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平和な福祉国家の実現をめざして
2018年度　高退教「定期総会」開催

と　き：７月18日㈬　　　ところ：豊泉荘

７月18日㈬、豊泉荘にて開催された高退教（大分県高等学校退職教職員協議会）の定期総会には、45人の参加者があ
りました。本年度は、安倍首相が政治と行政を腐敗させ、政治の劣化が危惧されるという情勢の中、高退教の今後のさら
なる活動が期待される総会になりました。
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木村幹事の進行で始まった定期総会では、冒頭、10名の物故者に対し黙祷を行いました。開会あいさつの後「みどりの
山河」を、森山、梶原幹事の伴奏で声高らかに斉唱し、議長団に湯浅、渋谷両幹事を選任しました。来賓の佐藤分退連会長、
太田大分県退現教会長からのご挨拶に引き続き、報告事項、議事にはいりました。議事では「働き方改革と給特法との関
連は？」等の質問が出されました。そして、役員改選が行われ、宮永英次さんを新たに幹事に選出しました。
最後に、「日教組結成以来のスローガン『教え子を再び戦場に送るな』を今こそ高く掲げ、安倍内閣打倒に向けて参議院
選挙などで闘う」とした大会宣言を採択し、総会を締めくくりました。
総会後は、「学校現場の現状と課題」と題して行われた講演では、山﨑兼雄さん（高教組副委員長・佐伯支援分会）が、
大きく変化した今の現場の実態等を語ってくれました。
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今、「働き方改革」に伴い、教職員の長時間労働などが報じられていますが、学校現場の
現況は一体どうなっているのか、課題を共有しようということから、今年の講演は、高教
組副委員長で佐伯支援学校に勤務されている山﨑兼雄さんに、「学校現場の現状と課題」と
題し講演をしてもらいました。
講演が始める前の、総会審議の中でも、労働法制の規制緩和反対に関連して、「時間外労
働の実態を県当局が正しく把握するためタイムレコーダーを設置することになった。」との
高教組執行部の状況報告を兼ねた説明に、参加者からは「それは（４％の給与改善のみで
教員の時間外労働を合法化しようとした）給特法（教職員給与特別措置法）との関係をど

のように捉えれば良いのか」といった主旨の発言が続いていました。給特法に関しては制定そのものに反対してきたこと
と、制定後は、県当局に対しては、やむをえず超勤を命じることができるのは修学旅行の引率などその用件を限定する。
かつ超勤の実質に見合う「回復」を伴うことを約束させるとの経緯を踏まえての発言でした。
また、パソコンを利用しての執務が多くなっており、情報セキュリティの課題からインターネットの利用に県教委から
様々な制限がかかり、授業利用等にも支障が出ているなど、「タイムレコーダーの設置」に限らず、大きく変化した今日の
学校現場の様子を語ってくれました。
私たち高退教は、今後も民主教育を守り、「教え子を再び戦場に送らない」ために、高教組と協力して、とりくみをすす
めていきます。そのためには、今後もその時々の教職員、子どもたちの様子に目を配り、耳を傾けながら、課題の共有を
していかなくてはならないと強く感じました。� 報告：渋谷　弘文（高退教幹事）

「学校現場の現状と課題」
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後藤義一さんが退任され、新しく宮永英次さん
が幹事に選出されました。本年度の役員体制は以
下の通りです。

これまで高退教は旗を持っていませんでしたが、今年初めて
写真のような「高退教旗」を作成しました。この披露も本総会
で行いました。今後高退教の旗の下で集うことがあれば、ぜひ
お願いします。

役員改選 2018年度高退教役員
役　職 名　前
会　長 藤　嶋　弘　史 再
副会長 森　山　賢太郎 再
〃 木　村　謙次郎 新
幹　事 中　村　英　代 再
〃 後　藤　幸　治 再
〃 甲　斐　真　弓 再
〃 前　澤　茂　樹 再
〃 渋　谷　弘　文 再
〃 湯　浅　陵　一 新
〃 梶　原　　　悟 新
〃 宮　永　英　次 新

事務局長 後　藤　昌　幸 再
顧　問 尾　島　保　彦 再
〃 横　道　信　哉 再退任される後藤義一さん

講演される山﨑兼雄さん

講師　山�﨑　兼�雄�さん　（高教組副委員長）

講演感想

「高退教旗」披露
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お名前 居住地 退職年
今井　孝夫　様 杵築市 1988
柿崎　桂治　様 速見郡日出町 2004
佐藤　文人　様 大分市 1995
吉田　好敏　様 福岡県豊前市 2000
兼田　綾子　様 大分市 1992
村松　幸彦　様 大分市 1981
室尾恵美子　様 大分市 1986
野上　　毅　様 別府市 2001
中島　　豊　様 宇佐市 1992
平島　　勝　様 由布市挾間町 2001

高退教会員物故者
昨年の総会以後ご逝去が判明し、総会出席者でご冥福をお祈りした会員物故者の方々です。高退教独自では調査ができ
ず、会員のご逝去の情報は、ご家族、友人、知人からの連絡で知る状況です。報告が遅れましたこと、ご容赦下さい。改
めてご冥福をお祈り致します。

◆次期参議院選挙（全国比例区）立候補予定者「みずおか俊一」◆

1955年９月21日第３種郵便物認可　　　　　　大 分 県 高 教 組 　　　　　　（2018年９月15日）　毎月１日.15日発行　第2186号　（3）



中津支部
大家　慎一…今年３月末日をもって再
任用を終了しました。４月から中津
東に２日間非常勤で働いています。
本年はミュージカルに挑戦します。
生田　茂…本年も昨年同様に中津東高
校に非常勤講師として週３日勤務し
ています。
池田　恵理子
池田　薫
岡本　正己…中津東（定）で再任用中
です。今は分会で中央委員をやって
ます。
河野　清春…お世話になります。今回
は諸用のため出席できません。健康
とご多幸と繁栄を祈っています。
川谷　治…元気にしています。
友綱　聖子
弘山　元…何とか元気にしています。
４回目の成人式です。
布村　和子…５月末に新行橋病院に入
院していた時同じ病気で隣室に入院
していたＭさんに退院以来初めてお
会いしてショックでした。彼女は全
く歩けなくなっていたのです。
深蔵　美恵子…そこそこ健康にも恵ま
れ楽しく過ごしています。卓球も楽
しい!!
増永　好包…お世話ご苦労様です。体
調くずし病院通いが多くなりました。
南　文隆…退職２年目。今年も非常勤
で民間で高校生に英語を教えていま
す。勤務日以外は病院通いと両親の
世話等しています。
本徳　照光…中津の郷土史についての
講演活動や、観光客への観光ガイド
等で頑張っております。盛会をお祈
り致します。

宇高支部
秋吉　文孝…夏草と格闘しています。
一服のお茶、広島カープの勝試合
（特に巨人に勝った時）に心のうっ
屈を晴らしています。
安倍　邦延…先の大戦を知る私（小学
校５年終戦）は国内の右よりの政治
を危惧し、米朝対話で世界平和が促
進されるか、平和を願う気持ちで動
向を見つめている。
古寺　周一…「吹きまろぶ落ち葉にし
かと大地あり」なんとかながらえて
います。
弦本　紀子…安心院高校で高校生達と
茶道を楽しんでいます。７月29日
（日）、大分コンパルホールでの学
校茶道合同茶会にむけ猛特訓中です。
矢治　辰八郎…病を得て数値を気にし
ながら、自治会や民生委員やら朝の
交通指導やら…。
赤石　龍三郎…社会福祉法人「駅水」
を立ち上げ理事長として17年。あと
３年は頑張ろうと思っています。大
願成就叶うかどうか。五分五分と
いったところ。
安倍　寿朗…親しい友人達が彼岸に旅
立ち始めました。そのためか交友関
係が狭くなってきたようです。その
反動で野菜作りに熱が入り土まみれ
になっています。また目も弱くなっ
て読書量も少なくなりました。やが
て彼岸に旅立つ自分の順番も来ま
しょう。それまでしっかり生きてい
きます。
井﨑　勇…健康第一で日々穏やかに生
活しています。
逸見　克彦…運動は健康のもとと思
い、相変わらず庭の手入れを続けて
います。

今仁　邦彦
井美　忠
岩野　民子…１年前運転免許を返しま
した。高齢化と共に行動範囲が狭く
なりました。ご盛会をお祈りしてい
ます。
大石　晶…仕事をする予定ではなかっ
たのですが、縁あって中津東高校定
時制で週に１日家庭科を教えていま
す。
加藤　和幸
辛島　昌子…足が悪いこと以外はまあ
まあ元気です。現在親の介護をして
おりそれを中心とした生活になって
います。花を育てたり子どもとライ
ンをしたりして過ごしています。
古恵良　菊男…83歳ですが、安心院縄
文会の会長や観光協会のボランティ
アガイド等で元気にしています。雑
草の中の野菜作りに苦労していま
す。ご盛会をお祈りします。
佐田　宏規…９月で85才。身障１級と
いうことで運転免許を返上して後
悔。バス１日10便のうち半分は土・
日・祝祭日。生徒の休日次第。また
冬・春の長期休日は運休日というこ
とを知らずに返上したが、後の祭
り。免許証を返上した身は羽をむし
られたハエのようなもの。ほぞを噛
む心境です。毎日、チャリンコに
乗って大地の上をうごめいているの
も健康の元と負け惜しみを言ってま
す。
佐藤　鴻一…所用のため総会に出席で
きません。失礼します。ウォーキン
グ、竹細工と元気にやっています。
佐藤　卓

この「ハガキ通信」は高退教定期総会の案内状を会員宛に６月中旬に送付し、
出欠確認の「返信ハガキ」に近況報告等を書き添えていただいたものです。今
年は231名の会員の皆さんからお返事をいただきました。情報作成には会員名
の間違いや誤植がないよう留意して作業をいたしましたが、もし会員の皆様に
失礼がありましたら、ご容赦ください。

ハガキ通信 高退教の仲間の近況報告

定期総会の出欠連絡に添えられた「一言メッセージから」（敬称略）
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副　史彦…時々遊びにくる白い猫が２
匹の小猫を連れてきました。白黒と
茶黒の小猫です。話しかけると首を
かしげながら聞いてくれます。「父
親の猫の色が想像できないなー」と
言うと「その方が忖度が生まれて好
都合だニャー」と言いました。
滝口　宏哉
東本　拓…老いと病に勝ち目のない戦
いを挑みながら、一日一日の無事を
幸せと思っています。
中島　信彦
長野　正彦…再任用２年目になりまし
た。
沼野　スミエ
眞邊　一彦…嫌な仕事で目が回るほど
忙しく、現役の頃が懐かしく思い出
されます。
水呉　富男…ご盛会を祈念します。
光門　恒忠…体調が悪く欠席させて頂
きます。ご盛会をお祈りしています。
御幡　忠美
矢野　英一…他用があり欠席します。
ご盛会をお祈りします。

国速杵支部
阿部　映芳…来年はいよいよ80歳にな
ります。何か不思議な気持ちです。
安達　郁雄…昨年秋、背骨を圧迫骨折
という病魔に襲われた。以後３ヶ月
特注ギブスにはめられ不自由な生活
を強いられた。今では回復し普通の
生活に戻ったが、もう無理は出来な
いと悟った。しかし先祖伝来の土地
は荒らせない。それで今年も稲を植
えた。こんな生活がいつまで続けら
れるか全く想像もつかないが、行く
ところまで行くしかないと半ばあき
らめている。３人の娘は他家に嫁い
でしまったので、頼るは妻のみ。ど
ちらが先に逝くのか、今はそればか
り考えている。年を取るとは悲しい
ことだ。
一丸　八郎…都合で欠席いたします。
ご盛会を祈っています。
伊藤　公範…順調に老化しています。
アンチエイジングではなく、ナチュ
ラルエイジングでいくつもりです。
岩﨑　静江…御無沙汰ばかりで申し訳

ありません。退職後の年月が過ぎて
いくのと、自分の体力の衰えと比例
しています。でも今はまだ人の手助
けに頼らず、その日その日を自由に
過ごしております。大会の成功をお
祈りします。
岩本　仁蔵…自宅療養を続けて安楽に
暮らしています。
上田　健…地区の仲間とグランドゴル
フを楽しんでいます。スコアをつけ
るので結構夢中になっています。
上野　茂人
木村　謙次郎…ちょこっと杵築歴史散
歩のガイドをやっています。
佐藤　昭子
佐藤　啓一
佐藤（幸）徹郎…幸から佐藤に改名。
住所も実家の日出町真那井に移しま
したが、今後ともよろしくお願いし
ます。
竹田津　サザ…国東半島を出ることが
少なくなって、最近R10号線を走っ
ていません。
竹村　幹人…元気にしています。
手島　薫
手嶋　久…区長３年目です。とりあえ
ずガンバっています。
友弘　清文…近くの武蔵東小学校へ週
一度出向いて、児童達と手をたずさ
えて学びの道を歩きながら、老後の
人生を楽しんでおります。
長野　香代子…趣味の一つ水彩画、
ヨーロッパスケッチの旅を続けてい
ます。また自宅で教室（ソーイング）
を開講し、若い人たちとの交流は私
の生きがいになっています。

中村　文三…４年ぶりに草刈機を扱え
るまでに体力が回復しました。成人
スティル病の治療も、次回の診察で
検査結果がよければ終わるのではな
いかと楽しみにしています。
深見　春美…元気に多忙な日々を過ご
しています。健康で過ごせることに

感謝しながら！
堀　五郎…プロ野球のテレビ観戦を楽
しみにしています。
前田　千賀志…お陰様で元気です。
宮永　英次…私の力不足でした。ご支
援に感謝です。時間ができたので
FB始めました。
森　雅彦…雀卓順調稼働中（60ー70代
の若者集まれ）。同居の次男が、料
理も英語もできて部屋も空いている
んだから、今話題の「民泊」をした
ら？自給の野菜もあるし…という。
嫌だね!!「民雀荘」なら考えてもい
いけど…。
幸　龍三…現在は介護の状態、デイケ
アとショートステイを利用しながら
暮らしています。
吉田　道夫…医者ばかり行ってます。
皆様によろしくお伝え下さい。

別府支部
石甲斐　英三…元気に毎日テニスをし
ております。フェアプレーが今程大
切な社会、時代はないと思います。
立川　道雄…週３日（10h）、高速道
を使って１h（61.5㎞）津久見高校
へ通っています。最後のご奉公にし
たいと思っています。近況は下記へ
　https://www.facebook.com/
　http://blog.livedoor.jp/tachan2/
中城　和己…鶴見（定）の頃から始め
た１時間散歩（毎日）も遂に75才の
昨年、右ヒザ痛のためやめました
が、今年になって30分（１週間に１
度）に変え始めました。45才から始
めた１時間散歩は、30年間続けたわ
けですが、同級生の古城君（開業医）
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によると、散歩は30分で十分らしい
です。
土谷　登章…公立学校での勤務38年、
私立学園での勤務12年、教職合わせ
て50年を働いて今は家庭生活を８年
ほど、80才になりました。県内４つ
の職場で分会長・中央委員を任せら
れ苦労はしましたが、余力を保つこ
とができております。
中村　英代…６月に高校同窓会（古
稀）を開きました。少しずつゆっく
り過ごすことを考えていきたいと思
います。
阿部　正徳…御盛会を願っています。
香川　寿子…認知症の母のおもしろ
さ、不可思議さを楽しみながら介護
中です。（笑）。そしてそろそろ老々
介護から認認介護へと移行中？！
川崎　京子…家でゆっくりしています。
河野　憲二
河野　正…高教組の一人であったこと
に誇りを感じて良い想い出を続けて
います。貴組合の高揚を祈り続けま
す。
佐藤　専之助
杉山　誠…元気に暮らしています。
曽我　晃三
藤内　達彦…所用により出席できませ
ん。ご盛会をお祈りします。
長野　憲治…元気です。
藤本　克己…年相応には元気です。
矢田　詔之…家庭菜園で健康と実益を
兼ねて頑張っております。草取りが
大変です。
吉武　敬洪
吉田　弘康…短期間入院をしたり、退
院後も高齢と共に体調不良のため、
大変ご迷惑をおかけしております。
皆様のご多幸を祈念申しあげます。

大分支部
秋吉　美枝子…障害者施設で各種活動
を実施しています。
一法師　英昭…４月から佐伯市歴史資
料館に月17日勤務しています。卒論
は佐伯藩の史料で書きました。懐か
しい地でストレスなく働いています。
岡崎　喜一…相変わらず昼は盆栽の手
入れ、夜は晩酌を楽しみ時々都町に

出没しています。毎日のラジオ体操
6000歩のウォーキングも13年目に入
りました。（階段から落ちてリハビ
リ中です）
柏田　知子
河村　洋…63歳から現在まで大分地区
スポーツ推進委員として幼子達から
高齢者にいたるまで健康増進と楽し
く仲間の方々と生活できるため、一
緒になって努力している毎日です。
ピンポン（卓球）も週５回楽しんで
います。皆様方と毎年元気にお会い
したいです。今年で74歳です。
今朝丸　アツ子…近くの川辺で蛍を見
たり、散歩道の白いクチナシに心を
いやされたりしています。「無事」
に感謝の毎日です。
今朝丸　進吾…昨年暮れ、肋骨を折る
大ケガをしましたが、現在は完全に
治癒しました。残る人生大切に生き
ようと思いました。
後藤　幸治…これまで地域活動に関
わった経験もないのに、４月からい
きなり自治会長デビュー。自分の自
治会だけではなく、やれ青少協だ、
校区体協だ、まちづくり協議会だ、
社会福祉協議会だのと関係団体の会
議に出なくてはならず、少しは痩せ
たかな？任期は１期２年だと!!
志藤　良久…４月から大分市の農業塾
に行って野菜作りを学んでいます。
道の駅に出荷するのが夢です。
長野　智子…最近よく映画を観に行っ
てます。大きなスクリーンの迫力は
たまりません！
羽田野　伸夫…「平気で嘘をつく人た
ち」（安倍政権とそれを支える日本
会議の人たち）が改憲を唱え、道徳
教育の強化をさけぶという笑えない
現実…悪と欺瞞が「美しい国」（安
倍流でない！）を壊していく今、各
人の創意と工夫に富む反撃が必要で
す。
開　昌徳…人生航路終盤。ゆっくりの
んびりと思った矢先一人暮らしを強
いられることに…頑張ります。
藤崎　薫…80才、節目の年を迎えまし
た。これからは「自分ファースト」
でゆっくり過ごしたいと思います。

原発裁判は頑張ります、応援お願い
します。
藤本　美佐子…時々孫守の手伝いで子
育てを再考しています。おばあちゃ
ん暦３年目です。
湯浅　陵一…いつになれば正直な政府
になるのか。梅雨の中でますます気
がめいる時に、明るい仲間といれる
ことに幸せを感じています。
麻生　泰之助…生活習慣病で入院生活
１か月、退院後足が弱っているのに
びっくり。リハビリにがんばります。
足立　弘士
穴井　秀岳…今年とりあえず退職しま
したが、65までは今まで通りやろう
と決めましたので、まだまだ現役で
す。今年度は緑丘です。新しい経験
をしています。
安藤　悦夫…プール・テニスにがん
ばっています。不登校の生徒のバッ
クアップ!!
池永　雅典…自治会長、校区公民会
長、社会協議会会長を毎日忙しくし
ております。
稲生　優…チビッコ相撲の審判や孫達
の子守にあけくれています。孫が10
人、曾孫が２人で大忙しです。
井上　孝司…当日用事で出席できませ
ん。盛会を祈念します。
猪原　美恵子…お世話になります。お
かげさまで元気に過ごしています。
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川柳と折り紙教室で楽しんでいます。
岩切　義和…元気で趣味（音楽・旅行
等）を楽しんでいます。ウソつき政
治がとても心配です。ご盛会をお祈
り致します。
植木　忠明…週２回、少年剣道でエネ
ルギーをもらっています。
上田　千佐史
内林　精二…相変わらず週２回国東市
で畑仕事を続けています。
宇都　淳
岡　孝子…お陰様で元気にしています。
尾崎　朱美…趣味やボランティアで忙
しい日々を過ごしています。皆様の
ご健康をお祈りいたします。
小野　智子…都合で参加できず、すみ
ません。
河野　俊一…再雇用ですので退職した
実感は一切ありません。高教組と同
様の主旨の「戦争と平和を考える詩
の会」「九条の会・詩人の輪」に加
入しています。
河野　好成…元気で畑作業や、10㎞の
ジョギングを日課にしています。皆
さんお元気で。
河内山　直…元気に過ごしています。
木下　俊彦…仕事を辞めて１年が過ぎ
ようとしています。毎日１時間歩い
て大分港でラジオ体操しています。
木村　カツヨ
清田　扶美子…お世話になります。古
稀を迎え足腰の痛みはありますが、
それ以外は元気に孫育て頑張ってい
ます。
久々宮　潤…現在療養中。
串田　暁…年令なりに元気にしていま
す。出席できませんが盛会をお祈り
します。
串田　裕子
栗田　和賀子
後藤　忠人…週１回の卓球、グランド
ゴルフと野菜作りで元気に過ごして
います。
後藤　千代子
後藤　昌之…老体に鞭打ち凪の日に、
大分港近辺で小魚とりを楽しんでい
ます。
財前　貴明…今年は非常勤になりまし
た。未だ新しい生活のリズムに慣れ

ない毎日です。
相良　善宣
佐々木　寿一…今の所、陶芸、野菜作
り、ウォーキングを楽しんで日々過
ごしています。会が盛会であります
ように！
佐藤　英二
佐藤　光好…この３月末、無事に退職
を迎えることができました。健康で
あったことを先ずは一番の喜びとし
たいと思います。今は、プライベー
ト面でこれまでやり残したことやサ
ボっていたことに追われています。
片付いたら、また勤めてみたいと
思っています。
佐藤　裕一
三宮　正巳…年を感じながら、今はグ
ランドゴルフと陶芸のまね事を楽し
んでいます。皆様の御健康と総会の
盛会を祈念します。
塩月　邦美…所要のため欠席します。
ご盛会をご祈念致します。
重石　美代子…昨年ギックリ腰の後、
腰痛・骨密度のチェック等病院通
い、月１度です。「老い」を迎える
事の深い教訓を得て、最終のライフ
ステージを踏み出してます。皆様ど
うぞお元気で。
師子鹿　義浩…週３回（月・水・金）
の人工透析で頑張っています。
白岩　弘道…昨年より高退教に入れて
もらってます。年（72才）相応に元
気に遊んでます。
春藤　ミサヨ…退職して早10年が経過
しました。有意義な時間を過ごすこ
とができてます。これも一重に高教
組のお陰だと感謝致しております。
ご盛会をご祈念申し上げます。
関　輝幸…議員定数削減どころか、“６
議員増” 全く国民無視の安倍政権、
許せない。元気です。“打倒自民”
共にがんばりましょう。
高木　玲子
田北　利呂…近年とくに耳が聞こえに
くくなり、人との会話が不自由して
いる現状です。町内会の集会に参加
しても重要な箇所を聞き落とす八十
路を迎えました。昔をなつかしく思
い出します。よろしくお伝え下さい。

竹田　丘…昭和１けた生まれで、あっ
という間に83歳です。でも月２回の
詩吟の会、その世話係、愛犬との散
歩、スポーツのテレビ観戦で元気で
す。でも３つの病院に通院中です。
田崎　シズ子…お世話になります。よ
ろしくお願いします。
田崎　忍…野菜作りも大変きつくなり
ました。ご盛会をお祈りします。
田所　令子…体調を悪くし病院通いの
日々です。
田嶋　晶子…書道・俳句・体操の教室
に通い元気にしています。
田島　春雄…嘘と欺瞞の安倍政権に腹
を立て野党の手ぬるい対応にますま
す憤慨するばかりの毎日です。日本
の将来はどうなるのだろう。ガンバ
ロー。元気です（口だけ）身体は動
きません。
近田　千津子…お世話になります。年
相応に老化して、畑仕事がこの頃重
荷になっています。独り暮らしの気
ままを目下楽しんでいます。
辻　武一
土谷　智政
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鳥越　謙造
長峰　理治…爽風館高校（定）２年目
です。
野田　秋生…元気というわけでもない
が大した変事もなく、まずは平穏
無事な日々というべきか。毎日テ
レビ漬け、今日は「男と女の名誉
（ジャックニコルソン主演）なつか
し映画劇場。
花宮　成美…皆さんお元気でしょう
か。私は何とか元気に暮らしていま
す。ご多幸をお祈りします。
平井　好春…病院通いが仕事になりま
した。
平野　賢治…事務局の皆様のご苦労に
厚く感謝申しあげます。有難うござ
います。
藤井　涼一…３月に息子らと社団法人
を設立し、６月から「障害児放課後
等デイサービス事業」を運営してい
ます。立ち上げには多くの困難があ
りましたが、現在４～５名の利用者
です。夏休み明けには定員の10名の
達成を目指して営業活動中です。
藤田　泰子…十分老人になりました
が、自立できていますし、まだまだ
忙しい毎日を過ごしています。有り
難いことです。
藤村　明人…何事も前向き志向で頑
張っています。
細井　利男…有り難いことに多忙な毎
日を過ごしております。地域貢献で
小学校にも環境教育のお手伝いをし
ております。
堀　良守…大分合同新聞の2018・６・
15のコラム、東西南北は一見に値す
ると思います。

三重野　哲郎…盛会を祈ってます。
三重野　修次…昨年より高生協に勤め
ています。ご利用をよろしくお願い
します。
明瀬　一子
溝口　啓二郎…読書、著作、ウォーキ
ングを楽しむ日々を過ごしています。
美登　吉亮…午前中は別府の私学で非
常勤、午後は大分と国東の実家での
生活を交互に、大工・土木・造園な
どDIYに忙しい毎日です。せめて安
倍三選だけは阻止したい！何とかな
らないのか…。私用のため欠席しま
す。御盛会を祈ります。
峯　伸治
三橋　キクヱ
三原　襄雄…誠に残念ながら欠席で
す。おかげで元気にしています。世
の中しっかり見つめております。
森山　眞須美…ちょこっとボランティ
アをしたりしながら、元気に過ごし
ています。
薬師寺　政成…都合により出席できま
せん。先生方に宜しくお伝え下さ
い。元気にして居ります。
矢野　亨…再任用で由布支援学校勤務
です。専らテニスと釣り三昧です。
体力の維持に苦労しています。
山本　裕行…体調悪く出席できませ
ん。悪しからず。
油布　憲二…都合により参加できませ
ん。元気で過ごしてますので、皆様
にお伝えください。盛会をお祈りし
ます。
吉野　卿子…いつもお世話になりま
す。元気にしています。
吉原　澄江…いつもお世話をいただき
ありがとうございます。行動半径が
狭くなりましたが無事に過ごしてい
ます。

臼津支部
佐藤　セツ子…何とか元気に農作業に
励んでいます。
祖父江　八州男…幹事をやめても相変
わらず忙しく立ち回っています。早
く悠々自適になりたいです。嫁の意
見「高退教はなんにも家族にとって
良いことがない」。初めてボウリン

グ講習があるので申し込みます。
壱岐　久親…皆さんお元気ですか？出
席できませんが、米寿を迎え気力は
昔のままです。
石栗　徳子…総会の御盛会を祈念しま
す。
岡松　眞明…傘寿になりましが、まだ
元気で陸上指導・区長・交通安全協
会会長などのお世話と、趣味として
野球の古希チームで週２～３回の練
習を楽しんでいます。10月には全国
大会に出場します。
川﨑　博永
岸田　チエ子
清松　人志…「アルカポネ気取りの帽
子罪無省」
國次　八重乃…元気に畑仕事をしてい
ます。“一日を大切に” を心がけ体
を動かすよう努力しています。
生田　宣久…小生、午前中は畑仕事に
汗を流し、時々釣りに行く。月に一
度は病院に行き血糖値を診てもら
う。良ければビールを飲む。何とか
生かされています。
末松　敏子…有難うございます。歩く
ことがむつかしいです。皆様のご健
康をお祈りし会の盛会を願っており
ます。
添田　俊一…古稀を迎え年令を感じて
おります。皆様の御健康をお祈りし
ます。
詫間　武
德丸　益基…元気にしています。盛会
をお祈り致します。
内藤　明…「働き方」改悪、カジノ法
案、森友・加計の税金の使い道等、
政治状況が悩ましいですが、あきら
めずに何かに取り組みたいです。
根之木　倫子…元気です。ご盛会をお
祈りします。
福田　和民
松本　洋
山本　慶子

佐伯支部
江藤　久佐子…70才を目前にこれから
の生き方をどうすれば良いのかと悩
んでいます。畑も苦痛を伴うように
なり残念です。
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阿部　昭三…ご連絡ありがとうござい
ます。総会のますますの盛況を念じ
ます。
石田　徹
岩崎　弥太郎…元気です。
大賀　シヅ子
後田　利志夫…腰椎ヘルニアで重いも
のは持てませんが、相変わらず魚つ
り中心の生活をしています。運動不
足で少し太りましたが、まだボケて
はいないようです。
沢田　末隆…元気に海へプールへと楽
しんでいます。盛会お祈り致します。
塩月　修二
田島　繁樹…大分も別府も遠くなりま
した。今年も欠席です。
野々下　孝一…家内が入退院の繰り返
しの為、家を留守にする事が出来ま
せん。佐伯の地より高退教定期総会
の盛会をご祈念申し上げます。
肥川　和市
森山　久…今年で78才、後期高齢者の
今、時々終末期の過ごし方を考える
ようになりました。

久大支部
穴井　千津子
桑野　勝義…現在、私は福祉関係（三
障害）作業所の施設長をしていま
す。障害者・スタッフ合わせて20人
です。朝７時30分に出勤し、帰宅は
午後６時30分です。退職後15年にな
ります。久しぶりに皆様の顔を拝見
したく参加します。
前沢　茂樹…４月より玖珠美山高校で
非常勤講師として勤務しています。
３年間現場を離れていたので浦島太

郎の心境です。
梅木　学
小野　えり奈
大庭　富紀
加藤　賢一…相変わらず農業しながら
元気に過ごしています。
佐藤　清子
佐藤　初子…月日がたつのは早いです
ね。変わりなく元気にしています。
清水　正敏
宿利　英二…病気につき会議に出席で
きません。皆様の健康を祈念します。
千道　幸則…毎日、牛の飼育、週２日
シルバー人材センターの仕事、町の
運動公園草刈り、JA理事をやって
います。その外に色々やっています
ので、当分参加できません。
末永　潤一郎…都合で出席できませ
ん。ご盛会を祈ります。
原田　惇二…相変わらず膝や腰の痛み
に悩まされながら、狭い畑で野菜作
りを楽しんでいます。

豊肥支部
大塚　哲郎…山仲間と一緒にNPO法
人「大分自然塾」で、子どもたちと
自然体験や農業体験を楽しんでいま
す。元気です。
後藤　義一…今度の総会で退任します
が、この３年間色々とお世話になり
ました。ありがとうございました。
これからも身体に気をつけて活躍下
さい。
吉藤　孝…公文書を改ざんしても、う
その報告で補助金を受け取っても何
もない。80年代に福岡高教組の仲間
が君が代をジャズ風に編曲しクビに
なり、社会科の教師が自主編曲して
クビになったことを思い出しやるせ
ない毎日です。
麻生　知孝…一少し膝が痛くて不自由
ですが、元気に過ごしています。
足立　哲範…（公社）大分県人権教育
研究協議会の事務局に勤めています
が、月18日のパートです。同一労働
同一賃金とか働き方改革とか言って
ますが、残業多く…。
荒巻　みき子…毎朝仏間の明かりをつ
けて一日が始まります。今日も元気

で！ “熱中症注意” 皆様もご自愛下
さい。
上好　温…NPO活動や農作業で毎日
忙しいです。
鎌田　和子…国会中継や時事ニュース
を見聞すると、憤りとやるせなさを
覚えることばかり。若い人が夢を持
てる社会であってほしいと願う日々
です。
児玉　源吾…体調がすぐれないので欠
席させていただきます。総会のご盛
会と皆様のご健勝をご祈念申し挙げ
ます。
後藤　幸雄
後藤　信幸…近頃、身体も心も弱って
きました。できるだけ毎日歩くよう
にしています。
高野　祐司…草刈りの合間に囲碁・詩
吟・ゴルフの毎日です。
波多野　禎子…運転免許を返納しまし
た。助手席からの景色を楽しんでい
ます。
羽田野　みず子…まだ元気です。家周
辺の草切り、畑の草むしりに追われ
る毎日です。
福永　幹也
藤川　榮子…物事からの徐々の離脱と
任務の交替に、人生の静かな秋を迎
えた今、移り変わる社会の上に、上
よりの助けと恵みを祈り求めること
によって、今後も人々のために役立
たせていただきたく思います。
三浦　裕美…在職中は皆様には本当に
お世話になり有難うございました。
退職して３か月です。おかげで元気
に家事など自由な時間を楽しんでお
ります。ご盛会をお祈りします。
森　清三朗…ご盛会と皆様の一層のご
健勝を念じ上げます。
和田　尚篤…元気に楽しくやっており
ます。
和田　民子…先日、市役所より高齢者
保険証が届き、高齢者の仲間入りを
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果たしましたが、元気に地域の世話
をしたり、野菜作りを楽しんでいま
す。盛会をお祈りします。

直轄支部（県外）
石井　利光…毎週、陶芸教室で頑張っ
てます。子ども館で昔遊びを教えな
がら楽しんでいます。

稲田　賢一郎…元気に過ごしています。
中村　龍彦…福岡に来て３年目を迎え
ています。趣味の卓球は今でもやっ
ています。
柳井　繁人…週３回デイサービスに通
いながら、趣味の水彩画を画いたり
して楽しんでいます。

※次のコメントはお名前を記載されて
いなかった方です。
　体調不良、オリンピックまで生きら
れるか。トランプやアベや全ての
フェイクニュースが世の中通るんだ
から、もうこれでいいかという感想
です。

☆2018年度の会費未納の方は、振込用紙で納入をお願いいたします。
☆退職後再任用で高教組組合員として継続している方は、高退教の会費の納入は必要ありません。

総会宣言
政治の根幹が腐り始めています。安倍政権は、自衛隊南スーダン日報隠蔽・「戦闘」隠し、「森友学園」の不当国有
地払い下げ、決裁文書の隠蔽・改ざん、「加計疑惑」での「首相案件」文書の発覚、厚労省の国会への虚偽統計デー
タの提出、北朝鮮外交の失敗による「蚊帳の外」状態と、そのデタラメな正体を次々に露呈させています。これらは
政権与党と行政府の反国民的行為であり、日本の民主主義の根幹をゆるがす大問題です。特に自衛隊の制服組の独断
と独走は、現役自衛官の国会議員に対する、「国民の敵」呼ばわりにも見られ、シビリアンコントロールを揺るがし
かねない重大問題として、私たちは断じてこれを許してはなりません。自民党は、改憲４項目（たたき台素案）を決
めました。自・公で国会議員の３分の２を占めており、形式的には、何時でも国会で「発議」できる状況にあります。
安倍首相は、支持率の低下などが見られるものの９条「改憲」への意欲は、衰えてはいません。政治と行政を腐敗さ
せている安倍首相の一日も早い退陣を求めます。
前文部事務次官前川喜平氏による名古屋市の中学校での講演に対し、文科省教育課程課が講演内容に細かく立ち入
る質問や録音の提出を求める極めて異例のメールを市教委に送付しました。「具体的かつ詳細にご教示ください」と
半ば命令口調で回答を求めるなど、高圧的で執拗な内容となっています。こうした介入に本来衝立とならなければな
らない行政が加担するという事態は、由々しきことと言わねばなりません。教育基本法にも抵触する教育現場への不
当な介入には、今後も警戒が必要です。
沖縄の辺野古新基地建設反対の闘いは、今秋の知事選の勝利、岩礁破砕許可裁判、山城議長らの裁判等の新たな局
面を迎え、工事を加速させています。私たち高退教は、これからも可能な限り支援をしていきます。
東日本大震災から７年が経過しましたが、住民が安心して暮らせる環境が取り戻されているとは言えません。また、
福島県の「県民健康調査」で18歳以下の子どもに、甲状腺のガンや疑いのある者が多数見つかり、継続した調査の必
要があります。
愛媛の「伊方原発」３号機の仮処分申請は、大分地裁で９月に、運転差し止めの可否が示されることになりました。
再稼動を許さず、原発に依存しない方法で、私たちの将来や子どもたちに取り返しのつかない「大きなツケ」を残し
てはなりません。
私たち、大分県高退教は、日退教や日教組、全国の退職者の仲間と連帯し、現職の高教組組合員とも一体となって、
平和な福祉国家、介護共生社会、脱原発社会、働く者が大切にされる社会、未来に希望が持てる社会の実現をめざし
ます。日教組結成以来のスローガン「教え子を再び戦場に送るな」を今こそ高く掲げ、安倍内閣打倒に向けてたたか
います。
以上、宣言します。

2018年７月18日
大分県高等学校退職教職員協議会　2018年度総会
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