生活に慣れつつ有り、
友人とのノミニケーションを
Ｗ一回、遠征はＹ三～四回エ
ンジョイしています。
（南区 稲川 実さん）
▼都合悪く欠席致します。元
（保土ヶ谷区 一之木正臣さん） 気で過ごしております。
（幸区 村田 寿夫さん）
▼お陰様で元気に過ごしてい
ます。私は今年節目の年（喜
寿）を迎えます。これからは
今まで以上に健康に感謝し、
一日、一日を大切に過ごす事。
そして目標は八〇才を過ぎて
も第九合唱はもちろん、色々
なジャンルの音楽に挑戦し楽
しく歌い続けてゆきたいと思っ
ている事です。今は次の「オ

▼元気の良い日は一時間程度
歩いて健康維持に励んでいま
す。
（鶴見区 荒井 保重さん）
▼宮前区の公園体操等のボラ
ンティア活動で元気に過ごし
ています。
（宮前区 菅野 陽一さん）
▼ある時から、これからは
「楽しく暮らしていこう」と
決めました。いくつかのボラ
ンティア仲間と共に続いてい
ます。スポーツ、ハイキング、、
趣味、脳トレ、観劇、映画・・・
と各方面の活動を続けていま
す。いろいろな機会に参加し
て、いろいろな方々との交流
の時間がたのしみです。
（鶴見区 植村 光子さん）
▼ 今 日 用、 今 日 行 く 、 貯 筋
を心がけ日々元気に過ごして
おります。
（港北区 岩澤 眞悟さん）
▼元気で過ごしています。
（磯子区 佐藤 安夫さん）
▼体調不良の為欠席します。
（神奈川区 八代 一芳さん）
▼体調不良の為欠席致します。
（栄区 白井 雄さん）
▼最近あちらこちらガタがき
て日々だましだまし生活して
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▼特に可もなく不可もなく、
過ごしております。
（鶴見区 横道 章さん）
▼都合により欠席させていた
だきます。
（泉区 中村 ヒロ子さん）
▼元気です。皆様によろしく。
（泉区 大川 寿さん）
▼二年前に脳梗塞で倒れて現
在介護センターへ杖をついて
リハビリ―に通っております
が一人で交通機関を利用する
ことが出来ませんので欠席さ
せていただきますので今後共
宜しくお願いします。
（戸塚区 石渡 淳文さん）
▼いつもお世話になっており
ます。暗いニュースが多くつ
とめて明るくと思いながら過
ごしているこの頃です。
（多摩区 浅川 公子さん）
▼お返事が遅くてすみません
でした。出席の方向で考えて
いたのですが足の骨折が完治
せず、又の機会に出席させて
頂きます。
（中区 音田 しげ子さん）
▼私事ですが、しばらくやっ
てなかった押入れの片づけを
した所、一九五二年当時の五
六白黒ネガがざっと二〇〇
〇枚出てきました。もう町で
はベタ焼きも引き伸ばし写真
もやってない様です。何とか
見たいと思い、フイルムスキャ
ナーでパソコンに取りこんで
います。
（戸塚区 佐藤 泰二さん）
▼退職して二年になります。
現在は町内会の役員、またボ
ケ防止のため週二～三日派遣
社員として働いております。
少しでも動いて健康を維持し
て行きたいと思います。今後
ともよろしくお願いします。
（高津区 鈴木 孝夫さん）
▼元気に過ごしています。フ
レンチブルドッグを飼ってい
ますが、とても可愛いく一日
二回の散歩と規則正しく生活
をしていますので体も元気で
健康でいます。
（台東区 岡部 達昌さん）

（金沢区 菊池 誠さん）
▼毎日大きな変化も無く、趣
味の盆栽、料理、旅行と暇な
時間を楽しんでいます。
（金沢区 高橋 榮二さん）
▼体調悪いため欠席。
（小川 晃さん）
▼昨年在職中から始めていた
詩吟の準師範にやっと合格し
ました。
（金沢区 加藤 柵吾さん）
▼所用があり欠席します。元
気で過ごしています。
（神奈川区 稲田孝志さん）
▼まだ、元気です。
（南区 渡辺 正次さん）
▼土曜日・日曜日は自治会行
事のため出席する事が出来な
くて申し訳ありません。元気
にしております。自治会役員
の任期が終了した時には出席
させて頂きます。
（戸塚区 加藤 羊子さん）
▼腰痛、膝痛の為、欠席させ
て頂きますので宜しくお願い
致します。
（高津区 持田 昭三さん）
▼二〇一一年一二月から妻と
ともに老人ホームに入所。
（金沢区 津岡 秀男さん）
▼一八日の退職者の会は仕事
の都合上参加できません。朝
から夕方まですぐ近くの産業
貿易センターにいます。現在
の生活の中心は、行政書士の
仕事（遺言・相続・入国手続
き、不動産等）日本語教師の
ボランティア、趣味の歌声サー
クル、母校の校友会活動、Ｎ
ＴＴ体育系ＯＢ会活動等です。
体力の続くかぎり・・・、い
つまで体力が持つかな…と考
える日々です。
とにかく健康第一です。
（戸塚区 竹原 英樹さん）
▼退職者の会欠席いたします
のでよろしくお願いします。
毎週金曜日飲みながら旅行会
の話をして盛り上がっていま
す。元気でやっていますので
宜しく。
（西区 網谷 信行さん）
▼私は昨年、心臓の切開手術

を行い、一つの弁は機械弁に たいと思います。相変わらず
置換し、もう一つはリンクで 毎日のお酒代と趣味の車に給
成形を行い、また閉塞した二 料と年金はつかってます。今
か所の冠動脈はバイパス手術 年は富士スピードウェイで思
を行いました。一一月に再入 い切り飛ばしてこようと思っ
院して腹部と左大腿部の閉塞 てます。三月十八日楽しみに
性動脈硬化症で腹部はカテー し て ま す 。
テルによりステントの挿入を （瀬谷区 小澤 照男さん）
行い、左大腿部はバイパス手 ▼南向きの窓から暖かい日差
術を行い昨年末に退院しまし しを受けながら家で過ごす時
た。経過は順調ですので気長 が多くなった八十一才。とて
にリハビリに努めるつもりで も元気です。四十一年前から
す。
住んでいる住宅地も高齢化率
（戸塚区 金澤 孝信さん） 四十％。近所もお一人さまが
▼町内会で麻雀愛好会を立上 増え何かと助け合いながら暮
げ毎週火曜日ＡＭ一〇時～Ｐ らしている。地域でも高齢者
Ｍ五時まで楽しんでおります。 見守りネットワーク委員会を
立ち上げて活動をはじめてい
るこの頃です。
（栄区 瀧澤 美榮子さん）
▼本年始めより、老 人 が
老 犬 の老老介護の状態と
なりました。Ｓさんより子犬
をいただいて十八年、人間の
かかる病気は何でもかかると
言われていたが、大した病気
にもならず元気だったがさす
が十八才 人間でいえば八十
才か 年相応か。私か妻が必
ず在宅していなければならず、
老老介護で頑張っています。
（港南区 安藤 和男さん）
▼役員の皆様には何時もお世
話になっております。地域ボ
ランティアの一人として介護
施設及びデイサービスを中心
に「津軽すこっぶ三味線」ラ
イブを行うとともに多くの皆
様に「すこっぷ三味線の体験
会」を通して音楽の楽しさと
交流できる機会を大切に元気
に活動しています。
（港南区 加藤 忠さん）
▼昨年十一月二十日頃から体
調をくづし病院に入院し退院
後もなかなか痛みが消えなく
苦心してます。七十四才まで
比較的に健康ですごしてまし
たが一つ一つ高齢になって超
えて行くガードがあり元気に
なって過ごしたいと思います。
いつも組合参加の折はお世話
になっています。ありがとう
昼食付き、ビール付きで、たっ
たの一〇〇〇円ですよ！私は
手作りのおしんこ当番です。
こんなに頭を使い楽しく出来
ている事に感謝しています。
役満も何回やったかな！
（南区 三浦 ミヤ子さん）
▼退職者の会入会後初めて近
況報告をさせていただきます。
今年で六九歳になります。退
職時から始めた毎日の筋トレ
とウォーキングは現役時代以
上の体力が付いてきました、
又更なる能力の向上を目指し
て毎日主夫業とともに続けて
います。
（泉区 鈴木 誠一さん）
▼幹事の皆様には大変お世話
になっております。自分も六
十五歳で契約社員から人材派
遣会社経由でＮＴＴ保土ヶ谷
ビルで働かせて頂いて、三年
経ちました。あと少し働かせ
てもらえるようなので頑張り

共済 便り

「火災共済」と「自然災害共済」とは
「親子関係」みたいなもの？

よろしく
お願い致します

物故者（前号以降）

嶋村 司様（町田市）
森 昭夫様（町田市）
田尻展大様（金沢区）
遠藤清壽様（青葉区）

歳
歳
歳
歳

岡本 志郎さん （
横須賀市）
滝沢 武彦さん （
港南区）
川辺 武一さん （
寒川町）

新会員紹介 （前号以降）

一、「火災共済」へ年度途中に新規加入する場合、又は増
口する場合は『月払い』による支払となります。
二、「火災共済」を『年払い』への変更を希望される場合
は、次回加入促進時（例年六月頃）に『年払い』へ変
更申請する必要があります。
三、「火災共済」に『年払い』で加入されている方が、年
度途中に「自然災害共済」へ加入された場合は十一月
迄は「自然災害共済」のみ『月払い』となりますが、
十二月以降は「火災共済」と同様に『年払い』へ変更
となります。
昨年の夏は台風が数多く上陸しましたが、ＮＴＴ労組
南関東総支部関内（茨城、千葉、神奈川）の退職者の
会会員の皆さんからの「自然災害共済」の請求が約四
十一件もあったとのことです。神奈川退職者の会におい
ても「自然災害共済」に係る問い合わせがありました。
今年も多くの自然災害が考えられますので万全の備え
をしたいものです。
※ 「自然災害共済」は、「火災共済」のオプションとなっ
ていますので、次回の加入促進時に「火災共済」の
『年払い』にあわせて「自然災害共済」も『年払い』
へ変更となりますのでご注意下さい。

ございます。
（港南区 久保田千代子さん）
▼おかげさまで無事一年を楽
しく過ごさせていただきまし
た。
（保土ヶ谷区 折笠勝昭さん）
▼健康のため、朝夕にウォー
キングをしています。ボケ防
止のため英単語の暗記をはじ
めたのですが今もつづいてお
ります。テレビが毎日の楽し
みです。
（神奈川区 小林 浩さん）
▼最近はスポーツと言うより
カメラを持参し、近場に季節
を探しに散歩に出かけること
が多くなりました。
（戸塚区 石井 治男さん）

謹んでお悔やみ
申し上げます
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▼三味線と民謡のグループを
妻と結成して一五名で老人施
設を訪問しています。会のご

盛栄をお祈りします。毎年役
員の方の高齢者訪問を戴き感
謝しております。
（磯子区 鈴木 英雄さん）
▼いつも役員の皆様には大変
お世話になっております。病
気が再発し港南台の病院に通
院し治療を受けて居りますの
で欠席させて戴きます。
（港南区 宮田 幸一さん）
▼退職して四年余りたち、カ
ラダも大分慣れてきました。
（旭区 片桐 文雄さん）
▼体長不良のため欠席させて
いただきます。
（旭区 池田 晴年さん）
▼当日は、所用の為、欠席し
ます。
（戸塚区 矢口 実さん）
▼今回は所用により欠席いた
します。昨年三月末をもって
退職し皆さんのお仲間入りと
なりました。宜しくお願いい
たします。ボケ防止と健康の
維持のためウォーキングを始
めましたが、毎日四時間程度、
三万歩を目指して歩く様になっ
た最近です。在職中には考え
られなかった事ですが、結構
ウォーキングを楽しんでいま
す。
（杉並区 神山 豊さん）
▼やっと、毎日が日曜日を満
喫しています。
（神奈川区 飛騨 野良さん）
▼背骨の骨折で治療中です。
会の盛栄をお祈りします。
（磯子区 鈴木 八之さん）
▼週四日のアルバイトも元気
にしています。

82 71 87 83

taisyokusyakai@bz01.plala.or.jp
Ｅ－mail

http://ntttaisyoku.pepper.jp
ホームページアドレス
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