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これらの災害を「ひとごと」 だきます。
から「自分ごと」へと「まず
続いて、ＮＴＴ労組の宮城
自らの命を守る」ためとして、 事務局長から情勢報告と藤沢
今 年 度 は 各 地 区 交 流 会 で 、 市議の柳田議員から挨拶があ
「災害に備えて」として、当
該自治体より講演をいただき、
緊急災害時等の対策を知り、
備えをより現実的なものとし
ていただく場としました。
最後に、山梨市市議会選挙
で「古屋まさお」君の支援と
鎌倉市市議会議員選挙で「竹
田ゆかり」さんのご支援をお
願いいたします。

藤沢・厚木地区交流会“防災”を学ぶ！

津波対策の事前知識を高めよう！

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。

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。

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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安心 ・ 信頼

生きがいあふれる
２１世紀，みんなと共に！

旧・復興はまだまだ遠い現実
にあることを心に留め、ＮＴ
Ｔ労組と連携した「防災」
（災害を風化させない、忘れ
ない）にかかわってほしいと
思います。

自治体選挙結果について
・山梨市議会選挙
古屋雅夫さん 第三位当選
・鎌倉市議会選挙
竹田ゆかりさん 第九位当選
ご協力ありがとうございました

なお、本日はお忙しい中、
ＮＴＴ労組神奈川連絡会から
宮城事務局長、また、ＮＴＴ
労組政策議員で当地藤沢市議
の柳田秀憲さんにご出席いた
だきました。大変ありがとう
ございます。そして、組織内
の石橋参議員からは、メッセー
ジ（別記）をいただきました
ので、後ほど披露させていた

『安否確認電話』登録のお願い

⑴昨年は熊本地震・北海道と
岩手の水害、新潟県糸魚川市
の大火と大きな災害が発生し
ました。
⑵藤沢市は津波対策に取り組
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NTT労働組合退職者の会・神奈川県
支部協「藤沢・厚木地区」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、藤原・厚木地区の先輩方
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。また、
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、参議院選挙の結果、安倍政権の数の力がます
ます強化され、暴走にはどめがかかりません。昨年秋の臨時国
会では、年金支給額の引き下げを強化する法案などの大変重要
法案が、次々と強行採決で成立を図られてしまいました。
また、現在行なわれている通常国会でも、利用者の更なる負担
増につながる介護保険法の改悪案や、「共謀罪」の創設を目論
む法案が議論されておりますが、また与党の数で成立し、ます
ます国民生活の安心や子どもたち・孫たちの平和な未来が脅か
されてしまいます。
とりわけ、共謀罪の創設は、戦前の治安維持法の再来とまで言
われる稀代の悪法です。何としても止めていかなければならな
いと決意を新たにしております。表現の自由や内心の自由まで
脅かされ、自由にモノを言えなくなるような社会を次世代に残
すわけにはいきません。何としても廃案にしなければならない
と決意を新たにしておりますので、ぜひ先輩方のお力をお貸し
いただければと思います。
民進党も、大変厳しい状況が続いており、心配をおかけいたし
ますが、だからこそ、今が頑張りどころです。これからも、働
く者、生活者のためための政治を取り戻すために全力で頑張っ
てまいりますので、引き続きのご支援とご指導をどうか宜しく
お願い申し上げます。
最後になりますが、「藤沢・厚木地区」の先輩方の今後益々の
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。
ありがとうございました。

として、子や孫の世代に「ど
んな理由があろうとも戦争は
決してやってはいけない」
「悲惨な戦争は二度とやって
はならない」ことを語り続け
なければならないことを痛感
しました。この井上副会長の
体験記の編集は、三〇歳の本
部情宣部の人が担当しました。
彼は記事のまとめとして、
「戦争という悲惨な出来事を
永く後世に語り継がなければ
いけない」「そして、これか
らこの役目を担うのは戦争を
知らない私たちの世代である」
と頼もしい思いが語られまし
た。 さて、本日はあの熊本
地震からちょうど一年。そし
て、東日本大震災から、まる
六年が過ぎました。
私たち退職者の会神奈川に
おいても、改めて、福島の復

民進党 参議院議員 石橋みちひろ

りました。
次に、徳永事務局長から次
のとおり報告とお知らせがあ
りました。
①直下型地震等の災害時に備
えて、会員の第二連絡先を作
成しますのでご協力を。
②年金が四月から（六月支払 【藤沢市災害時の
分）〇・一％減額となります。
備えについて】
③ＮＴＴ退職者の福祉事業が
四月一日から変更となります。
学習会では、藤沢市防災安
④七月の電通共済生協の加入 全部危機管理課の太田さんと
宍戸さんから藤沢市防災の備
えについて講話がありました。
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二〇一六年度ＮＴＴ労組退
職者の会神奈川「藤沢・厚木
地区交流会」が四月一五日に
ＮＴＴ西支店藤沢食堂におい
て、司会に井上精司副会長の
もと、会員・役員七四名が参
加して開催されました。
はじめに、新井陽太郎会長
から次のとおり挨拶（要旨）
がありました。

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を
お願いし、見事当選させてい
ただきました。本当に感謝い
たします」
国会は治安維持法ともいわ
れる「共謀罪」の審議に入り、
日本の命運を決する、まさに
正念場の状況となっています。
三月二五日付のＮＴＴ労組
新聞に、本日の司会の井上副
会長の横浜大空襲の貴重な体
験報告の記事が掲載されてい
ます。全国的に反響があるよ
うです。
改めて、私たち会員は戦争
体験者として、また体験者か
ら直接話を聞いた世代の責任

民進党 石橋みちひろ参議院議員
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んでいます。三つのポイント
として①最善の準備②ハザー
トマップの作成配布③ラジオ・
携帯電話への通報等です。
⑶津波は一〇・七メートルで

震度七を想定している。対策
として・一〇分以内の避難所
の確保・海岸から五〇〇メー
トル以内に五〇ヵ所建物指定・
二一三ヵ所のマンションを指
定・津波避難の看板を平成一
七年度から内容の変更（逃げ
る方向を示している）・海抜
の表示（市内一〇〇〇本の電
柱等）・トイレの準備・食料
の備蓄（七日分）・一人一日
分の水三リットル
⑷市役所・消防署・警察署等
の公助は限度があるので、自
助努力を考えてほしいと締め
くくりました。
懇親会は、野中顧問の乾杯
の音頭で始まり、会員相互久
しぶりの再会に近況を報告し
あう風景が数多く見受けられ
ました。参加の皆様大変お疲
れさまでした。

神奈川シニア軍団

小 池 東 京 都知 事
の牙城に迫る ！
ハイキング「新宿コース」
は、四月二〇日、大先輩であ
る元退職者の会幹事の立石直
子さんを筆頭にして、会員四
九名の人達が参加して行われ
ました。
晴天に恵まれた新宿御苑大
木戸門からスタート。四月一
五日に新宿御苑で安倍晋三首
相が主催をした「桜を見る会」
では、首相夫人の昭恵さんも
出席し、出席者から「頑張っ
て」と声を掛けられ涙ぐむ場
面（真実は本人が知るのみ）
もあったとの報道もありまし
たが、園内にはシダレザクラ
やヤエベニシダレなど私たち

には馴染みの薄い桜をはじめ
春の花が見事に咲きそろい、
広い庭園を時間内に全体を見
ることはできないほどでした。
次に向かったのは、落語ファ
ンが開場を待ちわびて並んで
いる「新宿末広亭」の前を通
り「花園神社」に到着。花園
神社は、江戸時代から三度の
大火災に見舞われ、東京大空
襲の後には境内を唐十郎率い
るアングラ劇団の誕生や今は
亡き新宿コマ劇場の出演者の
稽古場として貸し出すなどで
再建の費用を捻出してきたと
のことです。会員の皆さんは、
花園神社でそれぞれの願いを
込めて参拝を済ませ、東京都

庁に向けて出発。途中の通り
にある昼間の歌舞伎町（夜間
の歌舞伎町を連想させるには
十分な雰囲気）を通り抜け都
庁には正午過ぎての到着とな
りました。
昼食は、弁当持参の人達は
近くの新宿中央公園で昼食、
その他の人達は都庁三十二階
で昼食を食べて休んだ後に、
都庁一階のフロアーに集合し
エレベーターで四五階の展望
台に到着。展望台からは大東

川崎・横浜地区
▼
昨年、後期高齢者の仲間入り
をしました。人生最後の節目
の年と考えていた矢先に、ちょっ
とした入院生活をしました。
今は何とか元気を取り戻しつ
つあります。日常生活の中で
は極力、地域社会の諸々の行
事に参加し、たわいない会話
で時を過ごすことが一つの楽
しみとしています。その様な
時間の大切さが身に染みる今
日この頃です。
（戸塚区 畠山 光則さん）
▼仕事も三月末で、退職する
ことになりました。三月十八
日に皆様に逢えるのを楽しみ
にして居ります。
（港南区 鈴木 博雄さん）
▼走る事と読書を日課とし変
わりなく過ごしております。
（鶴見区 山岸 典男さん）
▼加齢に伴い体力、知力の維
持が難しくなってきました。
全体的に体調の維持に良いと
言われる、ウォーキング、パ
ソコンなどあまり頑張りすぎ
ず、無理をしない範囲で実行
していきたいと思っています。
（都筑区 田邉 元就さん）
▼正月早々に成田山参拝ツアー
に参加して悪天候で風邪をひ
いてしまいました。年なので
体に気をつけようと自戒して
います。
（保土ヶ谷区 宮内喜好さん）
▼退職後の四年間、相変わら
ずの生活を送っています。パー

イベントに参加しています。
（泉区 井上 栄太郎さん）
▼八十才を過ぎると身体機能
が劣化し「あといくつまで生
きられるか」近頃、特に深夜
に目覚めててしまい「ラジオ
深夜便」のリスナーとなって
いる。先日「明日へのことば」
では元女優「杉 葉子」八十
八才が放送された。昭和二十
四年「青い山脈」の共演者、
池部良も亡くなった。本人は
元気一杯活動しているとのこ
と。八十才を過ぎても健康で
夢みているこの頃です。
（中原区 小野 正夫さん）
▼最近やっと老いつつある自
分に気が付き、今迄でできた
事も出来なくて当たり前だと
いう思いに落ち着き、頑張ら
ないで日常生活を過ごしてい
こうと思いました。

トと町内会の役員でいそがし
く過ごしています。
（旭区 久保田 明吉さん）
▼泉交通安全協会の緑園支部
で理事として小学校の交通安
全教室、事故防止運動等で小
学校の正門前で立哨、緑園マ
ラソン、駅伝、その他の各種

皆様にご好評を頂いています、近況特集
「がんばっています」をお届けします。
前回に続いて、前半は川崎・横浜地区の
残り分を掲載します。後半は藤沢・厚木地
区で頑張っておられる皆様方の声を掲載し
ます。今後の会員相互の交流の一助になれ
ば幸いです。

がんばっています！

「オペラシティ」に到着。新
国立劇場はオペラが公演中で
あることから劇場内を見学す
ることは出来ませんでしたが、
近代的な建物に参加者一同感
嘆しました。
最後は、道路の向かい側に
そびえるＮＴＴ東日本本社。
二八年度決算がグループで働
いている皆さんの努力もあり
好調だったとの話もあります
が、ビルの前にあるダイナミッ
クループを背景に記念写真を

撮影した後、終着地ＪＲ新宿
駅に午後三時過ぎに全員無事
で到着し解散となりました。
皆さん大変お疲れさまでし
た。解散後は、それぞれの仲
間同士が昔懐かしい飲み屋で
疲れをとり、ほろ酔い気分で
家路につきました。
次は六月六日（火）予備日
六月一三日（火）「鎌倉あじ
さい見物と寺巡り」です。
ＪＲ北鎌倉一〇時集合です。
京を見下ろす大パノラマの絶
景だ。展望台は無料であるこ
とから外国人観光客も多く意
味不明の言葉が飛び交ってい
る。又、展望台から眺めてい
ると、東京都が直面している
「豊洲移転問題」や「東京オ
リンピック問題」などの難題
に対しても明るい展望を期待
したくなるように思えました。 皆さまのご参加をお待ちして
次の目的地であるオペラの殿 おります。
堂「新国立劇場」と隣接する

（旭区 風間 淑子さん）
▼元気に過ごしています。
（区 髙橋 英夫さん）
▼元気に毎日忙しくしてます。
（中区 木村 抄子さん）
▼生活習慣病の予防・改善・
ダイエットにウォーキングを
始め歩数を五千歩から徐々に
増やし継続中です。
（川崎区 長崎 憲司さん）
▼元気ですごしています。
（戸塚区 柏原 孝利さん）
▼日々、元気で愛犬と過ごし
て居ります。
（旭区 杉本 涼子さん）
▼いつもお世話様です。去年
の九月に右股関節（人工）の
入れ替え手術をして、長時間
同じ姿勢で座ることがちょっ
ときついので欠席します。皆
様によろしく。
（旭区 永田 惇子さん）
▼気候も暖かくなり、毎日気
持良く歩いています。
（南区 福田 博さん）
▼孫がラグビー選手で国体、
全国大会に出場して、今さら
ながら自分も運動をしていま
すが世代交代を実感する昨今
です。
（世田谷区 鈴木 康久さん）
▼いつも出席できなくて残念
に思いますが、元気でいます
ので、行ける時にはよろしく
お願いします。
（目黒区 渡辺 惣吉さん）
▼日々元気に過ごしておりま
す。
（磯子区 青木 佳子さん）
▼昨年五月に喜寿を迎えるこ
とが出来ました。最近高齢者
による交通事故が多く報道さ
れています。今年一月に運転
免許証の高齢者講習を受け更
新することが出来るようにな
りました。常に安全第一を考
え、事故を起こさないよう運
転しています。
（磯子区 青木 幹夫さん）
▼役員の皆様いつもご苦労様
です。病気治療中のため欠席
させていただきます。
（保土ヶ谷区 市川 勝さん）
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▼昨年三月にＮＴＴを退職し
早いもので一年経ちます。保
土ヶ谷～港南～出向（道路通
信エンジニアリング）～法人
～善行～松林～希望ヶ丘と四
十七年務めたので、現在は骨
休めで毎日ぶらぶらしていま
す。お陰様で体重が増えて来
たのでこれから一人街歩きで
も始めようかと思っています。
今回の交流会は所用のため残
念ながら出席出来ませんが次
回は参加したいと思っていま
す。よろしくお願いします。
（磯子区 黒沢 明三さん）
▼役員の皆様には大変お世話
になっております。私は会社
を退職して五年になります。
私の近況は、町内会の役員・
町の消防団等々で活動してい
ます。後は趣味の畑で野菜作
り、仲間とゴルフ等を楽しん
だりして充実した毎日を過ご
しています。
（旭区 堀越 明さん）
▼役員の皆様、いつも連絡を
いただきありがとうございま
す。当日は通院日と重なり欠
席させていただきます。
（旭区 池田 博さん）
▼いつもお手数をお掛けして
おります。老老介護のため残
念ですが欠席させていただき
ます。皆様によろしくお伝え
ください。
（南区 榊原 正雄さん）
▼元気に頑張っています。
（金沢区 桐生 尚さん）
▼二月十四日に入院、肺の一
部切除の手術をしました。
（港南区 海老根 保さん）
▼皆様にはご苦労様です。当
日は所用が有りますので欠席
させていただきます。皆様に
よろしくお伝え下さい。
（磯子区 川村 清治さん）
▼肝臓病悪化による週三回の
人工透析、原因不明の動悸、
右肩のリュウマチ痛、右足の
軟骨摩滅による激痛等々何と
かやっております。このよう
な状態で出席できず残念であ
り申し訳ありません。ご盛会

をお祈りします。
（戸塚区 野口 時男さん）
▼昨年は傘寿となりスタミナ
がなくなりました。家庭の事
情で欠席します。
（川崎区 鈴木 真也さん）
▼元気にしてます。
（青葉区 小田 健生さん）
▼変わらず元気にすごしてい
ます。
（戸塚区 前垣 和正さん）
▼毎日元気にしてます。
（磯子区 井村 善英さん）
▼平穏で平凡な毎日を送って
います。健康を自慢する程で
はありませんが現在は病は殆
どなく元気です。囲碁は年々
弱くなっていますが楽しんで
います。ゴルフは月一回シニ
ア会に参加しているだけで実
力は極端に低下しています。
（宮前区 金井 明紀さん）
▼今のところ毎日のんびり過
ごしております。
（中原区 鈴木 広嗣さん）

藤沢・厚木地区
▼二月に古希を迎え、三月に
再就職先のＮＴＴ―ＭＥサー
ビスを卒業しました。腰痛
（脊髄狭窄症とか脊髄が曲がっ
ている）に悩まされながら、
ゴルフ仲間と月一ゴルフを励

みに今月は二〇二回を迎えま
した。毎月ゴルフができるよ
うに健康に留意して頑張って
います。
（相模原市 岸 忠雄さん）
▼新たに入会させていただき
参加させていただくことにな

りました。皆さんにお会いす
ることを楽しみにしています。
（座間市 千葉 勝男さん）
▼今年、六回目干支を迎えま
した。週五回ほどの晩酌が健
康のバロメータと思い元気に
飲んでいます。
（町田市 出水 延光さん）
▼役員さんいつもご苦労様で
す。週四回駐車場係をやって
いますがこのところ気になる
のが足腰の弱った高齢ドライ
バーが増えていることです。
皆様もどうか車の運転にはく
れぐれもお気をつけ下さい。
（藤沢市 澤田 隆男さん）
▼元気にしています。今年に
入りスキー三回山歩き二回、
三月三一日の北八ヶ岳縞枯山
へは、ロープウェイの山頂駅
を歩き始めると雪になり単身
山頂を往復して戻って来まし
たら（三時間半後）何と三〇
ｃｍも積もっていました。山
麓は霙で視界も悪く、楽しみ
にしていたスキーは断念して
帰りました。昨年一〇月に初
孫に男の子が生まれ曾祖父
（ひいじじ）になりました。
（海老名市 長田 弘さん）
▼老年と思わぬ元気日々努力
八九歳卓球・グランドゴルフ
健康第一に努力しています。
（鎌倉市 古屋 吉夫さん）
▼冬場仕事で丹沢山塊・唐沢
峠付近の獣外防護柵修繕に行っ
てきました。三峰山方面に向
けて厚木市と清川村の境界エ
リアでツキノワグマ、日本カ
モシカなども出没する所です。
昨今の私は徐々に無理が利か
なくなり、身体力の回復に時
間がかかるようになりました。
途中、不動尻周辺にミツマタ
の群生地があり三月下旬頃ま
でが見頃です。こんな自然に
癒されながら過ごしています
が、そろそろ「地域社会貢献」
に軸足をと思っています。
（・・・近藤 和幸さん）
▼なんとかやっています。
（鎌倉市 篠原 明さん）
▼「光陰矢のごとし」ですね。

退職してから私の生活パター
ンはほぼ同じで、週２回の援
農ボランティア（農家の手伝

い）と週二～三回囲碁打ちで
す。体力的にボランティアを
いつまで続けられるかが頭に
芽生えはじめてきた今日この
ごろです。健康第一です。
（藤沢市 金田 辰夫さん）
▼幹事の皆様、いつもありが
とうございます。健康と体力
の維持の為、テレビ体操や強
歩を継続しています。またボ
ウリングも三〇〇点を目標に、
一喜一憂しながらも、充実し
た日々を過ごしています。
（藤沢市 曽根 健一さん）
▼退職して三年がたちました。
初めて参加させていただきま
す。まだ、働いており、日々、
多忙な日常をおくっておりま
す。イベントには参加したい
と思っておりますが、平日は
きびしい状況です。よろしく
お願いします。
（藤沢市 秋山 信二さん）
▼退職者の会の役員、「中高
年と健康生きがいづくり」
「生涯学習」「ウクレレ」グ
ループや趣味の山登りの仲間
の活動で忙しく過ごしていま
すが、今年自治会役員の任期
がおわりますので、残された
健康な時間を大切にしていき
たいと思っています。
（座間市 井上 精司さん）
▼春になってもまだ寒い日が
続いております。私として毎
日犬の散歩その他には、社交
ダンスを教えており楽しい毎
日を送っております。

（鎌倉市 西岡 瑛雄さん）
▼今日の「今」を大事にして
います。一日を楽しく過ごせ
る事が健康第一と考える年齢
になりました。
（藤沢市 野口 進さん）
▼最近は散歩するのも“おっ
くう”になり、つくづく年だ
なあーと思うこのごろです。
認知症にならぬよう注意しよ
うと思っています。
（綾瀬市 森永 五郎さん）
▼今回は初めて参加してみた
いと考えてますが天候が悪い
と欠席するかもしれません。
誠に勝手な奴とおもって下さ
い。ごめんなさい。
（相模原市 福井 隆之さん）
▼役員の皆々様、何時もお世
話様です。桜が咲く頃になり
ました。野球もテレビで観れ
る様になり楽しみもふえまし
た。体調不良のため欠席させ
て頂きます。
（相模原市 黒田 留吉さん）
▼皆々様の健康を願っていま
す。私は元気ですよ。
（藤沢市 小田 昭治さん）
▼湘南ネットワークを最後に
退職し、一五年が経ちました。
先日組合から古希のお祝いお
送り頂きました。ありがとう
ございました。退職後は新築
マンションのインターネット
設備構築に従事してましたが、
現場入場へも年齢制限があり、
昨年七月からは、在職中に取っ
たボイラーと電気工事士等の
資格で平塚共済病院で働いて
います。
（茅ヶ崎市 本間 清さん）
▼自治会の役員や家庭菜園、
ジョギング等をしながら健康
に留意し日々暮らしています。
（大和市 松尾 衆介さん）
▼他に用事があって行けなく
なりましたので皆様に宜敷く
お伝え下さい。
（相模原市 味澤 廣さん）
▼心臓を患ってます。体調が
悪いので失礼します。
（鎌倉市 吉田 清一さん）
▼退職者の会の皆様にはお世

話になっております。元気で
毎日をすごしています。
（藤沢市 中村 久実さん）
▼皆様に久しぶりなのでお会
いしたいのですが体調不良の
ため（風邪が長びいて）欠席
します。皆様お元気でご自愛
下さい。
（鎌倉市 端山 和子さん）
▼みらいふる鎌倉の地区老人
会会長と大船地区長をやって
おり、いろいろな行事に参加
し、スケジュールが一杯にな
りますが、ゴルフ・グランド
ゴルフ・麻雀などの遊びも行

なっており元気で過ごしてま
す。少々記憶力は消失ぎみで
す。
（鎌倉市 岡田 修さん）
▼最近足腰が痛くて困ってお
ります。年齢のせいか（今年
八八歳）のため欠席させて頂
きます。会の益々のご発展を
お祈りしております。
（茅ヶ崎市 原田 弘さん）
▼春寒ようやく温み始め桜の
蕾も膨らむ今日この頃ですが、
会員の皆様いかがお暮しでしょ
うか。小生も毎日ボランティ
アで学童の登下校時の見守り
隊を元気で頑張っております。
残念ですが都合により欠席し
ますが会のご繁栄をお祈り申
し上げます。
（ 相模 原 市 佐 藤 基 さ ん ）
▼ご苦労様です。早、現職を
退き五年の歳月が流れました。
これまで市での非常勤職員と
して働いておりましたがこち
らも後輩に譲る形で退きまし
た。時間に余裕ができ、今ま
で無頓着であった自宅の庭の
手入れは勿論住まいの手入れ

についても余念がないです。
特に植栽に凝っています、四
季の花々を植え、一年草、多
年草と今は花を見るだけで分
かります。爽やかな匂いの花、
地を這うような花育ってくる
のが大変楽しみです。静の植
栽、動ではほぼ毎日七㎞ウオー
キング未だまだ老いていられ
ません。
（厚木市 岡本 一さん）
▼ご連絡ありがとうございま
した。
（相模原市 小泉 洋二さん）
▼年相応に何とか元気にやっ
ています。いつもお世話にな
ります。もう寒い冬は充分で
す。暑い夏を楽しみにしてい
ます。
（相模原市 小山 祐司さん）
▼障害者のボランティア活動
や陸上大会、コーラスの発表
会に参加しています。また、
自分も難聴のため手話の勉強
をしています。難聴者協会の
役員を務め、要約筆記養成講
座と学校福祉体験談の講師を
して頑張っています。最近、
百歳体験をはじめてずっと続
けて行きたいとおもっていま
す。
（相模原市 高橋 英司さん）
▼入院中のため欠席いたしま
す。
（藤沢市 鈴木 健康さん）
▼野菜作りや、地域の仲間と
ゴルフの会を作り楽しんでい
ます。又、友人と食事会やカ
ラオケを月一回程度行ってい
ます。健康であることに感謝
をしています。有難いです。
（茅ヶ崎市 石黒 芳男さん）
▼都合により欠席します。
（茅ヶ崎市 増田 芳秋さん）
▼離れて住んでいる孫の面倒
を見るため、マイカーにチャ
イルドを常に乗せています。
時々オンコールがあり、重宝
に使われています。孫がニコ
ニコして迎えてくれるので張
り合いがあります。
（・・・ 寺田 信雄さん）
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退職者の会ニュース

▼元気に地域活動に頑張って
います。盛会をお祈り申し上
げます。
（昭島市 堀 賀雄さん）
▼幹事の皆様、大変ご苦労さ
まです。小生老体（ボティ＆
ヘッド）にムチ打ち・・・。
頑張っています。
（町田市 山田 武士さん）
▼視覚障害者の誘導ボランティ
アで早くも十一年目になりま
す。まだ頑張るつもりです。
（綾瀬市 田中 幸弘さん）
▼幹事の皆様、大変に御苦労
様です、私事ですが白内障手
術の退院日と退職者の会が重
なるため欠席させていただき
ます。
（相模原市 中村 正晴さん）
▼四月八日から二週間、ヒマ
ラヤのアンナプルナを韓国の
友人二人とトレッキングをす

る予定なので欠席します。一
０日間シェルパさん二人も加
え五人パーティで標高四００
０ｍのベースキャンプを歩き
ます。六０代最後のちょっと
した冒険です。
（鎌倉市 鈴木 泰次さん）
▼都合が悪く欠席致します。
（・・・ 秋元 久二さん）
▼一身上の都合により欠席さ
せていただきます。日頃は、
老人ホーム等へのボランティ
ア活動（毎月七回）野菜づく
りを行っており、何とか元気
にしております。今後ともよ
ろしくお願いします。
（相模原市 飯田 好男さん）
▼御案内ありがとうございま
した。老化による歩行困難で

出席不可です。本当に申し訳
ございません。今はホーム内
でリハビリと時間を費やして

おり、是非一度皆様の会合に
参加したいと思っております、
残念です。盛会をお祈りして
おります。出席の皆様によろ
しく申し上げてください。
（相模原市 原田 米子さん）
▼病人の介護と世話で、自分
自身の事も思う様に出来なく
て困っております。八○歳と
いう年齢にも負けて何をする
気力もなくなりました。あと
少し頑張って終活をまとめな
ければと思っております。
（相模原市 高木 和夫さん）
▼役員の方々何時も御苦労様
です。私は日々ウォーキング・
トレーニング等適度な運動を
続け元気にしています。但し
食事制限等により、此度の交
流会等に、欠席することが多
く残念です。皆様によろしく
御伝え下さい。
（海老名市 齋藤 克久さん）
▼おかげ様で元気に過ごして
おります。
（茅ヶ崎市 砂川幸子さん）
▼藤澤駅から南東五分、山之
内病院そばに両親の新所帯が。
昭和の初めでした。家のすぐ
東から境川まではずっと田圃。
市役所や電話局が移転して来
たのは、昭和二五、六年頃？
丘陵の若尾山を削って平地に
した所へ。所謂、本町が藤澤
の中心街でしたが、明治二０
年、町外れに出来た停車場が
いつか中心街に。今は南東、
田園だった所が賑わっていま
す。病院近くにあった日本で
二番目に古いトミーウイスキー
の会社も、もうない。藤澤局

がＡ型自動改式したのは二七
年。二九年に五人採用されま
したが、二人は黄泉へ、一人
は消息不明。古里も往時も茫々
です。
（寒川町 渡邊 敏明さん）
▼身体の都合上、今後のお知
らせは結構です。今後の会の
ご発展をお祈り致します。
（鎌倉市 大貫 和子さん）
▼体調不良につき欠（血圧）
皆様によろしく。
（藤沢市 加藤 良二さん）
▼いつもご苦労様です。昨年
より体調不良のせいかな？田
舎の中学生（六年迄あった）
の同窓会に行けたのだけど、
行けなかった？一一月三日レ
ンタル畑（ＪＡ）は縮小鮎釣
りは昨年中止。今年は釣りは
やる意気込みだがはたして？
どうかな。
（座間市 鈴木 三郎さん）
▼古くなった家を少しでも長
持ちさせようと、修繕に取り
込んでいます。
（相模原市 伊藤 博通さん）
▼二度目の癌の手術をして定
期的に検診をしています。元
気にしておりますが自重して
います。この度の会報、野口
進さんの体験記、私の父も満
鉄に努めていましたので、自
分に重ねて読ませて頂きまし
た。野口さんのお幸せを願っ
ています。幹事さんいつもご
苦労様有り難うございます。
（相模原市 小松 利三さん）
▼ミライト神奈川支店で元気
にがんばっています！
（町田市 中澤 昇さん）
▼相変わらず病院通いですが
それなりに元気で生活してい
ます。散歩読書月一のゴルフ
など。
（相模原市 大内 康三さん）
▼相変わらず三ケ月ごとの定
期検診の間に、児童の下校時
見守りボランティア等をしな
がら過ごしております。今回
は欠席させていただきます。
（厚木市 吉田 公平さん）
▼元気にしております。当日

所用のため欠席いたします。 ▼自治会、活動を元気に行っ
（厚木市 馬場 武夫さん）
ております。
▼役員の皆様いつも有難うご （厚木市 小嶋 修さん）
ざいます。最近は地域の活動 ▼毎日ボランティア、・茅ヶ
が増え且つ、週二～三日位仕 崎東海岸のゴミ拾い・砂かき・
事に行っていますので、何々 月一回ボラセンターで料理し
楽しみの旅行にも行けない状 て二００円で食事していただ
態です。当日も数名で運営し いています。ハーモニカで老
ている野菜直売所の当番のた 人ホーム院活。
め欠席させていただきます。 （寒川町 瀬戸 邦ひろさん）
（厚木市 市野 和夫さん）
▼元気で過ごしております。
▼退職して二九年になります。 （大和市 浜田 純一さん）
「サンデー毎日」の最近です ▼退職者の会、活動御苦労様
が健康に留意して朝の体操と です、当日は所用で参加でき
毎日三０分のウォーキングは ません。皆様のご活躍を励み
にして自分も遅れまいと元気
をもらっています。
（海老名市 冨永 実さん）
▼
労組退職者の会の
発展を祈っています。
（相模原市 石川 透さん）
▼何かと、日々を過ごしてい
ます。
（・・・ 菊池 勝さん）
▼都合により欠席します。
（茅ヶ崎市 増田 芳秋さん）
▼病人の介護と世話で、自分
自身の事も思う様に出来なく
て困っております。八○歳と
いう年齢にも負けて何をする
気力もなくなりました。あと
少し頑張って終活をまとめな
ければと思っております。
（相模原市 高木 和夫さん）
▼相変わらず三ケ月ごとの定
期検診の間に、児童の下校時
見守りボランティア等をしな
がら過ごしております。今回
は欠席させていただきます。
（厚木市 吉田 公平さん）
▼元気にしております。当日
所用のため欠席いたします。
（厚木市 馬場 武夫さん）
▼役員の皆様いつも有難うご
ざいます。最近は地域の活動
が増え且つ、週二～三日位仕
事に行っていますので、何々
楽しみの旅行にも行けない状
態です。当日も数名で運営し
ている野菜直売所の当番のた
め欠席させていただきます。
（厚木市 市野 和夫さん）
▼退職して二九年になります。
欠かせません。御かげさまで
元気に過ごしております。
（町田市 遠藤 茂さん）
▼元気で毎日過ごして居ます。
家庭菜園、公民館活動等を行っ
ています。
（藤沢市 塩川 博允さん）
▼役員の皆様いつもご苦労様
です。小生体調不良により欠
席致します。本会が盛会とな
りそして出席された皆様方の
ご健勝とご多幸をお祈り申し
上げます。
（綾瀬市 鈴木 源吾さん）
▼ご無沙汰してます。毎日数
㎞ウォーキング、週三回スポー
ツジムで軽いトレ、毎晩酒を
飲み、カラオケをし、余生を
楽しんでいます。
（相模原市 井口 欣也さん）
▼体調不調のため、出席でき
ません。残念です。
（相模原市 石井 利一さん）
▼体力維持に努めています。
（茅ヶ崎市 渡辺 好雄さん）
▼高齢の為次回以降の連絡を
辞退いたします。
（茅ヶ崎市 飯塚 範美さん）

「サンデー毎日」の最近です
が健康に留意して朝の体操と
毎日三十分のウオーキングは
欠かせません。御かげさまで
元気に過ごしております。
（町田市 遠藤 茂さん）
▼体調不調のため、出席でき
ません。残念です。
（相模原市 石井 利一さん）
▼体力維持に努めています。
（茅ヶ崎市 渡辺 好雄さん）
▼毎日ボランティア、・茅ヶ
崎東海岸のゴミ拾い・砂かき・
月一回ボラセンターで料理し
て二百円で食事していただい
ています。ハーモニカで老人
ホーム院活。
（寒川町 瀬戸 邦ひろさん）
▼元気で過ごしております。
（大和市 浜田 純一さん）
▼退職者の会、活動御苦労様
です、当日は所用で参加でき
ません。皆様のご活躍を励み
にして自分も遅れまいと元気
をもらっています。
（海老名市 冨永 実さん）
▼
労組退職者の会の
発展を祈っています。
（相模原市 石川 透さん）
▼何かと、日々を過ごしてい
ます。
（町田市 菊池 勝さん）
▼一月にインフルエンザにか
かり救急車のお世話になって
しまいました。今は元気にウ
オーキング、カラオケと楽し
んでおります。
（大和市 新田 悟さん）
▼二月五日（日）より急に体
調不良となり現在も自宅静養
中です。
（横浜緑区 中嶋 利明さん）
▼退職して約一年経ちますが、
三月末より派遣で再就職して
第二の人生をスタートします。
（藤沢市 鶴野 民也さん）
▼毎回の開催案内をいただき
ますが年齢（九六歳）から外
出が難しく、次回以降の案内
は遠慮させて戴きます。
（町田市 飯田 米子さん）
▼幹事の皆様大変御苦労さま
です。八王子市の「民生委員・

児童委員」になって、四年目
です。地域貢献に頑張ってい
ます。退職者の会・地区交流
会は欠席ですが、今後もよろ
しくお願い致します。
（八王子市 相良 政さん）
▼いつもお世話になっていま
す。毎回ボランティアのため
欠席しています。四月二二日
は老人ホームで演奏会があり、
リハーサルのため出席できま
せんよろしくお願いします。
（町田市 迫 秀幸さん）
▼幹事の皆様、ご苦労様です。
六八歳三番目会社（エヌテッ
ク）で頑張っています。皆様
のご健康とご多幸を祈念して
おります。
（厚木市 今倉 志郎さん）
▼いつもお世話様になりあり
がとうございます。今年は他
の用事と重なり欠席とさせて
頂きます。
（大和市 岸 正明さん）
▼佐渡民謡（若波会、昭和四
五年創立）を唄い踊って一二
年になります。各地のイベン
トに参加しています。見掛け
ましたらお声を掛けて下さい。
（相模原市 齋藤 実さん）
▼元気でやっています。
（海老名市 菊地 利夫さん）
▼幹事の皆様準備ご苦労様で
す。都合悪く出席出来なせん。
大変申し訳ありません。
（茅ヶ崎市 加藤 安弘さん）
▼元気です。仲間とハイキン
グ、スキー等で楽しんでいま
す。
（藤沢市 西村 博さん）
▼元気です。週三回のゲート
ボールや、約五十坪強の畑を
借りて野菜づくりを楽しんで
います。
（相模原市 大貫 誠さん）
▼幹事の皆様には大変お世話
に成っております。当日は出
席できなせんが、皆々様によ
ろしくお伝え下さい。
（綾瀬市 木山 元生さん）
▼いつも連絡ありがとうござ
います。
（町田市 古谷 金治さん）
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退職者の会ニュース

▼退職者の会の役員の皆様ご 思います。
苦労様です。私事ですが、現 （藤沢市 当間 由紀夫さん）
在近くに出来たマンションの ▼役員の皆様にはいつもお世
管理員を二年前からやってお 話になっております。なかな
ります。週平均三日のペース か上達しないのですが、囲碁
で二歳年下の相棒と二人三脚
でお互い意見を交わし生活し
ています。
（海老名市 松本 武幸さん）
▼退職後の年数が増えるほど
馴染みの人が少なくなり、会
のメンバーから遠ざかって行
く気がします。今年八五歳と
いう自分でも気の遠くなるよ
うな年齢になります。ただ自
分ではまだ七十代という気持
ちで生き、周囲の人から八十 とボウリングをやています。
代とは信じられないと言われ、 週二回の仕事もあり、結構、
多少気を良くしています。今 忙しく過ごしています。近所
後は歳を聞かれたら七五歳と で土地の耕作を希望され、又
言うことにしています。最近 畑をやる予定です。
川柳句会に入り詠んでいます （相模原市 村上 勉さん）
が、次の作品をご紹介したい ▼海老名市の学校教育課の嘱
と思います。
託で元気にやっています。小
学生の皆さんと話をしたり遊
んだりして（昔のあそび）い
ます。
（海老名市 荒島 良則さん）
▼いつもお世話様です。私は
退職してすぐ会員に入会して
二五年毎週金曜日登山歩き続
けています。月曜日はペタン
ク毎週十年も続き、昨年は夫
亡くなりもう一周忌無事済み
自由の身となりました。これ
から退職の会行事がある時参
加致しますのでよろしくお願
い致します。
（鎌倉市 西山 孝子さん）
▼この一年幸いに病気もせず、
健康を維持出来ました。今年
もパソコン教室・ハイキング
等に参加しています。
（茅ヶ崎市 川島 晟さん）
▼元気です、七十歳になりま
したが同期の仲間が又、逝っ
てしまいました。寂しい限り
です。今が一番若いと思いま
すので、もう少し仕事も続け
てみます。今回は退職者の会
初参加させていただきます。
皆様とお会いできることを楽
しみにしております。毎月、
①「 祝 われ て 悲 喜こ も ご も
の 誕生日」②「有り難や 座
席譲 ら れ ち と 悔 し」 ③ 「 人
生の プラスマイナス ぜろで
よい」
（藤沢市 若井 快夫さん）
▼昨年以来ポックリ、地蔵観
音を廻っています。今年も青
春一八キップで桐生と館林へ
行きました。残りの栃木、茨
城方面へ行くつもりです。今
年中に甲信越、関東全てを廻
るつもりです。
（茅ヶ崎市 冬柴 光夫さん）
▼昨年は、高校時代以来の一
週間の入院（大腸）を経験し
ました。今年は喜寿を迎えた
ことからますます健康第一に
考える生活をして行きたいと

茅ヶ崎マリーでジャズ・レコー
ド・鑑賞会を第三水曜日に開
催しております。モダン・ジャ
ズを聴いております。
（藤沢市 塩井 三郎さん）
▼年齢を重ねるにともなって
物忘れが激しい。防止策とし
て市主催の①認知症関係のセ
ミナー②いきいき体操（毎月）
等かかさず参加、自主的には
麻雀・カラオケ・ジョギング
等で脳と身体の機能維持に努
めている。
（藤沢市 臼井 勝義さん）
▼幹事の皆さんお世話になっ
ております。家庭菜園で野菜
作りを楽しみながら時にはゴ
ルフ、また町内会の活動では
防災活動及び緑化ボランティ
アをしながら元気に過ごして
います。
（海老名市 大嶋七威三さん）
▼今年八三歳です。元気だけ
が取得です。昨年、鎌倉観光
文化検定（三級）に合格しま
した。一級まで挑戦できるか
な？頑張ります。
（藤沢市 西尾 まつ枝さん）
▼四月に古稀を迎えます。菜
園、狩猟等元気です。青少年
会館で柔道を指導してますが、
教えているつもりが反対に教
えられている今日この頃です。
頑張るぞ ー！
（藤沢市 関野 茂さん）
▼独身生活三年目、この間、
いろいろ行事があるごとに退
職者の会の皆様からの暖かい
声かけて頂いたことは何より
もの力となりました。改めて
御礼申し上げます。近年は好
きな山菜狩りも『山ヒル』が
沢山いることもあり少し控え
ています。これからも健康寿
命を心がけ会の行事に参加し
ます。
（海老名市 徳岡 直行さん）
▼お世話になっています家に
籠もって、あまり外出はしな
いのですがだいぶ暖かくなっ
てきたので近くの公園を散歩
しています。
（町田市 松竹 一喜さん）

▼昨年九月に茅ヶ崎丸ごと博
物館友の会を六十名で設立し
て、街歩きや講演会、ガイド
研修などで、歩く、話す、学
ぶでボケ防止をしています。
（茅ヶ崎市 有村 幸三さん）
▼皆さんに会える事を楽しみ
にしています。
（茅ヶ崎市 安田 義明さん）
▼藤沢地区退職者の会楽しみ
にしてます。私の住む、茅ヶ
崎市がハワイ・ホノルル市と
姉妹都市になりました。ハワ
イ好きの私にはうれしいこと
です。昨年に引き続き、今年
も六月下旬、梅雨時を逃れて
十二日間ハワイに行ってきま

す。青い海と紅を見ながらテ
ラスで夕食最高です。アロハ！
（茅ヶ崎市 藤原 友幸さん）
▼役員の方々いつもありがと
うございます。一年二回のボー
リング大会に今年も出席しま
した。年寄りの冷水つくづく
体のおとろえを感じました。
退職して早や三十年になろう
としています。本人は至って
元気のつもりですがお恥ずか
しい限りです。今後も宜しく
お願いします。
（鎌倉市 西川 八重子さん）
▼木々も芽吹く四月暖かさも
加わり、私もペースメーカー
入れ、もう二年、今は順調に
回復して、自転車で買い物、
畑仕事、無理せず生活してい
ます。四月十五日の運動会に
出席します。宜しくお願い致
します。
（綾瀬市 東海林刀四美さん）
▼ご連絡いただきありがとう
ございます。現在、相模原市
ビルの設備管理の仕事を週四
回ほど行ってます。皆様のご

健康を祈願致します。
（相模原市 宮前 文夫さん）
▼いつもお世話になっていま
す。昨年五月に左足が痛くな
り治療しましたが、まだ少し
痛みが残っています。ハイキ
ングを度々欠席しましたが、
今年は初回から参加（まだ二
回ですが）して先輩諸氏や同
僚との交流を図っています。
（寒川町 松井 典之さん）
▼天気がよければ夫婦で野鳥
撮影に出掛ける日々を過ごし
てますが同じように夫婦で数
件の病院通いもしています。
なさけなや……
（茅ヶ崎市 池田 豊美さん）
▼私も酉年が六回まわって来
てしまいました。筋肉をあま
り落としたくないと思いマン
ションの掃除や家庭菜園等で
頑張っていますが最近、右足
大腿部が痛く整骨院へ通いだ
しました。
（海老名市 門ノ沢忠三さん）
▼藤沢市の片瀬地区社会福祉
協会に参画しております。い
つも会のご案内をいただきあ
りがとうございます。
（藤沢市 川副 正 さん）
▼役員の方々大変ご苦労様で
す。ありがとうございます。
私こと腰痛から足に来て歩行
困難のため欠席します。
（相模原市 大矢 昭八さん）
▼九十三歳になる母が畑が好
きで好きでほぼ毎日送り迎え
していますがいつまでこの状
態が続くのか私も楽しみなが
らアッシーしています。
（東京都 戸田 邦市さん）
▼退職者の会ハイキングでお
世話になり、楽しませていた
だいております。個人的には
近くの泉の森で一万歩を目標
にウォーキングしてます。
（大和市 古屋 幸雄さん）
▼出席出来ないことを申し訳
なく思ってます。現在は、週
三日友人の仕事をお手伝いし
ております。
（座間市 小野 邦夫さ）
▼血液検査の結果すい臓が悪

く投薬を受けています。
（厚木市 二見 貞男さん）
▼当日、所用のため欠席いた
します。
（藤沢市 内田 芳夫さん）
▼持病のパーキンス病をかか
えておりますが何とか元気に
過ごしております。
（鎌倉市 若沢 晃さん）
▼元気です。
（東京都 澁口 康一さん）
▼花粉症で今は外出を控えて
います。
（藤沢市 近藤 宗一郎さん）
▼長野県松本市（旧四賀村）
で週に二日、田舎暮らしをし
ながら野菜作りをしてきまし
た。北アルプスを望みながら
の生活は感動を覚えます。五
月から南信州に移り半年程過
ごします。
（厚木市 後藤 正三さん）
▼毎日スポーツジムで泳ぎ青
春を楽しんでます。
（藤沢市 大野 八千代さん）
▼今年も自治会の総会と重な
り出席が出来ずとても残念で
す。来年こそ…？昨年は色々
とあり大変な一年でしたが元
気に過ごしております。
（大和市 金丸 信男さん）
▼年二回のバリ島旅行を始め

て十年目になります。来年七
十才になるので国内の温泉旅
行に変更して行きたいと考え
ています。体が動くうちは、
出来るだけ外出し、いろいろ
な経験をしていくつもりです。
（藤沢市 関 俊夫さん）
▼現在、民生委員を始めてか
ら十三年目に入り色々な活動
等に参加しております。また、
四年前に腎臓ガンの手術をし

ましたが今は元気に暮らして
おります。今回は申し訳ござ
いませんが欠席させていただ
きます。よろしくお願い申し
上げます。
（相模原市 横山 昇さん）
▼元気に過ごしています。毎
日の散歩と老人会の月二回の
マージャン・健康ボーリング
を（十ゲームぐらい）してお
ります。その後は地元の温泉
に浸かるのは最高の疲労回復！
四月に古希を迎えます。がま
だまだ頑張ります。
（・・・ ）
▼現在、細々と働いています。
（海老名市 長谷川義榮さん）
▼元気に毎日過ごしています。
（座間市 加藤 公夫さん）
▼いつもお世話様です。あち
こちからだの故障をかかえな
がらもスポーツクラブを中心
に体作りに励んでいます。
（海老名市 飯塚 長子さん）
▼藤沢市議会議員になり六年
になりました。仕事にもなれ
元気にしています。今年の四
月からは町内会長の予定で忙
しい毎日を送っています。
（藤沢市 武藤 正人さん）
▼地域のボランティア活動・
公園保護会（清掃・管理）の
会長で頑張っています。
（藤沢市区 小野 孝一さん）
▼現在、派遣社員として四年
間時々ですが防災監視業務の
仕事を続けています。仕事の
ないときは還暦を迎えてから
の趣味で始めたランニングと
園芸を楽しんでいます。
（藤沢市 田中 登喜男さん）
▼出席したいのですが足腰の
具合が悪く伺うことができま
せん。皆さまによろしくお伝
え下さい。
（大和市 中丸 昭子さん）
▼歳相応に元気で過ごしてお
ります。会の盛会をご祈念致
します。
（大和市 渡辺 久文さん）
▼ 元気 に 毎日 を 続 け て い ま
す。
（相模原市 安藤 秀さん）
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退職者の会ニュース

▼退職者の会の役員の方ご苦
労様です。今年も諸事情によ
り欠席させて頂きます。一昨
年、大病し経過観察中です。
又昨年八月より健康には気を
付けながらダンボールを車で
配達する仕事に就いて楽しく
過ごしています。
（茅ヶ崎市 綱川 一夫さん）
▼ お世話になっております。
欠席させていただきます。
（藤沢市 岡 滋さん）
▼ 六十 八 才に な り ま し た が
МＥサービスで働かせていた
だいています。何とか頑張っ
ています。幹事の皆様ご苦労
様です。皆様によろしくお伝
え下さい。
（藤沢市 石山 一夫さん）
▼ 大変 申 し訳 あ り ま せ ん 。
体調不良のため欠席させてい
ただきます。
（海老名市 尾吹 利彦さん）
▼ この 三 月で 電 敷 の 仕 事 を
終わります。いつの間にか八
年間の歳月が流れ来た道を振
り返って見る時間ができたよ
うに思います。今後は地域の
老人会の会長とし、また詩吟
の会長、なお、小学校の自然
環境ボランティア、選管の地
域代表として啓発活動を地域
の活動に引き続き力を入れた
いと思っています。
（厚木市 大野 長契さん）
▼ 本人 は 只今 、 老 人 ホ ー ム
にはいっています。出席出来
る状態ではありません。
（鎌倉市 渋谷 幸正さん）
▼ 一年 前 に前 立 腺 肥 大 の 手
術をしましたが一年が経過し
ましたがいまだに完治してい
ません。今年ハイキング計画
を申し込みましたが母親の看
護で日時が合わず参加できま
せん。協議会様。
（大和市 日比 良一さん）
▼ スポ ー ツジ ム 通 い が 二 年
半ほど続いており、健康には
気を付けております。
（海老名市 山崎 眞一さん）
▼ 毎日 、 朝三 時 に 起 き し 約
八ｋｍを散歩します。帰って

きたら芭蕉の奥の細道の書き
取りをしています。昔の字は
草書体でなじみがないので苦
労していますがずっと続けて
います。
（大和市 木田 稔さん）
▼ 当日 は 障害 者 施 設 （ 県 立
緑月園）にて慰問コンサート
でジャズバンドで演奏のスケ
ジュールが入っているため欠
席させて頂きます。ジャズオー
ケストラで忙しく飛び廻って
います。ダンス、コンサート
のご要望うけますよ。
（相模原市 三留 崇臣さん）

田澤
酒井
浅川
野口
森田
藤田
堀江
高木
中島
瀬畑
小林
妹尾
神田
寺嶌
海上
岩月
塩谷
後藤
江口
橘田
加藤
染川
伊丹
広田
安海

章さん
南区
茂さん
緑区
新一さん 保土ケ谷区
行夫さん
磯子区
正さん
金沢区
信子さん
川崎区
百合子さん 鶴見区
満雄さん
戸塚区
康弘さん
金沢区
克成さん
西区
健司さん
西区
富美子さん 栄区
信男さん
泉区
秀雄さん
南区
博之さん
磯子区
松子さん
南区
和幸さん
神奈川区
了さん
港南区
稔さん
多摩区
英徳さん
港南区
文男さん 東京都北区
啓二さん
金沢区
明男さん
金沢区
英二さん
旭区
一正さん
中区

渡邊 キミ子さん 港南区
石田 宜徳さん
磯子区
青木 武昭さん
戸塚区
加藤 行男さん 保土ケ谷区
兵田 昌博さん
瀬谷区
小関
進さん
青葉区
佐藤 宗夫さん
瀬谷区
細川 清志さん
幸区
佐藤 錬三さん
金沢区
大塚 貞之さん
緑区
鈴木 三夫さん
藤沢市
吉澤 保二さん
藤沢市
市川 光良さん
厚木市
奥平 定信さん
藤沢市
幡野 充雄さん
相模原市
茂呂田 辰男さん 茅ヶ崎市
芦塚 信幸さん
町田市
羽廣
潔さん
相模原市
市川 雅俊さん
藤沢市
進藤 登志美さん 厚木市
土井 喜久男さん 相模原市
馬場 俊規さん
町田市

村田 隆夫さん
吉江 光男さん
古田部 光夫さん
犬塚 善明さん
下里 孝弘さん
川戸 孝二さん
小川 ゆう子さん
金和 孝男さん
佐藤 裕子さん
松下 好美さん
大津 和子さん
伊藤
募さん
山口
潔さん
大渕 力夫さん
和合 俊定さん
土屋 まち江さん
石黒 正義さん
梶ヶ谷 文雄さん
八木橋 淳さん
千葉 信行さん
桜井
孝さん
清水 尚登さん
永井 幸次さん
相川
理さん
小山田 峰男さん
迫田 正人さん
門田 国義さん
高橋 広美さん
小島 啓司さん
前山 えり子さん
石井
実さん
井戸 健二さん
仲澤 正夫さん
千葉 信雄さん
木村 信夫さん
曽根 三千男さん
伊村 芙美子さん
佐藤 宏明さん
土屋 供美さん
斎藤 宗保さん
冨沢 祐治さん
小野寺 三男さん
高橋 正司さん
蔵並 輝夫さん
小林 達男さん
山本 利光さん
杉澤 敏行さん
内山 剛志さん
立花 淑人さん
三留 俊一さん
篠田
工さん
金子 正司さん
宮内 俊彦さん

綾瀬市
藤沢市
茅ヶ崎市
相模原市
鎌倉市
町田市
藤沢市
相模原市
藤沢市
相模原市
茅ヶ崎市
藤沢市
相模原市
大和市
相模原市
藤沢市
海老名市
藤沢市
相模原市
町田市
藤沢市
海老名市
綾瀬市
町田市
藤沢市
相模原市
海老名市
大和市
厚木市
相模原市
藤沢市
相模原市
相模原市
藤沢市
藤沢市
厚木市
藤沢市
海老名市
茅ヶ崎市
座間市
海老名市
藤沢市
町田市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
三浦市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
葉山町

根岸
聖さん
葉山町
小野寺 正さん
横須賀市
小島 悦夫さん
横須賀市
広内 政司さん
逗子市
松永 秀幸さん
横須賀市
小滝 尚武さん
平塚市
高橋 雅之さｎ
小田原市
北村 勝美さん
小田原市
柳川 正美さん
秦野市
北村 幸夫さん
平塚市
大場 宏直さん
小田原市
酒井 より子さん 小田原市
鈴木 紀子さん
伊勢原市
深澤
貞さん
平塚市
山口
丁さん
秦野市
高橋 秀一さん
平塚市
岩間 和雄さん
小田原市
原
睦子さん
平塚市
佐藤 修二さん
大磯町
小内
登さん
松田町
潮木 博之さん
湯河原町
小倉 清文さん
平塚市
山崎
稔さん
南足柄市
早坂 茂美さん
平塚市
中里 也寸志さん 大磯町
柳井
悟さん
平塚市
梶原 信夫さん
小田原市
石井 良秋さん
伊勢原市
羽吹 晃一さん
秦野市
水本 利光さん
小田原市
高木 将年さん
小田原市
佃
和幸さん
小田原市
亀﨑
均さん
平塚市
横田 正美さん
平塚市
加賀 英治さん
平塚市
杉山 昇一さん
御殿場市
富田 卓司さん
小田原市
増田 起男さん
高崎市
三川 鈴子さん
戸田市
橋本 利久さん
郡山市
藤本 恵祐さん
茅ヶ崎市
前田 泰男さん
栄区
重松 朗響さん
麻生区
中村 照彦さ
厚木市
桐谷
彰さん
港北区
田口
満さん
厚木市
大橋 徳行さん
横須賀市
和田 耕治さん
横須賀市
奥村 雅徳さん
旭区
佐藤 博文さん
座間市
鈴木
毅さん
相模原市
山田
昭さん
三浦市
（総計 一九八名）

共 済 便 り

何
〝 火事 や 泥 棒 〟 に よ る
被害から救う？

歳
幸
歳
歳

「傷害費用共済金」は、火災
等や盗難が発生した場合、ま
た風水害等・地震等による事
故が発生し共済金か支払われ
る場合で、契約者または契約
者と同一生計の親族が、当該
事故により、事故日から一八
〇日以内に死亡または身体障
害者になった場合に「自然災
害共済」の加入者に支払われ
ます。
☆一事故一名につき、
最高六〇〇万円が
支払われます。
●死亡…一口あたり
一〇，〇〇〇円
●障害…一〇，〇〇〇円
～４００円

物故者（前号以降）

河内一明様（茅ヶ崎市）
鎌倉 達雄様（二宮町）
室中 末治様（藤沢市）
竹之内 智様（西 区）

謹んでお悔やみ
申し上げます

( 6 )

中島美恵子さん
青葉区
中山 正人さん
小田原
小澤 二郎さん
中原区
内田
茂さん
戸塚区
牧島 孝雄さん
秦野市
川端
満さん
西区
折戸 秀次さん
海老名市
佐治 英夫さん
栄区
木本 茂樹さん
戸塚区
井上 財治さん
金沢区
田熊 秀夫さん
金沢区
吉田 勇二さん
磯子区
小倉 政志さん
平塚市
村見 修二さん
相模原市
金丸 光徳さん
厚木市
緒方 晴児さん
戸塚区
佐保田 清太郎さん 高津区
松本 行雄さん
平塚市
大野 光彦さん
三浦市
小野 秀英さん
相模原市
木内
信さん
戸塚区
岸
信夫さん
横須賀市
成田 和重さん
横須賀市
永田 正人さん
横須賀市
仲沢 照雄さん
港北区

清孝さん
磯子区
幸雄さん
戸塚区
実さん
金沢区
章さん
栄区
孝司さん 保土ケ谷区
正幸さん
南区
寛さん
金沢区
薫さん
磯子区
幸雄さん
西区
芳弘さん
瀬谷区
明雄さん
港南区
正樹さん
金沢区
良夫さん
緑区
勝成さん
宮前区
真樹さん
神奈川区
寒子さん
多摩区
雄二さん
中原区
雅宏さん
金沢区
芳子さん
栄区
誠一郎さん保土ケ谷区
純さん
瀬谷区
博さん
神奈川区

新 会 員 紹 介 で す （前 号 以 降 ）敬 称 略
宜 し くお 願 い致 し ま す

▼ 毎日 元 気に 過 ご し て い ま
す。一日一万歩を目標に歩く
よう心掛けていますが、なか 門間
なか思うようにいきません。 武松
ボケ防止にナンクロ（クロス 船木
ワード）やギターをやってい 安井
ます。週に一～二度ボーリン 三輪
グを行い体操ジムにも行って 向井
ます。アア ツカレタ！。
佐藤
（茅ヶ崎市 中込 和行さん） 佐藤
▼ 病 気 し て か ら 体 調 が な か 佐藤
なか元に戻らず不便してます。 柴田
（茅ヶ崎市 松井秀明さん） 時山
▼ 相 変 わ ら ず デ ィ サ ー ビ ス 太田
の送迎運転手をしております。 高橋
当日も仕事のため欠席致しま 小野
す。いつも皆さまのお便りを 小森
楽しく読ませていただいてい 角張
ます。
三縄
（藤沢市 国弘 宏祐さん） 桜林
▼ ご盛会を祈る。
工藤
（藤沢市 宮城 守一さん） 平野
千葉
田所
以下次号につづきます

62 96 86 94

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

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

