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退職者の会ニュース
横須賀地区交流会の開催
県内を四ブロックに分け
て開催している「地区交流
会」のトリは六月三日（土）
の横須賀地区交流会です。
会場となった「教育会館」
に役員を含め七三名が集まっ
て開催されました。
井上義達副会長の司会進
行により始まりました。

最初に主催者を代表し新
井陽太郎会長より挨拶があ
りました。（内容は次のと
おり）

新井会長の挨拶

】
郎
】
子

安心 ・ 信頼

生きがいあふれる
２１世紀，みんなと共に！

録とりくみの趣旨災害時の
いざという時に安否被災状
況等を把握し、グループ連
絡会 のサ ポー トを得 なが ら、
具体的な共済手続きの支援
等の対策・活動のとりくみ
に供するなど具体的な登録
方法などを掲載いたします
ので、是非ご協力お願いい
たします。
本日は、半日という限ら
れた時間ですが、交流を深
め有意義な時となることを
祈念し、挨拶とさせていた
だきます。
引き続き、徳永事務局長
から次の各項について連絡・
報告がありました。
一、東日本大震災復興支援
と神奈川支部協「安否確
認」について
二、平成二九年度年金額に
ついて
三、ＮＴＴ東日本「退職者
支援制度」の見直しにつ
いて
四、その他
㈠電通共済生協五〇周年
キャンペーン
㈡前一項に関わる「ひま
わりの里親の取り組みつ
いて」

【 発行者
新 井 陽 太
【 編集者
徳 永 由 美
本日のメインである学習
会は、横須賀市危機管理課
の職員から「地震災害と対
策について」パソコン映像
により説明をしていただき
ました。（内容は別記のと
おり）
その後には交流懇親会が
盛大に行なわれ、大いに盛
り上がりました。

地震災害と対策について（別 記）

《横須賀市危機管理課》
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( 1 )

Ｎo １１２号

2017年7月24日

ました。改めて現役の皆さ
んと一体となり「復興支援
チャリティー地引網」に取
り組めたことに感謝を申し
上げたいと思います。
いる宮城事務局長に、そし
また先日、私たち退職者
て今月六月一八日告示六月 の会神奈川にＮＴＴ東日本
二五日投開票で行われる市 神奈川事業部より、神奈川
長選挙で情報労連が推薦決 事業部が取り組んでいる福
定した、吉田雄人横須賀市 島復興支援「福島ひまわり
長に おい でい ただき まし た。 里 親 プ ロ ジ ェ ク ト ひ ま わ り
また、情報労連・ＮＴＴ労 を育て復興につなげよう」
組自治体議員団の矢島まち への協力要請があり、喜ん
子 横 須 賀 市 議 会 議 員 、 さ ら で 取り 組む ことと しま した 。
に当会館のオーナーでもあ のちほど、徳永事務局長か
ります長谷川横須賀市議会 ら具体的に説明いたします
議員にもご出席いただきま ので是非積極的なご協力を
し た 。 大 変 あ り が と う ご ざ お願いいたします。
います。
今年度のこの地区交流会
では、これら災害を「ひと
ごと」から「自分ごと」へ
と「まず自らの命を守る」
ためにとして、「災害にそ
なえて」と題し、当該自治
体の緊急災害時等の対策を
知り、備えをより現実的な
ものとする場といたしまし
た。県下四地区のトリを飾
る本日の横須賀地区交流会
は横須賀市からお話をいた
だきます。
すでに、三月には横浜市
から、四月は藤沢市からそ
して五月小田原市とそれぞ
れ具体的な対策を聞くこと
が出来ました。是非、自ら
の備えを改めて見直してい
ただきたいと思います。
また、「いざという時」
の安否確認用連絡先の登録
を全会員にお願いすること
とし、今月二六日発行予定
の支部協ニュース一面に登

０４５－２６２－３５１５

ＦＡⅩ：

新井会長のあいさつ

なお、昨年お世話になり
ました組織内石橋参議員か
らは、メッセージをいただ
いておりますので、のちほ
ど披 露さ せて いただ きま す。
そして、本年四月二二日
に藤沢の鵠沼海岸で行われ
た情報労連神奈川県協議会
主催の「復興支援チャリティー
地引網」は六一人の避難者
の皆さんをご招待し、私た
ち退職者の会からの六二人
を加え四〇〇人をこえる参
加者を得て、暑くもなく寒
くもなくの天候にも恵まれ
大成功裏に行うことができ

話 ： ０４５－２６２－８７５０

電

司会の井上副会長
改めまして、皆様こんに
ちは。今日も暑くなりまし
た。不安定気温が続きなが
らも梅雨期を経て、猛暑の
夏へと向かうそうです。そ
んな中、この日ために体調
を整えご参集いただき、本
当 にあ りが とうご ざい ます 。
本日はお忙しい中、情報
労連神奈川県協議会とＮＴ
Ｔ労組神奈川グループ連絡
会の事務局長を兼務されて

ＮＴＴ退職者の会では、いざとい
う時の全会員の「安否確認緊急連絡
先電話」登録を行っています。
まだ連絡の済んでない方は早急に
ご連絡をお待ちしております。

横須賀市では４年ぶりに津波ハザートマップを改
訂したと発表した。気象庁が発表している警報のう
ち、①津波１～３ｍ②大津波５ｍ③同１０ｍ④１０
ｍ超の４段階とし、浸水区域を色分けし、地図上に
落とし込んだ。前回の発表では、④を想定していな
かったが、その後県が公表した最大級の津波想定は東京湾で９．２ｍ
相模湾では１３．２ｍに津波面積は全体で１９．５ｋ㎡に上がった。
見直し後の影響が顕著なのは、相模湾に面した市西部エリア。
長井、林など一部の
高台を除く農地、宅地
が新たに浸水区域とな
り、大津波は幹線道路
の国道１３４号よりも
内部に達するとした。
久里浜地区では、沿岸
部を中心に広範囲で浸
水した上で津波が平作
川を河口から２ｋｍ以
上もさかのぼるという。
普段生活するエリアの
影響の有無を確認して
もらい、どこへ逃げた
らいいか判断する目安
として利用してほしい
と話している。

『安否確認電話』登録のお願い
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ボランティア
「ちいさな愛の会」
ＮＴＴ労組退職者の会神奈
川県支部協議会の有志で構成
しているボランティア組織
「ちいさな愛の会」では二〇
名の会員がおり、仲間同士の
助け合いがペースになってい
ます。皆様のご利用をお待ち
しています。
ご遠慮なく連絡ください。
お手伝いの内容
◎ 草取り
◎ 簡単なお庭の手入れなど
ボランティア サークル
についての連絡先
〇井上義達副会長
・自宅電話番号
〇四六ー八三六ー四七〇一
支部協事務局
〇四五ー二六二ー八七五〇
ボランティアさん
常時募集しています

あなたのお力を
お貸しください！！

ボランティアメンバーも高
齢化が進んでいます。活動は
草取り等庭の手入れが主となっ
ています。ボランティア登録
をして頂ける方は神奈川退職
者の会支部協議会迄ご連絡を
お願い致します。

がんばっています！

まだまだ頑張っております。
皆様に宜しくお伝えください。
（三浦市 近藤 博保さん）
▼週三回アルバイトに行き休
みの日は釣りや、ウォーキン
グをしています。
（逗子市 羽瀬川 辰秋さん）
▼元気でやっています。
（横須賀市 永田 直寛さん）
▼ご連絡頂きありがとうござ
います。再就職先での勤務の
為、欠席させて頂きます。
（横須賀市 佐藤 邦夫さん）
▼町内祭礼行事に参加のため、
欠席させて頂きます。
（横須賀市 座間 勇さん）
▼早朝の散歩は、自分自身と
の戦い、雨が降っている、風
が強い、昨晩は遅かったなん
となく疲れている。さあ、明
日も一万歩頑張ろう。
（横須賀市 簑島 茂雄さん）
▼体調不良のため欠席します。
（横須賀市 鈴木 弘一さん）
▼充実した、退職人生を送っ
ております。今後とも、宜し
くお願い致します。

（横須賀市 山崎 昇さん）
▼屋外活動を中心に日々明る
く楽しく元気よく過ごしてお
ります。当日は他の行事が重
なり欠席いたします。盛会を
皆様にご好評を頂いています、近況特集
祈願致します。
「がんばっています」をお届けします。
（三浦市 二見 勲さん）
今回は横須賀地区及び他地区（東京・千葉・
▼ご盛会をお祈り申し上げま
埼玉や遠方の県）で頑張っておられる皆様方
す。
の声を掲載します。今後の会員相互の交流の
（目黒区 宮澤 武正さん）
一助になれば幸いです。
▼よる年波か出不精になり、
〈追加ハガキ〉
▼大変ご無沙汰しております。 足腰が弱くなり、歩くのが苦
▼昨年一〇月一六日に米寿を 当日は、姉の三回忌法要のた 痛の感じです。齢ってこのよ
迎えることができました。皆 め、欠席させて頂きます。今 うに体をいじめにくるんです
様方のおかげと感謝しており 年で七一歳になりますがボー よね。
ます。自治会主催のカラオケ イスカウトのリーダーとして、 （三浦市 鈴木 勝美さん）
教室も二〇年になりました。
▼地域ボランティア団体「助
歌い談笑し健康維持に努めて
け合い粟田」の総会と設立一
おります。総会に皆様とお会
〇周年記念行事と日程が重な
いするのを楽しみにしており
り、役員でもあるので残念な
ます。
がら欠席させて頂きます。ご
（小田原市 柏木 春雄さん）
盛会と皆々様のご健勝をお祈
▼八三歳、相変わらず町内会
りします。小生は、まず元気
（世帯数約千戸）の総務部長
で日々を過ごしおります。幾
で今年度も頑張っています。
つかの病院には一か月に一度
その他に防犯パトロール、小
程度通院はしておりますが、
学児童への朝の横断歩道での
入院手術などを必要とする状
旗振りも行っています。
態ではないので、この調子で
これは私が神奈川シニア連合
行けば二〇二〇年の東京五輪
事務局長時代に活動方針に
は見られるかなと思っていま
「退職後は家に閉じこもるこ
す。
となく、町内会役員、老人会
（横須賀市 岩崎 壽夫さん）
役員を受けたり、施設や障が
▼スポーツクラブで身体を鍛
い者支援などのボランティア
えています。
など、自らの現役時代の経験
（横須賀市 長谷川 隆さん）
を生かした地域への社会貢献
▼いつもお世話様です。自分
を果たすよう努力します」を
では若いつもりでおりました
実践しているまでです。
が、八〇を過ぎると、歩くの
（藤沢市 野中 美久さん）
が、やっとになりました。歩
けなくなると大変なので何と
か歩く努力をしております。
横須賀地区のハガキ
そして、主婦業の谷間に本を
読んでいます。
（横須賀市 片岡 弘子さん）
▼元気に暮らしております。
（横須賀市 伊東 建治さん）
▼退職して一か月ですが最初
の頃は朝早く起きて出勤しな
くてはと思いましたが、最近
は気持的に楽になり適当に散
歩したり、飲みに行ったりで
余暇を過しています。今後は、
何か友達と参加出来る趣味を
▼昨年に風邪を引いてから体
調がおもわしくなく、申し訳
ありませんが欠席させていた
だきます。数十ｍ歩くと息切
れますのでもっぱら自転車で
スーパー廻りをしています。
早く良くなって出席したいと
思っています。皆様によろし
く。
（逗子市 山路 恒夫さん）

考えていますので退職者の会 職活動中です。
の皆様今後宜しくお願い致し （横須賀市 岸 信夫さん）
ます。申し訳ございませんが、 ▼役員の皆さま、何時も連絡
横須賀地区交流会は当日病院 ありがとうございます。歳を
予約の為参加出来ませんので 重ねる毎に身体も思うように
ご了承願います。
ならず！でも口だけは達者。
（横須賀市 三留 俊一さん） 九三歳三ヶ月。もう少し頑張っ
▼元気で庭仕事などしていま て過ごしたいと思っています。
す。
退職者の新聞を楽しみにして
（横須賀市 田邉 鋹雄さん） います。
▼いつもお世話になりありが （横須賀市 新井ハツ江さん）
とうおざいます。家族がひと ▼いつも大変お世話になり感
り減りましたが、ガンバッテ 謝申し上げます。毎年出席す
ます。
るのを楽しみにしておりまし
（横須賀市 若林 恵子さん） たが、現在体調が悪く外出が
▼六月三日は地元の神社にて 出来ませんので残念ながら欠
八雲祭という祭りがあり、参 席します。皆様によろしくお
加できません。非常勤職員、 伝えください。退職者の会の
三月末で終了し元気に過ごし ご盛会を心からお祈り申し上
ております。三浦マラソンは げます。（代筆）
一〇Ｋｍ中止のため五Ｋｍ参 （三浦市 登坂 昇さん）
加でした。
▼今回は欠席させていただき
（三浦市 湊 喜美夫さん）
ます。なお、在職時は旧横浜
▼行事が重なり、残念ながら 都市管理部が長く、交友者も
欠席します。ハイキング部へ 多く次回は横浜地区での案内
入れてもらってますが参加出 もお願いいたします。
来ずにいるところですが！体 （横須賀市 白井 光行さん）
調を整えて参加したいと思っ ▼六月三・四日は町内祭礼の
ています。
ため欠席いたします。現在も
（横須賀市 熊澤 兼明さん） 県立塚山公園で管理員として
▼週三回介護に行っています。 月に六日程度働いています。
病院にリハビリ月二回行って （横須賀市 石川 愼一さん）
います。元気でがんばってい ▼体調不良のため欠席します。
ます。ＮＴＴ労組の発展を願っ （横須賀市 鳥羽 操さん）
ています。
▼二九年三月三一日にＮＴＴ
（横須賀市 下藤 美枝子さん） コムウェア（株）を定年退職
▼幹事御苦労さまです。皆様 となりました。今後ともよろ
によろしくお伝えください。 しくお願いいたします。
（横須賀市 塚越 晴朗さん） （横須賀市 成田 和重さん）
▼老々介護と主夫をし忙しく ▼所用のため欠席致します。
ています。
（横須賀市 岡本 志郎さん）
（横須賀市 吉田 信夫さん） ▼当日は所用のため欠席致し
ます。なんとか元気にやって
います。
（横須賀市 三冨 弘久さん）
▼いつもニコニコと過ごすよ
う努力しています。今年はカ
ナダで紅葉をと予定していま
す。元気で行きたいな！。
（横須賀市 岡本 直子さん）
▼いつもお世話になっていま
す。当日は中学校のクラス会
があり欠席させて頂きます。
▼現在、ハローワークにて就

日々家庭菜園（二五坪）で女
房と一緒に野菜作りを楽しん
でいます。
（横須賀市 松永 茂さん）
▼去年一二月よりボランティ
アで氏子会の役員を引き受け
ガンバッテ活動しています。
（横須賀市 三冨 正夫さん）
▼横浜へ引っ越しを検討中…
土日は物件探しで忙しくして
います。最近は横須賀の歴史
研究会等忙しい毎日です。二
〇二〇年東京オリンピックに
向けて英会話の勉強もしたい
と考えています。人生チャレ

ンジ頑張りましょう。
（横須賀市 板井 康幸さん）
▼身体のあちらこちらが悲鳴
を上げてきましたが気にせず
に元気に暮らしています。
（横須賀市 山下 全彦さん）
▼いつも欠席で失礼します。
当方元気でおります。皆様の
お元気をお祈りします。
（三浦市 松原 茂夫さん）
▼元気です。週三日、花の国
パークゴルフ場で働いていま
す。
（横須賀市 中里 利昭さん）
▼いつも同じコメントですが
体調不良の回復に努めている
毎日です。
（横須賀市 小谷 忠さん）
▼ゴルフ・町内会等元気にし
てます。
（横須賀市 鈴木 生志さん）
▼最近腰痛に悩んでいます。
良薬あったら教えて下さい。
（横須賀市 七海 健さん）
▼病気静養中のため、欠席致
します。
（逗子市 村田 武さん）
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▼宅配会社でパートタイマー
の日々を過ごしております。
四十肩・五十肩と来て現在六
十肩に悩まされています。こ
のまま七十肩になるのでは？
辛いです。
（横須賀市 高木 理生さん）
▼幹事の皆様ご苦労様です。
現在は写真撮影クラブに加入
してますので楽しく過ごして
います。六月三日は撮影旅行
の予定ですので参加できませ
んのでよろしくお願いします。
次回を楽しみにしております。
（横須賀市 加藤 敏雄さん）
▼ご連絡ありがとうございま
す。出席したい気持ちはあり
ますが体が思わしくありませ
ん。皆様によろしくお伝え下
さい。
（横須賀市 福原 雅子さん）
▼役員の方々にはいつもお世
話になっております。おかげ
さまで元気に暮らしてます。
（横須賀市 小松崎信子さん）
▼八五才になりました。寒い
間中、こたつからでられませ
んでした。暖かくなれば元気
が出ると思います。
（横須賀市 中居 義明さん）
▼退職して早一年が過ぎまし
たが自分の体の子守りをしな
がらなんとか元気に過ごして
います。
（横須賀市 江口日登志さん）
▼元気に働いています。
（横須賀市 青木 哲雄さん）
▼いつもお世話になりありが
とうございます。地域で行っ
ている親子サロンのお手伝い
を続けています。また、健康
をテーマにクッキング教室を
開催しております。これから
先なるべく医療に頼らない自
分の体は自分で守れる仲間を
一人でも多く作れたらとの思
いで行っております。
（横須賀市 後藤志津代さん）
▼連絡ありがとうございます。
色々病気をしながらもボチボ
チと暮らしています。
（横須賀市 太田 時世さん）
▼せっかくの企画に不参加で

申し訳ありません。私自身は
なんとか元気に暮らしていま
す。実は主人が体調をくずし
ていて一人て留守番をさせる
わけにいきませんので失礼さ
せていただきます。皆様のご
健康とますますのご発展を心
から応援しています。
（横須賀市 高木 榮子さん）
▼元気にしています。四月の
日帰りバス旅行で江戸時代の
地理学者、伊能忠敬邸の見学
や成田山新勝寺に参拝し健康
祈願をしてきました。
（横須賀市 高橋 昭吾さん）
▼ごくろうさまです。三日土
曜日は主宰してます写真クラ
ブの例会ですので参加出来ま
せん。元気にやってます。
（横須賀市 河口 祥正さん）
▼元気です。毎日泥だらけに
なりながら（土いじり）生き

ていま～す。四月一三～一四
日の退職者の会旅行、楽しかっ
たです。犬山城では妻がケガ
の際親切にしてもらい、あり
がとうございました。明治村
は私用で再度行くつもりです。
（横須賀市 安田 敏光さん）
▼お世話になります。今年も
無理せず、体調に気を付けて
暮らして行きます。
（横須賀市 林田 浩章さん）
▼内科・整形・眼科・歯科等
通院しながら、手話サークル・
傾聴ボランティア・中途失聴
者のボランティア等を続けて
います。
（横須賀市 福島 英雄さん）
▼毎日のストレッチとワイン
のコクと香りを楽しみながら、
何とか元気にしております。
（横須賀市 藤井 茂さん）

▼役員の皆様には、日頃から
大変お世話になっております。
今年は喜寿を迎える年になり
ました。健康にも配意しなが
ら趣味を通じて交流を深めて
行きたいと思っています。
（横須賀市 杉 栄治さん）
▼先日、後期高齢者医療被保
険者証が送付され高齢者の仲
間入りをしたが、御多分に漏
れず、時々医者の掛け持ちを
するが診断は「加齢」による
ものですとのこと。狭心症を
患って三年が経過したが、朝
七錠夜四錠の薬を終生服用す
るが、喜寿まで健康寿命で過
ごしているか？
（横須賀市 鈴木 伸介さん）
▼いつもお世話になっており
ます。一日、一日がとても早
く感じます。コーラスも三〇
年が過ぎ、今では欠かすこと
のできない大切な時間を楽し
んでいます。
（横須賀市 桐ケ谷照子さん）
▼役員の皆様！いつも心暖ま
るお力添えを承り、心より感
謝いたしております。お陰様
で、創立以来二五年を迎えた
弊社も、いよいよ念願である
地域に密着した新規ビジネス
にチャレンジして、早八年目、
月々五〇名の学童たちと、
「元気と勇気とヤル気」を出
して、毎日楽しく頑張ってお
ります。アフタースクール
「こんぺいとう」オーナー
（横須賀市 吉田 邦正さん）
▼今年一月から三月までに同
年齢および七〇年代前後の身
近な友人等四人を亡くしまし
た。入院のうわさも耳にして
おりましたがシヨックでした。
後期高齢前と言えば年老いた
といえども未だ若手そんな感
覚が崩れました。生と死は背
と腹の関係を再認識しました。
まず元気にあるける活動出来
るのを七五～八〇才として充
実した歩みをと思っておりま
す。見る、聴く、知る、動く
を肝に種々な事を体験し悔い
のない後半戦を送らねばと意

（横須賀市 鈴木 茂さん）
▼日頃、大変お世話になりあ
りがとうございます。夫婦二
人で元気にしております。
（横須賀市 角井 五郎さん）
▼ＤＩＹ、家まるごと実家を
リホームしています。三春町
中井パン店でパンつくりの修
行もしています。人生たのし
くガンバっています。
（横須賀市 竹永 徹さん）
▼役員の皆様には大変お世話
になっております。退職者の
会ニュースの着を楽しみにし
ております。最近、一年の経
過が早く感じるこのごろです。
現在もシルバー人材登録にて
月一〇日程で市公園の植栽の
手入れ作業をしております。
シルバーメンバー長よりあと
二～三年は頑張ってとの事で
あります。
（横須賀市 小牧 征一さん）
▼健康維持とボケ防止の為も
あり、まだ働いております。
（横須賀市 保科 誠一さん）
▼幹事の皆様にはお世話になっ
ており大変ありがとうござい
ます。四月のハイキングで新
宿御苑、東京都庁に行ってき
ました。都庁四五Ｆの展望台
は素晴らしい眺めに満喫しま
した。また機会があったら行
きたい所です。
（逗子市 安田 厚夫さん）
▼元気に過ごしています。最
近は整形外科におせわになり
ながらゴルフ、旅行を楽しん
でいます。所用のため欠席さ
せて頂きますが皆様にはよろ
しくお伝え下さい。
（横須賀市 神崎 智之さん）
▼元気でやっています！
（横須賀市 一ツ谷泰次さん）
▼いつも欠席で失礼しており
ます。元気でガンバっており
ますが、足腰が弱くなり出歩
きがきびしくなりました。近
場を散歩しております。皆様
のご健康を祈ります。
（横須賀市 長命 一春さん）
▼毎日、元気に暮らしていま
す。今回は都合により欠席し

ます。皆様によろしくお伝え
下さい。
（横須賀市 原田 信正さん）
▼最近歩くのが遅く、又長い
距離五〇〇ｍ以上になると足・
腰・息切れがするようになり
ました。地区の老人センター
で囲碁を週二回打って楽しん
でいます。
（逗子市 今野 行勇さん）
▼今年古希を迎えます。連合
神奈川で週三日、労働アドバ
イザーとして労働相談をして
いますが、七〇歳で終了する
予定です。
（横須賀市 佐藤 孝行さん）
▼四月三〇日に鎌倉アリス一
〇周年メモリアルダンスパー
ティーを鎌倉パークホテルで
一五〇名のお客様をお迎えし

て行いました。個人ではフェィ
スブックで楽しい情報を発信
しています。元気が出る話題
でいっぱいです。ぜひご覧下
さい。
（逗子市 廣井 信義さん）
▼他の会合に出席しますので
欠席します。地域でいろいろ
な活動に参加し元気に過ごし
ています。
（三浦市 藤井 幸男さん）
▼神奈川線路交友会と会合が
重複したので欠席致します。
父（一〇二歳）が昨年他界し
やっと介護から解放されまし
た。私は今年古希を迎えゴー
ルが見えてきた人生だと思っ
ております。妻と二人の時間
を多く持てるようになったの
で思い出を沢山作れるように
と考えております。また、子
供たちに迷惑をかけないため

に身辺整理（断舎利・遺言・
自分史）を始めています。毎
年「退職者の会」で懐かしい
人に、お会いするのを楽しみ
に参加させて頂いておりまし
たが今年は神奈川線路交友会
と重複したので欠席致します。
（逗子市 松岡 宏さん）
▼いつもお世話様です。今年
の四月より働いています。出
来る限り運動の為に続けて行
こうと思っています。
（横須賀市 小林 一夫さん）
▼事務局の皆様には大変お世
話になっています。当日は所
用のため欠席いたします。体
力の衰えを感じる昨今ですが
野菜づくり、囲碁等の趣味を
楽しんでいます。
（横須賀市 櫻井 康人さん）
▼左足首を骨折し、現在リハ
ビリ中です。次回は出席でき
る様頑張ります。
（逗子市 渡邉 明さん）
▼毎日楽しく過ごす事だけを
考えながら生活しています。
（横須賀市 木幡 倶子さん）
▼新入生です。よろしくお願
いします。
（逗子市 広内 政司さん）
▼新芽の緑が眩しく春の日差
しが心地好い季節となりまし
た。早いものでもう地区懇の
案内が届き一年の過ぎるのが
年々早く感じられます。日頃
は特養ホームやグループホー
ムの手伝い、高齢者宅への弁
当配達、ご近所サロンの設営
や片付等元気で楽しくボラン
ティア活動しておりますが晩
酌が背中を押してくれていま
す。
（逗子市 安田 康夫さん）
▼退職後のんびり過ごしてい
ます。これからの人生設計を
考え中です。
（横須賀市 蔵並 輝夫さん）
▼歳を重ねると言う事はこう
いう事かが、わかってきまし
た。でも残りの人生を楽しく、
元気で過ごしたいです。
（横須賀市 渡邊 順子さん）
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を新たにしたところです。
（横須賀市 澤野 捷治さん）
▼初めて出席します。オヤジ
Ｂａｎｄを率いながら懐かし
のエレキバンド、女性コーラ
ス、フラダンスのグループを

取りまとめ三浦海岸のマクド
ナルド店他でＬ ｖｅを主
催してます。因みに八月二七
日（日）マクドナルド三浦海
岸店一五：〇〇からＬｉｖｅ
を開催しますのでお越し下さ
い。
（三浦市 鈴木 文男さん）
▼心臓バイパス手術から四年
目になりました。経過は順調
です。毎月二回退職者の会の
パソコン勉強会に参加して楽
しんでます。
（横須賀市 石渡 武雄さん）
▼退職者の会のハイキングに
参加し、楽しんでおります。
幹事の方のお世話になってい
ます。病院からもらう飲み薬
が増える日々です。
（横須賀市 島崎 有さん）
▼今年一一回目の内視鏡検査
でも胃部・大腸とも異常なし
でした。血圧が低いだけで、
血液検査も過去全て良好でし
た。孫達とず～っとふれあえ
るので幸せです。
（横須賀市 河合 悌一さん）
▼いつも大変お世話になって
おります。お蔭さまで今年も
元気にパソコン・ハイキング・
ボーリングサークルに参加さ
せていただき毎日楽しく過ご
しています。ありがとうござ
います。
（横須賀市 岩瀬 博信さん）
▼毎日、天候により屋内、屋
外の海で遊んでいます。
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退職者の会ニュース

〈県外の方のハガキ〉
▼いつもお世話になります。
遠方を理由に会合などに参加
もせずにおります。送られて
くるもの、懐かしく、楽しく
拝見しております。
（飯田市 中島 信行さん）
▼役員の皆さまには大変お世
話になりありがとうございま
す。毎日元気で過ごしていま
す。皆さまによろしくお伝え
下さい。
（千葉県 野中 英夫さん）
▼お世話になっております。
早期退職して大分へ移住して
二年ほどたち、今年は主人が
米作りを始めました。今のと
ころ稲は順調に育っています。
おいしい新米が食べられるよ
う、水の管理を毎日していま
す。
（大分県 宮本 昌子さん）
▼栃木に移り一年半が過ぎま
した。自然の中でスローライ
フを楽しんでいます。毎日、
犬の散歩に始まり、庭の手入
れ、ウォーキングたまに日曜
大工等で規則正しい生活を送っ
ています。最近では近所の人
達との飲
み会を始
めました。
少しずつ
栃木に馴
染んで来
ています。時々神奈川が懐か
しくなります。
（栃木県 鈴木 慶親さん）
▼昨年の三月で退職し、一一
月末に故郷奄美へ帰り永住す
ることになりました。冬は暖
かく、また春先は新緑が映え
清々しい気持ちで過ごしまし
たが、梅雨明けから日差しが
強くいつの間にか肌が黒くな
り、神奈川での四二年間で都
会人？になったのにわずか七ヶ
月で南洋の人に変わりました。
この夏の暑さや台風を無事に
乗り越えて、やっと島人の仲
間入りができるかなと思って
いるところです。
（鹿児島県 山下 敏伸さん）

が相違しました）

戦中・戦後の体験記
その一二

ＮＴＴ退職者の会事務局
の夏休み期間のお知らせ！

平成２９年８月１４日（月）
～８月１８日（金）まで

事務局の受付開始は
平成２９年８月２１日(月）より

度、知覧特攻平和会館に行き、 手ごわい
一七歳からの若人の特攻隊員
「自然災害」には
の遺影と、国を思い父母や兄
負けないぞ

七月上旬、九州北部に記録
的な大雨が降り、土砂崩れが
各地に発生、複数の集落が孤
立し、安否を確認できない多
弟姉妹を思う遺書を読むとた 数の住民の人達がいると連日
だただ涙するばかりである。 報道されていますが、地球温
特攻前に過ごしたであろう 暖化に伴う気候変動で、今後、
三角兵舎跡は、雑木林になっ 極端な降水がより頻繁に全国
ていて石碑があるのみで、当 どこでも発生しうる現象だと
時の面影はなにもなかった。 言われています。
映画やドラマで「富屋食堂」
一方で大切なのは、避難勧
で特攻隊員と家族が、最後の 告を待つのではなく、時間的
別れの食堂の場であったが、 な余裕がない事態も想定し、
現在は「富屋旅館」として当 普段からの備えが大切だ。自
時の雰囲気を残しつつ営業し 分が住んでいる地域の地形を
ていた。
予め把握して、災害毎の避難
北海道に旅した稚内公園の の仕方を事前に確認しておく
「九人の乙女の碑」は、真岡 ことが重要だとの指摘もあり
郵便局の九名（一〇代から二 ます。
〇代前半）の交換手が青酸カ
最近の朝日新聞に「『住ま
リ を の み 自 決 し た 。 碑 に は いを失う非常事態では、国や
「皆さんこれが最後です さ 自治体が何とかしてくれるの
ようなら さようなら」と刻 では』と思う人もいるでしょ
まれていたが、交換手採用者 う。しかし、住まいを失った
の私としてはつらい思い出に 場合の公的支援は『見舞金』
なった。
にとどまります。全壊したら
沖縄のひめゆりの塔やグア 一００万円、住宅再建時には
ムへ旅した時には、線香を手 二００万円が加算され、上限
向けることができたが、国は 額は三００万円。これを超え
特に国家のために戦地や捕虜 る再建資金は自分で用意しな
収容所で亡くなった、数多く くてはなりません。実際にま
の御霊が未回収のままだ、赤 とまった資金を用意したり、
紙などで無理やり戦場に送り 新たな資金を用意したり、新
込まれた人々により現在があ たに住宅ローンを組んだりす
ることを、国は肝に銘じて遺 るのは、多くのシニア世代に
骨を回収し御霊に報いる義務 とっては困難でしょう。」と
があるのではないでしょうか。 の記事がありました。
（二〇一五・八・一五記）
ＮＴＴ労働組合中央本部は、
過去に大規模災害時には災害

対策本部を設置して、当該地
域の関連組織に対し安否確認
や被災状況等の把握を指示す
ると共に、全組織に対し、
「救援支援物資の要請」「復
興支援ボランティアの要請」
「復興支援カンパの要請」等
の各種支援体制を早急に確立
し展開してきました。
又、電通共済生協に加入す
る多くの会員の方も被災をし
た東日本大震災・熊本大震災
の際には、「助け合いの精神」
を発揮して、加入している保
険に支払われる保障金の他に、
電通共済生協の契約被災会員
の生活再建に寄与する施策と
して、避難を余議なくされた
場合に当座の生活費用として
「避難見舞金」。退職者会員・
同居家族等への「死亡見舞金」
火災共済・自然災害共済とセッ
トで加入されている場合には
「火災共済契約の特別措置」
規約上、地震・津波による損
害は保障されない車両損害補
償として「マイカー共済契約
者の車両損害見舞金」の四つ
の措置を設けて、被災規模に
応じた特別措置を行っていま
す。
会員の皆さん
〝大規模災害時には、自ら
の身は自らが守る〟との術
（すべ）をさらに膨らませよ
うではありませんか。

新会員紹介 （前号以降）

賀茂 宏行さん（横浜市）
長田 祥策さん（川崎市）
阿久津晴司さん（川崎市）

よろしくお願いします

物故者（前号以降）

井上 幸子様（厚木市） 歳
阿部 吉稚様（横浜市） 歳
菊一 正子様（藤沢市） 歳
謹んでお悔やみ
申し上げます
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共済便り

お詫び （ハガキの名前

市川秀夫さんのハガキ内容
とは口を閉ざして話してはく
戦 後七 〇年 に思 う
が高橋秀一さんの名前で発送
れなかった。
されました。正しいハガキの
横須賀市 鈴木 伸介
近所の裏山でよくチャンバ
内容はは次のとおりです。
ラごっこをして遊んでいた。
▼胃がん切除して十年たち、
戦後七〇年を迎え国家のた そこは高射砲陣地跡があり防
主治医より毎年の検査はなく めに、戦地での軍人や学徒兵・ 空壕の砂山をほりかえすと、
なり一安心、だが人間ドック 志願兵及び銃後を守った、諸 錆びた軍刀やピストル・青カ
は年一回受診しています。趣 先輩の方々は戦中後の時代に、 ビがついた機関銃の弾丸なと
味のカメラは、相変わらずと 筆舌に尽くし難い辛苦をしの が出てきた。ドサクサまぎれ
りまくっています四月に何年 ぐ体験をされました。
に埋められたと思われる。
振りか山梨、御坂町へ「桃の
私は昭和二〇年八月一五日
たき火の上に連なった弾丸
花」を撮りに「リニアモーター の終戦日は、三歳と四ヶ月で を置き、窪みの穴から首だけ
カー線」と「満開の桃」をマッ あまり当時のことは記憶がな 出して見ていたが、暫くする
チ し た 一 コ マ が 撮 れ 、 他 に い。僭越ですが、おぼろげな と勢いのない弾丸がヒョロヒョ
「桜と桃」も撮れて満足でし 記憶の中で思いつくままに、 ロと、四方八方に飛んできて
た。今後もカメラは気分転換 子供のころを振り返ってみる 弾丸が当たり大怪我をした仲
のため、健康に留意し一日一 と、我が家の六畳間に白い軍 間がいた。また小学校の朝礼
日を大切に過ごしていきたい 服で左腰に短剣を下げた、海 では校長先生から、深浦湾の
と思っております。
軍の軍人が下宿していた。石 浜辺で空腹から牡蠣が藻にか
（小田原市 市川 秀夫さん） 油缶の様な缶に入った六穴乾 らまった不発の魚雷と判らず
また、平塚市 高橋秀一さ パンや缶詰をよく頂いていた。 に、石で取った時に信管に当
んのハガキの内容は次のとお
その軍人が戦死されご両親 たり爆発して、腕や足を吹き
りです。
が戦後から毎年、息子がお世 飛ばされた話しがあり、拾っ
▼今年から皆様の仲間入りを 話になったと挨拶に来家して て食さないよう指導があった。
させていただきます。よろし いたが、その都度、父親は時
当時の食事は、学校ではコッ
くお願いします。「明るく、 代が時代だったので、毎年の ペパンにジャムと粉ミルクの
楽しく、元気よく」これから 挨拶の度に丁寧に断っていた。 給食があり、家ではスイトン・
の人生を歩みたいと思います。
近くには空襲避難用の大き 芋めし・麦めしで蒸かしたサ
（平塚市 高橋 秀一さん） な防空壕があり、将来がある ツマイモが主食であった。
小遣い稼ぎで高く売れる銅
〇お二人には大変ご迷惑をか
や、磁石で鉄クズを集めて売
け、誠に申し訳ありませんで
りに行って、仲間と分け合い
した。（編集委員一同）
紙芝居の飴などを買ったもの
だ。衛生面では何日か毎に銭
湯に行って、シャツの縫い目
にいるシラミを潰していた。
学校ではＤＤＴを背中から吹
きかけられて頭など真っ白に
なった。
あれから七〇年、私も老境
に入ったが退職者の会等の旅
行で、広島原爆ドームや長崎・
知覧・中国の二〇三高地の激
戦地などの戦争に伴うコース
に参加した。個人的では旅行
会社の「南九州一周の旅」で、
後輩がいる鹿児島で途中下車
して、後輩に送ってもらい再
これから成長させる子供との
ことで「銀シャリ」の握り飯
をほおばっていたと年配の人
から聞いたが、今思うと当時
のことをいろいろ聞いておけ
ば良かったと思うが、シベリ
ヤに抑留していた隣のおじさ
んからは、寒くて凍え死ぬか
と思ったと言うが、詳しいこ
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