退職者の会ニュース

私たちＮＴＴ労組退職者の会・神奈川県支部協議会は「大規模災害時に、会員の皆さまの

安否・被災情報等を把握し、ＮＴＴ労組・神奈川県グループ連絡会のサポートを得ながら

支援活動（共済請求支援業務等を含む）を行います。

従って、会員の皆さまの災害時における安否確認緊急連絡先のと登録を行いますので、

自宅の固定電話以外の携帯電話番号叉は緊急連絡先電話番号（家族・親族等）を下記の事

務局宛へご連絡をお願い致します。

◆安否確認緊急連絡先として登録した*については、事務局で適正に管理し、安否確認以外
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安否確認緊急連絡先の登録にご協力を！
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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！

五回の地震が識別されている
が、このうち、大規模な地震
は三千年前の一回だけで、こ
れが国府津―松田断層の活動
を示すと考えられている。相
模トラフで発生した大地震の
可能性はあるが、その頻度は
数百年という短い間隔ではな
いと、説明された。
地震の強度でいう「震度七」
の大地震では一一メートルの
津波を想定しているが、小田
原の海岸線は深い地形であり、
一一メートルの津波が起きて
も、国道を超えることは無い
と想定している。津波自体は
浅い地盤から伝わってくるた
めである。津波警報は「津波
注意報」・「津波警報」・
「大津波警報」の順に発表さ
れ「津波警報」が出たら、高
い所に避難すべきだ。
また、地震に備えるための
備蓄は、大地震に対応した物・
量を備えるべきで、私は、水・
乾き物等を二週間分は備蓄し
ている。車で宿泊をする場合
は、必ず身体を動かし、エコ
ノミー症候群にならないよう
にする、また、タンスの前に
は、絶対に寝ないこと。いざ
という時は、市役所・消防署・
警察署等の公助には限度があ
るので、それぞれが自助努力
を考えてほしいと締めくくら
れました。
懇親会は場所を移動し、磯
村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。また終了
後多くの皆様にひまわりの種
を持ち帰って頂きました。
皆様大変お疲れ様でした。
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第二連絡先を把握するので、
ご協力を ②平成二九年度の
年金額について ③ＮＴＴ東
日本「退職者支援施策」の長
社会を次の世代に残さなけれ 寿祝い金（喜寿・米寿・白寿）
ばいけない」と訴え続け、行 が今年四月一日より、一律一
動することが、私たちに課せ 万五千円相当の「カタログギ
られた未来への責任である。 フト電報と花」の贈呈に変更
さて、熊本地震から一年と
一ケ月。そして、東日本大震
災から、六年と二ケ月が過ぎ
た。福島の復旧・復興は、ま
だまだ遠い現実にあることを
心に留め、ＮＴＴ労組と連動
した「忘災」（災害を風化さ
せない、忘れない）に関わっ
ていきたい。
先日、ＮＴＴ東日本・神奈
川事業部より、福島復興支援
「福島ひまわり里親プロジェ
クト」への協力要請があり取
り組むこととした。
今年度の交流会の学習会で された ④「福島復興支援、
は当該自治体の緊急災害時等 福島ひまわり育て」について、
の対策を知り、備えをより現 支部協経由で福島に送ってい
実的なものとする場とする。 ただくことが、福島の雇用確
また、「いざという時」の 保等支援につながる、ご協力
安否確認用連絡先の登録を全 を ！
会員にお願いし、具体的な共
済手続きの支援等の対策・活 「災害時の備えについて」
動の取り組みに供したい。
学習会では、小田原市防災
続いて、ＮＴＴ労組神奈川 対策課地域防災係の下澤巧主
県グループ連絡会の宮城事務 査から、小田原地域の地震発
局長から、また、当地出身の 生シナリオと、地震に対する
神山衆議院議員から挨拶を受 最善の備えについて、興味深
けた後、筏井幹事より石橋み い講話がありました。
ちひろ参議院議員のメッセー
小田原市にある活断層（国
ジが読み上げられました。
府津―松田断層）は、関東地
次に、徳永事務局長から、 震を引き起こすプレート境界
以下の報告と連絡事項があり 断層から分岐した副断層の一
ました。
つであり、関東地震と連動す
①東日本震災復興支援と神奈 ることなしに、大地震を起こ
川支部協「安否確認」につい すことは無い。最近の発掘調
て、会員の携帯電話による、 査では、三千年間に四ないし

の目的には一切使用しません。

平塚・小田原地区交流会の開催
ＮＴＴ労組退職者の会「平
塚・小田原地区交流会」は、
五月二〇日「おだわら市民交
流センターＵＭＥＣＯ」の会
議室において、司会に岡田忠
一副会長のもと会員・役員七
一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。

昨年七月の参議院選挙では、
組織内候補「石橋みちひろ」
議員再選へのご協力を昨年の
交流会においてお願いし、見
事当選させていただいた。
国会は、共謀罪の採決を強
行させた。その延長線上で戦
争のできる「憲法改正」へと
ひた走る安倍政権のシナリオ
に、改めて私たち「退職者の
会」会員は、戦争体験者とし
て、また体験者から直接話が
聞ける世代のものとして、さ
らに普通の一般人として「ど
んな理由があろうとも悲惨な
戦争は、二度とやってはいけ
ない」「自由にものが言える
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引地川・藤棚
巡りハイキング

連休明けの五月九日、藤の
花に期待して藤沢市北部の公
園めぐりのハイキングを実施
しました。
集合場所の横浜市営地下鉄
「湘南台駅」コンコースには
五六名の元気な会員が参加し
て行われました。五月から暑
さと体調不良を防止するため、
ペットボトルの水を配布して
出発しました。天気は花曇で
ハイキングには格好の環境で
す。
湘南台駅をスタート。円行
公園を経由して引地川に沿っ
て歩き「桐谷公園」に向かい
ました。川沿いにも藤棚があ
り、藤の花が咲いていました。
スタートして二〇分ほどで
「桐谷公園」に到着しました。
桐谷公園では見事な藤の花に

出会い感激しました。
さらに期待に胸を膨らませ
「なかむら公園」に向かいま
したが、藤の花は盛りを過ぎ
てしまい残念でした。しかし、
新緑が心を和ませてくれまし
た。なかむら公園を後に引地
川緑地に向かいました。桜の
若葉の緑と吹き抜ける涼風に
体も心も快調です。

次に引地川緑地から親水公
園に入りましたが、みなさん
の歩行は元気です。親水公園
の藤棚には、見事な藤の花が
咲いていました。藤沢市の花
には藤の花が指定され、どこ
の公園にも藤棚があり、四月
下旬から五月の連休にかけて
見事な藤の花が見られます。
時刻は一二時を少し過ぎた
ところで目的地に到着し、食
事休憩になりました。三々五々
緑地に分散し、シートを敷い

て食事です。たっぷりと休憩
時間を過ごし、午後のコース
出発の前に記念撮影しました。
午後の散策は、大庭城址公
園からスタートしました。大
庭城は、一二世紀関東平氏の
雄、大庭氏の拠を一五世紀に
なって太田道灌が本格的に築
造し、その後小田原北条氏が
改修したと伝えられています。
（藤沢市の大庭城址の紹介か
ら引用）
大庭城址公園を抜けて引地
川に戻り、解散地の小田急藤
沢本町駅に向かいましたが、
途中の柏谷公園の「厳島千人
力弁天社」で最後の休憩をと
りました。
午後二時四五分、無事に藤
沢本町駅に到着し解散となり
ましたが、今日の行程は一二
Ｋｍを越えみなさん疲れたよ
うでした。

鎌倉山ハイキング

梅雨間近の六月六日、「鎌
倉あじさい見物と寺巡り」の
ハイキングが行われました。
天気予報では、関東地方場
所によっては小雨となってい
ましたが、雨に見舞われず完
歩することができました。
どんよりとした曇り空でし
たが、参加者は六一名と今年
のハイキングでは二番目の多
さでした。行程の説明の中で
後半の鎌倉大仏・長谷観音コー
スは距離が長く中止しました。
そして、三番目に訪れる「名
月院」はあじさいが開花せず
中止することで了承を得て出
発しました。
最初の訪問寺は、縁切り寺
としても名を馳せた「東慶寺」
です。山門を抜けると正面の
金仏が迎えてくれます。
そこを通り抜けると菖蒲畑が
あり、ハナショウブが咲いて
おり、目を楽しませてくれま
す。
二番目の訪問寺「浄智寺」
では、境内を散策し、うち庭
の隋道をぬけると洞窟に辿り
つきます。洞窟には弥勒菩薩
の化身といわれる、布袋尊が
祭られています。「どうか金
運に恵まれますよう」と、大
きなお腹を撫ぜまわししてい
る人もいました。
次は「海蔵寺」へと向かう

ところに亀が谷坂（かめがや たようです。
ざか）という切通しがあり、
ここまで来ると、今日のハ
ちょっとした峠道です。浄智 イキング行程は残すところ二
寺から二〇分、切通しを下り 社寺。先ずは寿福寺を訪れま
海蔵寺に到着しました。海蔵 す 。 開 基 は 北 条 政 子 、 栄 西
寺はこじんまりしたお寺さん （開山）と伝えられています。
ですが、本堂に脇にはハナショ
最後の訪問寺は「浄光妙寺」
ウブ等が咲き誇っています。 です。このお寺さんも秋の紅
さらに、ガクあじさいも咲 葉では有名な寺院です。
きだしました。
そして解散地は鎌倉八幡宮
また、鐘楼の回りには紅葉 の大鳥居です。参加した六一
の木が植えられており、秋に 名のみなさん、疲れも見せず
は見事な紅葉が見られます。 最後まで歩きお疲れ様でした。
さて、見学をしていると時
間が経つのが早く、時刻は一
一時四〇分。これから一番の
第一四回パーク
難所「源氏山公園」に向かい
ゴル フ 大 会 の 開 催
ます。途中にはあじさいの花
が鑑賞できますが、距離は短
いが急な崖を登るため、じっ
初夏の気候となった五月二
くりと鑑賞する人はいません。 三日、開成水辺スポーツ公園
一二時を過ぎたところで源 パークゴルフ場において、第
氏山公園に到着です。ここで 一四回パークゴルフ大会が開
昼食休憩に入りました。天気 かれ、二八名が参加し、女性
も回復し夏空からは紫外線が の矢部澄江さんが優勝しまし
降り注ぎ、日焼けに気をつけ た。
なければなりません。休憩を
気温が二七度超を記録しま
取ったあと、頼朝公の銅像の したが、湿度は低く真っ青な
空に五月では珍しく富士山が
望めました。
午後一時三〇分、あじさい
コース・しいがしコースに分
かれてスタートを切りました。
フェアウェイを攻めてグリー
ンにオンしましたが、グリー
ン周りは乾燥してパットが難
しかったようです。特に、カッ
プがグリーン端に切られてあ
り、ミスをするとグリーンか
ら外れ何度も攻めを繰り返す

前で記念撮影をしました。
午後の行動は、源氏山公園
を下り、銭洗い弁天に立ち寄
りしました。銭洗い弁天では、
地方の女学生が千円札・五〇
〇円・一〇〇円玉を泉の水で
洗い金運に恵まれるよう祈っ
ていました。私たちも御利益
にあやかって祈願した人もい

条件 に よっ て 「 達 成 」 「未
達成」が区分され、さらに、
ＩＦ関数と複数条件という論
理式で判定を行うものです。

五月二二日のＰＣサークル
横浜教室は小野さん担当で、
エクセルにおいてＩＦ（イフ）
関数をマスターしようと問題
が出題されました。

ことがありました。
からは六卓以上でにぎやかな
このような難しいコースも 戦いを行いたいと幹事一同期
ありましたが、あじさいコー 待し、会員皆様のご参加をお
ス八番ホールでは福島さんが 待ちしています。
ホールインワンを達成しまし
た。おめでとうございます。
成績は次のとおりです。
Ｐ
Ｃ
サ
ー
クル
優勝 矢部澄江さん 六四点
の活動状況
二位 吉田征雄さん 六八点
三位 松本健一さん 六九点
今大会も好評のうちに終了 【横浜教室】
することができ、最後に全員
で記念写真を撮って解散とな
りました。

第一九回囲碁
大会の開催

五 月 一三 日 、 ＮＴ Ｔ 北 局 の
退職者サロンに集合した一二
名により三グループの総当た
り戦が開催されました。各グ
ループの優勝者は次のとおり
です。

Ａグループ優勝 金田辰夫五段
Ｂグループ優勝 藤本洋一四段
Ｃグループ優勝 古川和男三級

特にＣグループでは四人が
勝ち負家の大混戦で、白田初
段と古川三級の優勝決定戦と
なり、制したのは古川和男さ
んとなりました。
大会終了後の懇親会も盛り
上がり午後五時に皆笑顔のな
か散会となりました。

第二一回麻雀
大会の開催

五月一三日（土）大船の雀
荘バンブーに二一名の参加者
が集まり開催されました。
午後一時より四回戦が行わ
れ、大澤明彦さんが六九点で
優勝しました。
優 勝 大澤 明彦さん
準優勝 岡田
修さん
第三位 三島 眞一さん
今回は二一名の五卓でした
が、次回（九月一六日の予定）
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論理式欄にはＡＮＤ関数もし
くはＯＲ関数を入力します。
条件の両方を満たしているか
判定する場合はＡＮＤ関数を
入力します。
続いて氏名や生年月日を
「昇順で並び替え」ボタンを
使って表の一覧を並び替える
方法も学習しました。そして
「氏名」にはＰＨＯＮＥＴＩ
Ｃ（フォンテック）を使って
フリガナを振る方法も学習し
ました。
⑨「よりみやすい」レイアウト

⑩罫線を付けて「インパクト」
を付ける
⑪「フッター・ヘッダー領域
を活用」

第一三回ボウリング大会

福島選手が優勝

がんばっています！
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、前半は藤沢・厚木地区
の残り分を掲載します。後半は平塚・小
田原地区で頑張っておられる皆様方の声

（藤沢市 古澤 義治さん）
▼ 所用 の ため 欠 席 し ま す 。
皆様のご健勝とご盛会をお祈
りしています。
（大和市 伊藤 清寿さん）
▼ 横浜 で バレ ー を や っ て い
た齊藤です。昨年入会しまし
た。今は巨体を持て余して生
きています。宜しくお願い致
します。
（藤沢市 齊藤 隆雄さん）
▼ 退職 者 の幹 事 さ ん い つ も
ご苦労様です。家内の介護の
かたわらにハイキングサーク
ル、ボーリング、写真サーク
ル、と時間のゆるす限り参加
させて頂いており元気で過ご
しております。
（相模原市 森田俊男さん）
▼ 退職 者 の会 の 皆 様 ご 苦 労
様です。今、家庭菜園にはまっ

ています。これからは夏野菜
の植え付けの準備と五月六月
は収穫時期で楽しみにしてい
ます。外に出て元気に頑張っ
ています。皆様も健康に充分
注意して頑張って下さい。
（藤沢市 平田 雄司さん）
▼ 元気に頑張っております。
念願の禁煙も一年になります。
ウエスト回りが徐々に増えて
きており、月平均一万五千歩
を目標にウォーキング、サイ
クリングに奮闘中です。
（相模原市 井上 常明さん）
▼ 申し 訳 有り ま せ ん が 、 私
用のため欠席します。
（藤沢市 村井 正治さん）
▼ 郷里 （ 長野 県 飯 田 市 ） で
高校同期の仲間で主催し参加
している。出場資格六〇才以

上の「加齢なる音楽祭」も今 ▼早期退職してもう一八年で
年で五回目を迎えます。第三 す。規則正しい生活をし、朝
回に特別出演していただいた 食はしっかり食べ間食はしな
大場照子横浜児童館館長が是 いように、そして散歩、体操、
非全国展開させたいと言われ、 水泳などをこなしながら毎日
今年五月九日「華麗なる音楽 元気に過ごしてます。
（座間市 石川 登志江さん）
▼ボケ防止のため、友人と大
正琴を習っています。仲間も
皆、若くないけれどガンバッ
テいます。遠くから通ってき
ている人もいます。いつまで
も若くありたいですね。
（大和市 三枝 テル子さん）
▼都合により欠席します。私
も喜寿を過ぎ体力が衰えると
ともに物忘れが多くなった今
日この頃です。今日は女房と
二人でノンビリした日々を送っ
ています。夕方になると体力
を維持するためスポーツジム
に通っています。会の増々の
発展と皆々様のご健康をお祈
り致します。
（相模原市 保坂 佶旺さん）
▼一〇年間の町内会長職を三
月末日に交代し、今後は自身
のための時間を大切にしたい
と考えています。先日、鎌倉
の杉本寺・田代寺等を巡り脚
力の衰えを感じています。坂
東札所巡りは先が長いのでゆっ
くりと前に進みます。
（藤沢市 中村 廣二さん）
▼体調不良のため欠席させて
頂きます。ご盛会を祈ってお
ります。
（茅ヶ崎市 鈴木 雅一さん）
▼入院のため欠席致します。
（海老名市 竹内 昭夫さん）
▼元気に過ごしています。今
回は都合にて欠席させて頂き
ます。
（藤沢市 関野 保美さん）
▼特にありません。………と
言えるほど元気です。
（藤沢市 金澤 伸介さん）
▼都合により欠席させて頂き
ます。体調があまり良くあり
ませんが相模川で釣りを楽し
んでおります。
（相模原市 小林 眞次さん）

祭ｉｎ横浜」を開催し郷里か
ら八チームが参加した。今後
の発展が楽しみである。（座
間市 柴田 烈さん）
▼ 恐縮 で すが 欠 席 し ま す 。
これ以上体調をくずざないよ
う「一病息災」（持病とうま
く付き合い、前向きに生活す
る事をこの様に考えています。）
で頑張っています。今後もよ
ろしくお願いします。
（茅ヶ崎市 三堀 和弘さん）
▼退職者の会の皆様ご苦労様
です。健康に注意しながら体
を動かしています。
（綾瀬市 石部 修三さん）
▼都合により欠席したします。
（金沢区 伊藤 典男さん）
▼毎日、元気に過ごしていま
す。
（相模原市 秋澤一則さん）
▼現在は町内会（老人会）に
入会して元気に活動していま
す。健康維持のため趣味の活
動等に日々を送っています。
（鎌倉市 佐々木 正勝さん）
▼七三才、街歩き、ゴルフ、
畑、元気に過ごしています。
（座間市 石川 新一さん）
▼健康で元気にやってます。
当日は仕事の関係で残念では
ありますが出席できません。
皆様によろしくお伝え下さい。
（相模原市 佐藤 國男さん）

( 3 )

【横須賀教室】
昨年九月に「ＷＯＲＤの基
本設定」というタイトルで勉
強会をしましたが、今回は講
師山崎さんが復習を込めて講
座を開いた。

第一三回ボウリング大会は、 を掲載します。今後の会員相互の交流の
三月一〇日（金）一五時より 一助になれば幸いです。
横浜ヤングボウルに三六名が
た気がしますが元気で過ごし
参加し開催されました。
藤沢・厚木地区
ております。
大会は福島代表幹事の司会
（鎌倉市 石井 羊一さん）
で進められ、新井会長より
「六年前の東日本大震災の時 ▼ 春 も 近 づ い て き て 四 月 か ▼ ご 連 絡 あ り が と う ご ざ い
に大会が計画され中止になっ ら年金がさがり生活がきびし ます。返信が大変遅くなり申
た、復興支援を継続すること くなっていきます。七三才に し訳ございません。体調が悪
が大切」と挨拶がありました。 なるのですが仕事も頑張り健 く足も悪いので遠出が出来ま
丁度六年前の三月一一日、ボ 康に気を付けて頑張っていき せんので申し訳ございません
ウリング大会の練習を始めた ます。仕事が休めないので欠 が大変残念ですが欠席させて
席させていただきます。よろ 頂きます。皆様にどうぞよろ
しくお願い致します。
しくお伝え下さい。
（茅ヶ崎市 渡辺 昭夫さん） （海老名市 浅岡きみ子さん）
▼ 旅 行 で今 回 も 欠 席 させ て ▼ 元 気で 過 ご し てい ま す 。
もらいます。元気で生きてお 孫とスキーに行くのを楽しみ
りますので皆様によろしくで に体力維持のためスポーツジ
す。
ムに通っています。昨年は演
（茅ヶ崎市 難波 孝さん） 劇ゴールドシアター二〇一六
▼ い つ も ご 案 内 あ り が と う にチャレンジし二〇一六年一
ございます。年齢なみ？の日々 二月七日、埼玉スーパーアリー
を送っています。
ナにて上演（体験）する事が
（愛川町 山口 秀雄さん） 出来ました。退職者の会は出
▼ ご 盛 会 を 心 か ら お 祈 り し 席できませんが今後ともよろ
ます。幹事の皆様ご苦労様で しくお願いいたします。
す。二月に道路に転倒してし （綾瀬市 三宅 明さん）
まい顔、両手に傷と両肩、両 ▼ 厚 木 ・ 藤 沢 地 区 交 流 会 開
膝に痛みとなり傷の治療後、 催おめでとうございます。藤
両肩等についてレントゲン検 沢ビル食堂には幾多の飲み会
査の結果幸い異常なしでした。 に参加した場所。次の機会に
転倒後、約一〇日程で回復し は是非参集させていただきた
ました。皆様におかれまして いと思っています。
も十分に足元にご注意してお （藤沢市 後藤 美千夫さん）
過ごし下さい。皆様のご健勝 ▼ 町 の 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア で
をお祈りします。
活動し、熊本、南三陸へ参加
（鎌倉市 高野 正さん）
させていただいてます。
▼ い つ の 間 に か 八 〇 才 の 大 （寒川町 亀山 誠一さん）
台に乗りましたが元気です。 ▼ 会 社 勤 め を 続 け て お り ま
皆様、お身体大切にお過ごし す。今回も残念ですが都合が
下さい。
つかず参加できません。すみ
（茅ヶ崎市 小山 太郎さん） ません。次回は出席したいと
▼ 暑さ寒さとも体が弱くなっ 思っています。

題名ＷＯＲＤ文書を修正し
見るやすくするでは文書は入
力したけれど、どうレイアウ ときに東日本大震災が発生し
トしていいかわからない。ワー たのです。当日の参加者はな
ドを使い始めると、そんな壁 かなか帰宅することも出来ず
にぶち当たることがある。そ 大変な思いをしたことが大会
こでまず、文書のレイアウト のたびに思い起こされます。
にかかせない五つの基本設定、
会長挨拶、練習ボウル、新
「 余 白 」 「 行 数 行 送 り 」 井会長の始球式で競技が始ま
「フォント」「文字サイズ」 りました。一人二ゲームを投
「段落の配置」を考えます。 げた結果、福島選手が二ゲー
①「余白 行数」の設定
ムトータル三四五点で優勝し
②「フォント」の設定
ました。準優勝武澤選手、三
③「フォントサイズ」の設定 位明石選手、表彰式後は恒例
④「段落単位のスタイル」の の懇親会が行われ二七名が参
設定
加して、大会の反省や昔の仲
⑤「インデント字下げ」の設定 間との交流に大いに盛り上が
りました。ボウリング大会は、
年二回開催しています、これ
からも継続開催していきます。
/

⑥「行頭に記号」を付ける
⑦「段落内」で改行
⑧「行頭に連番」を付ける

/

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

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

退職者の会ニュース

▼今年のたまねぎやじゃがい
もの出来はよろしいと思われ
ます。五月二○日の地区交流
会はまた孫娘の運動会に重な
りました。応援を早めに切り
上げ参加しますが、おくれる
かもしれません。今回から会
場が変更で選定に幹事さんは
ご苦労されたと思います。宜
しくお願いします。
（小田原市 高橋 幸男さん）
▼今年、定年退職を向え、退
職者の会に加入しました。今
後ともよろしくお願いします。
（・・・・ 中山 正人さん）
▼今年三月三一日に退職、一
～二か月休養し仕事を見つけ
るつもりです。一応シルバー
人材センターへ登録申請中。
（小田原市 水本 利光さん）
▼今年も、仕事（週三日勤務）
と遊び（ハイキング、旅行、
ボウリング、ゴルフ）に元気
に過ごしています。
（大磯町 川口 博さん）
▼町内会役員、農業生産組合

平塚・小田原地区

▼元気にすごしています。今 ▼いつも役員の皆様ご苦労さ
年、古希を迎えます。
まです。毎日、家庭菜園で頑
（相模原市 吉澤 利明さん） 張っております。
▼後期高齢者三年目、蛍光灯 （大和市 小野寺 孝二さん）
の取り替えに苦労しています。 ▼病気通院中。
昨年、南イタリア・シチリア （大和市 師岡 治男さん）
▼退職して一年が過ぎました。
新しい会社で毎日忙しく働い
ています。
（茅ヶ崎市 駒田 義之さん）
▼都合により欠席します。退
職して四年目。元気にがんばっ
ております。
（相模原市 山田 哲三さん）
▼桜爛漫の候、役員の皆様に
はますますご健勝の事と推察
されます。何時もお世話にな
るばかりで申し訳ありません
が今回、欠席させて頂きます。
退職者の会のご発展を心より
祈念します。
（相模原市 刑部 明さん）
島へ行ってきました。
（藤沢市 中田 定男さん）
▼元気に七七才を迎えました。
祝い金ありがとうございまし
た。
（厚木市 小倉 信江さん）
▼茅ヶ崎市内のゴルフ場での
アルバイト四年目に入り元気
に働いています。
（藤沢市 斉藤 睦夫さん）
▼都合により欠席させて頂き
ます。皆様によろしくお伝え
下さい。いつも連絡ありがと
うございます。
（相模原市 出口 末徳さん）
▼薬の数が増えました。でも、
それなりに元気です。
（八王子市 澤木 治彦さん）
▼元気でたいした作物はでき
ませんが毎日家庭菜園で過ご
しております。
（藤沢市 秋山 忠さん）
▼当日は病院及び自治会の行
事と重なったため欠席させて
いただきます。来年度も今の
会社で働くことになっており、
当面忙しい毎日となりそうで
す。土日も農作業と自治会活
動、神社氏子活動等ガンバッ
テいます。
（座間市 栗木 善明さん）
▼通信教材で盆栽をはじめる
ことにしました。さて、もの
になるか？
（藤沢市 片野 芳行さん）

役員他の会合等でスケジュー
ルに追われています。
（平塚市 豊島 俊行さん）
▼週四日スポーツクラブでヨ
ガ、骨盤体操等で頑張ってい
ます。又、畑で季節の野菜を
作って楽しんでいます。時々
友達の商売を手伝って小遣い
稼ぎをして生計を助けていま
す。
（小田原市 豊田 浩史さん）
▼人間、歳月を重ねるとそれ
なりにその時期に否応なしに
雑事がやってくるもののよう
だ。今、そうゆう事に振り回
されているのか、結構ゆとり
のない毎日が過ぎている。
（湯河原町 花田 喜春さん）
▼足が弱ったせいか床から立
ち上りづらくなって来ました
昨今ですがゴルフだけは楽し

む事をモットーに続けていま
す。年々飛距離とスコアは落
ち続けていますが楽しく運動
出来れば良しとしています。
（秦野市 米山 眞一さん）
▼腰痛と戦って、家庭菜園を
しています。頑張りましょう！
（二宮町 渡辺 健二さん）
▼元気で毎日を楽しく過ごし
ています。
（平塚市 舛水 孝芳さん）
▼元気で日々を過ごしており
ます・・・今のところは・・
（小田原市 香川 清さん）
▼毎日元気に過ごしています。
今年古希を迎え、何か記念に
なるものをと思い小さな庭へ、
ぶどうの苗木二本、サクラン
ボの苗木一本植えました。実
が収穫できるまで、元気で過
ごせるよう願っています。
（二宮町 加藤 隆雄さん）
▼役員となって、一○年目の
節目に当たり、何か変化が起

こるのか？・・・これから少
しでも、皆様への役にたてる
様行っていきますので宜しく
お願いします。
（秦野市 岡田 忠一さん）
▼自治会活動・家庭菜園・趣
味とで毎日充実した日々を過
ごしています。
（秦野市 堀野 廣志さん）
▼初めての毎日が日曜日なの
ですが、五月の連休を利用し
て故郷である秋田に車で一五
時間掛けて長兄家族に退職の
報告に行って参りました。
（小田原市 大場 宏直さん）
▼尺八の先生が亡くなり五年
がすぎ今年四月より新しい先
生について稽古していますが
教えの基本が違い 持形、呼吸
法、音出しで苦しんでいます。
私も年齢でもあり教えの飲み
込みが悪く戸惑いしています。
今回は上さんが体調がよくな
いので欠席とします。
（平塚市 杉山 勉さん）
▼都合により欠席させていた
だきます。毎日、愛犬の散歩
で健康維持しています。次回
の参加を楽しみにしています。
（南足柄市 倉地 勝久さん）
▼いつもお世話になっており
ます。当日は丁度仕事と重な
り出席できませんよろしく。
（平塚市 青木 満さん）
▼胃がん切除して一〇年たち、
主治医より毎年の検査はなく
なり一安心、だが人間ドック
は年一回受診しています。趣
味のカメラは、相変わらずと
りまくっています四月に何年
振りか山梨、御坂町へ「桃の
花」を撮りに「リニアモーター
カー線」と「満開の桃」をマッ
チした一コマが撮れ、他に
「桜と桃」も撮れて満足でし
た。今後もカメラは気分転換
のため、健康に留意し一日一
日を大切に過ごしていきたい
と思っております。
（平塚市 高橋 秀一さん）
▼申し訳ありません、当日は、
別の会議に参加のため、欠席
いたします。私は、地域で自

治会等色々な会に入っている
ため毎日が忙しく充実した日々
を送っております。
（湯河原町 力石 一夫さん）
▼今年は喜寿を迎えます。比
較的元気に暮らしています。
（真鶴町 三溝 康之さん）
▼お世話になっております。
年なみにスローライフの毎日
を過しております。
（三島市 飯塚 チヅ子さん）
▼いつもご連絡していただき
ありがとうございます。頚椎
症性脊髄症の手術してから五
年目となりましたが現在もリ
ハビリ中（二本杖歩行と水中
ウオーク）です。もう少し歩

けるようになりましたら出席
したいと思います。皆様によ
ろしくお伝え願います。
（二宮町 山口 脩二さん）
▼何事も一日一日が無事で生
活して行けるように心掛けて
います。
（平塚市 小宮 浩さん）
▼元気です。
（大磯町 清水 豊さん）
▼最近、年齢を感じるように
なってきました。老化を少し
でも遅らせようと、趣味等や
無理のない運動に励んでいま
す。今回は所用で欠席致しま
す。
（小田原市 山口 英明さん）
▼今回も通院中のため出席出
来ませんが毎日頑張っており
ます。皆様のご健康をお祈り
申し上げます。
（・・・ 神崎 キヨヂさん）
▼九八歳の義母の介護生活も
七年目、相変わらず食材の買
い物を世話、掃除、洗濯で毎
日が過ぎていく。自身は三年
前から腰痛、タンに血が混じ
るカツ血での通院生活をして

います。最近、高齢者の自動
車事故の報道を見ると免許返
納も感じるが、介護生活から
もう少しガンバッテ見ようと
思う今日この頃です。
（小田原市 杉山 武さん）
▼傷病続き、欠席。
（大磯町 浜田 恵治さん）
▼入社同期で神奈川県在住の
西ヶ谷さん、松野さん、伊藤
さん、小室さん、青山さん、
ＮＴＴ労組退職者総会（十月
下旬、横浜市）で思い出話に
花を咲かせましょう。根本○
四六五ー四三ー一二一三
（小田原市 根本 宗治さん）
▼今は元気です。医師から最
後の抗がん剤による（四種類
目）治療ですと言われていま
す。後は天命を待つだけです。
好きなドライブで公園や花を
見に行きたいと思っています。
近くの公民館で囲碁を打って
います。
（平塚市 松木 清治さん）
▼私も八九歳になり、足腰等
いたわりつつテレビ、ラジオ
の健康番組を聞き、毎朝テレ
ビ体操を出来るだけし、庭の
手入れ等買い物や週二回の日
帰り温泉入浴を主人と二人で
過すなど日々楽しく頑張って
ます。皆様のご健康を祈りま
す。
（秦野市 稲本 シゲさん）
▼大変ご無沙汰しております。
いつもご連絡を頂きますが、
まだまだ元気で住んでいる土
地柄、観光施設で仕事してお
り、土・日・祝は、出席でき
ません。皆様によろしくお伝
え下さい。
（熱海市 石塚 康夫さん）
▼旅行のため欠席します。
（沼津市 山田 義彦さん）
▼何とか元気でやっています。
毎日何かと忙しいです。一日
も一か月も一年も本当に早く
感じます。趣味とかも含めて
やりたいことはいっぱいあり
ます。もう少し時間があれば
いいなと考えることもありま
すが、無理せず、あせらずや

るしかないですかね・・・。
（小田原市 斉藤 浩夫さん）
▼仕事もせずに、あちこと旅
行したりとのんびり過ごして
います。
（松田町 小内 登さん）
▼役員の皆様、大変御苦労様
です。私事ですが、色々な役
員を地域でしておりまして、
大変いそがしい日々を送って
います。残念ですが欠席させ
て頂ます。
（箱根町 大場 診さん）
▼会員の皆様の益々のご健康
をお祈り申し上げます。
（南足柄市 笠間 久雄さん）
▼幹事の皆さんお世話になり
ます。「退職者ニュース」毎
号、楽しく読んでいます。保
健の為、毎週Ｇ・Ｓ・ｗ（ゴ
ルフ、水泳、散歩）をやって
います。地域行事として”延
命地蔵孫”の大祭に”講中”
として参加しています。
（秦野市 米川 富雄さん）
▼元気で頑張っております。
一三年前より実施している
「さざなみダンス愛好会」で
す。六月で第一五○回を迎え
ることとなりました。また、
Ｈ二八年二月より「パークゴ
ルフ」を発足させ、毎月第一
土曜日に周辺のパークゴルフ
場で実施し楽しんでおります。
本当に残念ですが欠席とさせ
ていただきます。
（二宮町 野谷 浩司さん）
▼当日は午後二時からピンポ
ンの練習、同五時から自治会
役員会・組長常会となってお
り、欠席させていただきます。
自治会活動・週三回のピンポ
ンで充実した毎日を送ってお
ります。
（小田原市 柳川 清一さん）
▼元気です。
（沼津市 栗原 信行さん）
▼昨年七月より透析を週三回
行っています。毎日、近くの
公園に散歩が楽しみです。皆
さん健康に気を付けてくださ
い。
（平塚市 城田 洋一さん）
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退職者の会ニュース

▼退職後三年のんびりとおもっ
ていたのですが、兄の介護、
母と妻の病院通いと大変忙し

い日を過ごしています。また
息子の店の手伝いと・・・身
体を休める暇がなく健康に留
意する事に心がけ日々元気に
過しております。（都合が悪
く欠席させて頂ます）
（平塚市 杉山 勇さん）
▼何時も幹事の皆様にはお世
話になって居ります。今回都
合により欠席させて頂ますが
何分よろしくお願い致します。
（・・・・ 匿名希望）
▼お陰様で元気で過ごしてお
ります。今後共よろしくお願
い致します。
（小田原市 梅澤 充弘さん）
▼元気にしています。
（平塚市 角井 邦夫さん）
▼残念！他先約行事有。
（平塚市 狩野 徳夫さん）
▼役員の方々には、いつもお
世話になっています。誕生日
で喜寿になります。今は心配
な事は緑内障で左眼があと少
しで失明しそうな事です。右
眼は寿命まで失明しないで欲
しいものです。週二日程小田
原の小学生の孫の見守りに元
気に電車で行っています。今
の健康を感謝です。
（湯河原町 藤井 和子さん）
▼いつも連絡していただきあ
りがとうございます。都合悪
く欠席します。家庭菜園、ウォー
キング、自治会活動をして元
気に過ごしています。
（・・・・ 小林 清司さん）
▼ご案内ありがとうございま
す。私ごとおん年七六歳、猫
のひたい程の畑の世話と時々
の医者通いそして酒匂川近辺
の散歩と夕食時のお酒少々・・・

こんな日々を過ごしています。
五月二○日は電友会幹事会と
重なってしまいましたので欠
席いたします。
（小田原市 新保二己一さん）
▼お世話になっております。
都合が悪く欠席致します。お
陰様で元気に過ごしています。
（・・・ 小林 三恵子さん）
▼元気に百姓をしています。
（伊勢原市 河野 通秋さん）
▼体調不良のため、欠席させ
ていただきます。宜しくお願
い致します。
（平塚市 武井 勝三さん）
▼役員のみなさま、いつも御
苦労様です。腰や膝の痛みに
悩まされながらも元気に過ご
しております。当日は所用の
為欠席させていただきますの
でよろしくお願いいたします。
ご盛会をお祈りいたします。
（小田原市 稲葉 昭徳さん）
▼当日は仕事の為欠席します。
現在知的障害者の施設に週三
回勤務しています。福祉の資
格はすべてとりましたが、今
は他の資格に挑戦しています。
（小田原市 小野 亨司さん）
▼体調は良いのですが、九一
歳の年寄りが居るため、プー
太郎です。
（小田原市 梶原 一郎さん）
▼元気で、何とか動いてます。
（・・・・ 吉川 忠利さん）
▼役員の皆様にはいつも大変
お世話になっております。齢
（よわい）九○を超えると体
調にさまざまな不調が生じ普
通の生活には堪えていますが
腰痛、膝痛などで歩行困難と
なり通院頻度が多くなり、外
出も不自由となって残念です
が欠席させていただきます。
ご盛会を祈ります。
（秦野市 綾部 國夫さん）
▼お世話になっております。
足、腰が弱くなってきたので、
某有名冒険家のマネをして、
足首に重りをつけて歩いたら、
膝がいたくなってしまいまし
た。若い頃から鍛えていた人
と、同じような事をしても無

理だなと感じているこの頃で
す。
（伊勢原市 丸山 郁夫さん）
▼毎日、平凡な暮らしをして
おります。
（小田原市 小川 武夫さん）
▼妻の体の具合が悪くなかな
か時間がとれず参加できませ
ん。自分は毎日元気に過ごし
ています。シニアクラブとし
てグランドゴルフ、知人の畑
で家庭菜園と日頃の運動不足
解消に努めています。元気な
うちに皆様方にお会いできる
事を楽しみにしています。
（・・・・ 花山 好史さん）
▼ご案内ありがとうございま
す。残念ながら身体のパーツ
に不具合が出て各科へ通院中
のため欠席させていただきま
す。具合の良い日は家庭菜園

や魚釣りなどで日々楽しんで
おります。
（平塚市 宮澤 篤さん）
▼昨年夏に心臓の手術をしま
して増々健康な身体になるた
め日々努力の毎日であります。
会の発展と皆々様のご健勝を
心よりお祈り申し上げます。
（伊豆の国市 大畠正道さん）
▼事務局の皆様、いつもあり
がとうございます。都合によ
り欠席いたします。
（平塚市 千葉 信男さん）
▼恒例の新年会が横浜のホテ
ルの一室を貸し切りでバイキ
ング方式で開催、二〇名全員
が元気な顔を揃えて新春を迎
えた、これからは四人の曽孫
達が主役になると期待が高まっ
た。私にも嬉しい事があった。
血管年齢が「実年齢より一〇

歳若く弾力に富んでいる」と
測定され、新たな希望が湧い
て来た。「曽孫達の成人式に
付き合える・・・」と日々頑
張っている。
（平塚市 根岸 輝男さん）
▼体調不良の為欠席します。
（南足柄市 石川 昭次さん）
▼他の行事が入っている為誠
にすみません。欠席とさせて
いただきます。元気に議員活
動をしています。皆様によろ
しくお伝え下さい。
（箱根町 小川 鶴雄さん）
▼地区自治会行事が多忙なた
め欠席させてもらいます。
（伊勢原市 石井 良秋さん）
▼いつも大変お世話になって
おります。八〇歳を過ぎ防ぎ
ようもない老化現象には立ち
うち出来ませんがせめて自分
なりに足腰を鍛えております。
前向きに明るく生きて行きた
いと思っております。
（秦野市 小林 幸さん）
▼レンタルホールの管理人を
しながら、元気に暮らしてお
ります。
（浜松市 長谷川 重さん）
▼早いもので退職して一年が
たちました。健康第一に一万
歩を目指し毎日歩いています。
都合が悪く欠席させて頂ます。
（秦野市 井上 博美さん）
▼いつもお世話になっており
ます。誠に申し訳ありません
が五月二〇日（土）は会津若
松にＳＬ撮影に行っている為
欠席させていただきます。毎
日元気で楽しく過ごしていま
す。
（平塚市 織田 正雄さん）
▼都合悪く欠席致します。
（平塚市 岡崎 常安さん）
▼心臓の手術をしてから気を
つけておりますので今回は欠
席いたします。気をつけて過
ごしておりますのでご心配な
く、ありがとうございます。
（平塚市 熊澤 フサヱさん）
▼在職中は断っていた役員も、
リタイヤと同時に依頼があり、
恩返しと思い自治会、民生委

員等を引き受け校長先生から
児童の下校時の安全パトロー
ルを依頼され宮城野、強羅、

二ノ平地区をボランティアで
一人で実施、下校時間も低高
学年で異なり、一日二・三時
間を掛けて児童のあいさつが
励みとなり、継続できました。
箱根の森小学校に統合され、
現在はバス通学となり、それ
を契機に終了しました。今は
毎日、日曜日、元気で箱根の
四季を満喫しています。
（箱根町 松本 忠男さん）
▼ミライト平塚のサービスサ
ポートセンタ（故障修理及び
保全担当）で、週五日、主に
デスクワークとして勤務して
おります。平成二一年三月三
一日に藤沢サービスセンタを
最後にＮＴＴを退職し、翌四
月一日より、現在のミライト
の子会社でエムズフロンティ
アの契約社員として働いてお
り、九年目に入りました。
（平塚市 及川 洋さん）
▼日々、元気で生活していま
す。
（小田原市 伊豆川勝之さん）
▼体調不良のため欠席させて
いただきます。
（小田原市 勝俣 進さん）
▼最近、運動不足か足腰が弱
く感じるこの頃ですが、一日
七千歩以上を目標に歩くこと
心がけています。
（小田原市 寺井 恭生さん）
▼返信が遅くなりまして大変
申し訳ありません。初めての
毎日が日曜日なのですが、五
月の連休を利用して故郷であ
る秋田に、車で一五時間掛け
て長兄家族に退職の報告に行っ
て参りました。

（小田原市 大場 宏直さん）
▼遅くなって申し訳ありませ
ん。相変わらず四世代同居で、
九〇歳を超える両親と、二歳・
四歳の孫の面倒をみる忙しい
日々を送っております。現役
時より大変かも。
（小田原市 戸佐 正美さん）
▼幹事の皆様にはいつもお世
話になってありがとうござい
ます。八五才を過ぎますと身
体の衰えが感じられます。現
在は高血圧、痛風関節症等で
通院しております。健康に気
をつけて頑張っています。交
流会のご盛会をお祈りします。
（平塚市 野川 博昭さん）
▼幹事の皆様には色々とお世
話になりありがとうございま
す。お疲かれさまです。何時
も欠席で申し訳ありません。
年には勝てませんのでわが身
にあった生活をしております。
毎日が感謝感謝です。
（大磯町 北地 愛子さん）
▼所用があって欠席させてい
ただきます。
（秦野市 牧島 孝雄さん）
▼役員の皆様にはいつもお世
話になっております。
（・・・・ 長坂 寛さん）
▼幹事さんご苦労様です。当
日、丹沢ボッカ駅伝の実行委
員会が開催されるため欠席さ
せていただきます。
（小田原市 吉田 征雄さん）
▼大変お世話になっておりま
す。本年は出席する予定でお
りましたが地本神社崇敬会総
会と重複してしまいました。
来年こそは出席出来るよう努
力致します。
（秦野市 大元 一義さん）
▼元気にやっています。
（茅ヶ崎市 田中 茂さん）
▼法事のため欠席させていた
だきます。よろしくお願いし
ます。
（御殿場市 杉山 昇一さん）
▼アクティブシニアとして働
けるうちは働いて少しでも社
会の役に立とうと頑張ってい
ます。

（伊勢原市 大貫 新さん）
▼長かった自治会の役（自主
防犯学童見守）から解放され、
今年度からやっと自分の時間
がもてるかと思っています。
（平塚市 杉山 秀夫さん）
▼毎日、ウォーキングして老
化防止に努めています。
（平塚市 金子 あつ彦さん）
▼いつもお世話になっており
ます。おかげ様でばあばとし
てそしてワンコ（犬）たちと
楽しく過ごしております。皆

様によろしくお伝え下さい。
（小田原市 宮崎 一子さん）
▼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。ウォーキングやカ
ラオケを楽しんで元気にやっ
ております。所用があります
ので欠席させていただきます。
（小田原市 湯川 高孝さん）
▼ご連絡ありがとうございま
す。退職して三年目に入りま
すがいまだに参加できずにお
ります。どうしてもサークル
の練習が佳境に入るため（五
月～七月）で大変申し訳なく
思っております。今後もよろ
しくお願い致します。サーク
ル名 阿波踊り横浜シニア連
（・・・ 綿貫 芳一さん）
▼ＮＴＴを卒業して二〇年。
昔の仲間と麻雀を楽しんでい
ます。
（平塚市 後藤 敏郎さん）
▼いつもありがとうございま
す。現在、体調不良のため欠
席いたします。
（平塚市 新倉 寛さん）
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