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平和憲法という戦争への歯止めを失わないために
2019年　高退教「定期総会」開催　７月10日　豊泉荘

高退教（大分県高等学校退職教職員協議会）の総会は7月10日㈬に開催されました。参加者は36名でしたが、本年度の
総会は、参議院選挙を控えての総会で、安倍政権の政治の私物化等の暴走を阻止しなければならない等の意思統一をする
会となりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

総会に先立ち、15名の物故者に対して黙祷をおこないました。開会あいさつと、森山・梶原両幹事の指揮・伴奏による「み
どりの山河」を大きな声で斉唱した後、議長団に中村・宮永両幹事を選任し、議事に入りました。
来賓の太田退現教会長、尾島県議（高退教顧問）からの挨拶の後、執行部から2018年度のとりくみの総括と2019年度の
活動方針の提案を行いました。会計報告の中で、会費納入人数が少なく、現役に負担をかけている現状に対して、「1000円
の値上げを検討したらどうか」等の意見が出されました。
学習会では、はじめに、窪田一真高教組書記次長から「学校における働き方改革の課題」と題し基調報告がありました。
学校の業務量はどうすれば負担軽減になるか、子どもたちとじっくり語り合うためには何が必要か、現在の課題はどうい
うことか等々が報告され、今の現場の実態をよく理解することができました。

平和憲法という戦争への歯止めを失わないために 
2019年　高退教「定期総会」開催

今号の掲載内容（掲載順）
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宇高支部
弦本　紀子…高校茶道部の外部講師に
なって４年が経ちました。高校生に
元気を引っ張り出してもらっていま
す。７月28日㈰、昨年に続いて、大
分市のコンパルホールで学校茶道部
合同茶会があります。

国速杵支部
阿部　映芳…親しい多くの皆様に会え
ることを楽しみにしています。昔の
ことを思い出したいです。

別府支部
香川　寿子…認知症の母をとうとう一
人で介護できなくなり、母は今年の
４月から施設に入所しています。私
はちょっと自由になって、この会に
参加できるようになりました。

栗林　久美…働き始めた時から目標に
していた｢定年退職｣ができたことを、
うれしく思っています。秋のラグ
ビーＷ杯中は別府ボランティアとし
て｢おもてなし｣にがんばりま～す�

渋谷　武…脳トレ・軽スポーツ、時々
病院で健康を維持しています。

立川　道雄…１月、足裏の腫れ発症、
未だに原因不明です。３月で仕事は
リタイヤ、やっと毎日が日曜日にな
りました。足の症状、改善の兆し無
しです。近況は下記へ

　https://www.facebook.com/
　http://blog.livedoor.jp/tachan2/

土谷　登章…近況などを詠みたてまつ
る。
　・�天地人数多の恩恵頂きて八十路の

坂を踏みしめ歩む
　・�朝夕に鶴見仰ぎて翔る鷹幸へまつ

れ苦渋の人を
　・�素直なる感謝と花の笑顔もち睦し

くこそ幸多からめ
時枝　裕子…健康一番で楽しく過ごし
ています。

中村　英代…充実した毎日を過ごして
います。

大分支部
秋吉　美枝子…障害者施設との関わり
も２年を過ぎ、驚くことに４月から
正規職員としてチャレンジの日々で
す。

一法師　英昭…今年も月17日、佐伯市
歴史資料館に勤めています。家族と
の時間も少し増えました。

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
7,000歩のウォーキングも14年目に
入りました。

小田巻　光男…高校生協で週２日頑
張っています。

河村　洋…退職互助部大分支部運営委
員、大分県卓球連盟常任理事とし
て、スポーツ推進委員（東稙田地区
代表）として。その他後期高齢者
（75才以上）の仲間入りを果たし、
皆様方と一期一会で頑張っていま
す。座右の銘｢奪いあえば足りぬ、
分け合えばあまる｣（相田みつを）

今朝丸　進吾…この１年間は大腸ポ
リープの切除以外は、ほぼ健康な毎
日を過ごすことができました。あと
１年経てば後期高齢者になります。

後藤　幸治…４月から晴れて自由の身
に。46年間のネクタイ生活からジー
パンとベスト姿へ。何と楽ちんなん
でしょうか。朝は起きたいときに起
き、庭の花たちに水やりをして１日
がスタート。地域に恩返しのつもり
で自治会長を引き受けました。

志藤　良久…今年も忙しくしておりま
す。皆さんと会えるのを楽しみにし
ています。

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239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）

今回の役員改選では、会長をはじめ幹事全員が
再選となりました。　
また、高教組本部執行体制の変更に伴い、事務
局長に窪田一真高教組書記次長、顧問に大野真二
高教組執行委員長が選出されました。
本年度の役員体制は右の通りです。

役員改選
役　職 名　前
会　長 藤嶋　弘史 再
副会長 木村謙次郎 再

〃 森山賢太郎 再
幹　事 中村　英代 再

〃 後藤　幸治 再
〃 甲斐　真弓 再
〃 前澤　茂樹 再

役　職 名　前
〃 渋谷　弘文 再
〃 湯浅　陵一 再
〃 梶原　　悟 再
〃 宮永　英次 再

事務局長 窪田　一真 新
顧　問 尾島　保彦 再
顧　問 大野　真二 新

2019年度高退教役員
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羽田野　伸夫…70を過ぎると時間の経
つのがとても速く感じ、気になるこ
とも多くなり　ます。ボチボチ最終
活の準備かな…。

開　昌徳…年相応元気、自分らしく頑
張っています。���

藤崎　薫…｢メーデーのメの字もでな
い世の流れ｣朝日川柳に我が意を得
たりの一句がありました。付け句を
してみます。｢令和がレイワと浮か
されて｣

　祈る参議院選必勝！吉田・みずおか・
安達

三重野　修次…高校生協で頑張ってい
ます。高退教の皆様のご利用をお願
いたします。

佐伯支部
江藤　久佐子…古稀を迎えたとたん｢
年｣を感じます。何事もあわてずに
と思うかたわら急がねばとも。

久大支部
前沢　茂樹…今年も日田林工で週３日
間非常勤講師として勤務しています。

豊肥支部
大塚　哲郎…NPO法人｢大分自然塾｣
も10年を迎えました。子どもたちと
自然体験や農業体験を楽しんでいま
す。お孫さんと一緒に遊びに来てく
ださい。

吉藤　孝…80才を過ぎてもなお、この
国の行く末が心配になります。

【総会に参加出来なかった会員からの便り】

中津支部
生田　茂…のんびりした生活ですが、
地域のボランティア等もあり、充実
した日々をおくっています。

大家　慎一…非常勤講師として日田高
校に週３日勤めています。

河野　清春…お世話になります。諸用
のため出席できませんのでよろし
く。健康とご多幸を祈っています。

川谷　治…元気にしています。
西来　雅子…元気に庭いじりに頑張っ

ています。
布村　和子…お世話になります。何と
か元気に暮らしています。

弘山　元…ガンの再発治療中。
深蔵　美恵子…卓球にはまっていま
す。今頃がゆっくりできてよいです。

増永　好包 
本徳　照光…中津市内（新・旧市内）
の観光ガイドに頑張ってます。

宇高支部
赤石　龍三郎…｢水を飲め！歩け！｣を
モットーに過ごしています。歩く方
は今いちです。

安倍　邦延…ついに今年85才になりま
した。小学５年次、先の大戦が終結
し、戦後食うも着るものもない苦し
い時代もあったが、平和憲法の下、
戦争のない平和な社会で思いきり生
きることができた。だが最近、政情
は改憲の暗雲が立ちこめ、戦争する
国造りに突っ走る恐れを感じる。何
としても憲法９条を守り戦争のない
平和を後世に届けなければならな
い。＊

井﨑　勇…何気ない毎日が風のように
過ぎていくって思えることが、幸福
なんだと感じる今日この頃です。

今仁　邦彦
岩野　民子…高齢になり運転免許も返
納し、行動範囲が狭くなりました。
ご盛会をお祈りしています。

岡　保典
辛島　昌子…日々の家事や季節ごとの
楽しみがあり、趣味があり、親の介
護もありといった生活です。

河野　一大
河野　吉信…今一つ体調が思わしくあ
りません。そんな中で畑仕事をして
います。盛会をお祈りいたします。

国広　善一郎
古恵良　菊男…84才、杖を使用しての
生活です。免許証も返納しました。
欠席です。残念です。安達さんは青
高旧職員として応援しています。ご
盛会をお祈りします。ご苦労様です。

佐田　宏規…運転免許を返納したら予
想以上に不便です。急速にバス便を
間引くことを知らなかった。残った

バス便も半分は土・日・祝祭日。夏
休み・冬休みは運休。そのバス（最
寄り）まで２㎞あります。田の中を
歩けば若者の自転車がベルも鳴らさ
ずすっ飛ばす。高齢者が免許証を返
納せず、自動車事故防止に困難と分
かります。

佐藤　卓…野菜作りをしています。
清水　清…年並みに元気にしておりま
す。

滝口　宏哉
東本　拓…子どもから世間から車の免
許証の返納を勧められています。さ
て、どうしたものか？

中尾　初美…二年目の野菜作りと花壇
の手入れを楽しんでやっています。

中島　信彦
沼野　スミエ…定年から20年、早々と
傘寿の祝い金を頂きました。総会が
盛会でありますようにお祈りします。

眞邊　一彦…毎日、草刈りをしていま
す。

水呉　富男…平凡な生活をしています。
光門　恒忠…体調が悪く欠席します。
ご盛会を祈ります。

御幡　忠美
宮川　信吉
本　和子　　
矢治　辰八郎…80才になった人と早生
まれの人の傘寿の同期会を、５月に
故郷の宇佐で50名で実施しました。

矢野　英一…農業を中心に趣味の生活
を細々と続けています。ご盛会をお
祈りします。���

国速杵支部
安達　郁雄…少し減反しましたが、今
年も稲の植え付けをしました。７月
末には末娘の長男（我が家の69年ぶ
りの男子）の初誕生を祝いに上京し
ます。同居の今春、東京外語大に入
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学した孫娘に会えるのも楽しみにし
ています。今年も農泊の手伝い、公
民館講座の講師を続けています。

安倍　三千也
一丸　八郎…都合で欠席します。盛会
を祈っています。

伊藤　公範…いかり、はらだち、ねた
み、そねみ…という煩悩の火をもや
しながら日々老いています。

岩﨑　静江…今年は皆様の仲間入りを
しようと思っていましたのに、５月
から入院生活になり残念です。御盛
会をお祈り致します。��

上田　健…結構毎日やることが多く元
気に過ごしています。ご盛会をお祈
りします。

上野　茂人
大嶋　進…杵築市イベントの準備のた
め欠席します。皆様によろしく。

佐藤（旧姓・幸）徹郎…懸命に働いて
います。

竹田津　サザ…自然、人とのふれあい
を楽しみに毎日過ごしております。

竹村　幹人…元気です。
手嶋　久…地区内にアパートや戸建て
が立ち、所帯数460を突破。一方で
70才以上の高齢者230名。あと数年
で私も仲間入り。御盛会を祈ります。

友弘　清文…山菜（ミョウガタケ等）
刈りなどもしながら、ドライブを楽
しんでいます。ご自愛ください。

長野　香代子…５月にフランスの美し
い村、南西部を訪ねました。自宅で
教室もして、若い人から元気をも
らっています。７月の参議院、気に
なり応援しています。

馬場　直木…検診ドック受診後、医者
群に猛追される状況になっています
が、何とか逃げ延びています。

深見　春美…お陰さまで元気に過ごし
ています。後期高齢者の仲間入りが

近づきました。いつまでも健康で過
ごすことが出来たらと願っています。

本田　清泰…庭の草取り、野菜作りな
どぼつぼつやっています。

堀　五郎…地域の｢子ども見守り隊｣に
はいった。小学生の下校時に合わせ
て｢おかえり｣｢こんにちわ｣と声をか
け合っている。自分の孫がおおぜい
出来たみたいである。

森　雅彦…免許更新で認知症検査を受
けた。３年前の前回は50％の記憶持
続テストが麻雀を再開して３年目の
今、何と100％に上がった。俗に麻
雀は認知症予防になるなどと言われ
ているが、あれは効きます！。だま
されたと思って始めてみては？。

山本　幸子…喜寿を迎え体力・気力に
限界を感じることが多くなりまし
た。｢挑戦｣の２文字を尊く思います。

吉田　道夫…ガンで入院中です。皆様
によろしくお伝えください。

脇田　利彦…この４月より人との温も
りを求めて、久住高原農高の寮監を
週３日ほどしています。寮生45名、
先日は現地の人の案内での蛍の鑑賞
会や、古稀を迎えた教え子たちとの
交流会で楽しく生活しています。

別府支部
阿部　正徳…元気です。毎日歩いてい
ます。当日は所用で出席できませ
ん。御盛会を祈っています。

石甲斐　英三…元気です。テニスを楽
しんでいます。｢教え子を再び戦場
に送るな｣ですね。

上野　博史
鎌田　勝子
川崎　京子…のんびりゆったり暮らし
ています。

河野　正…御盛会を希望しています。
体調不良で出席できません。

河野　美恵子
貴田　祐二…再任用の最後をやってい
ます。スマホゲームに支配された生
徒は、日本語（活字）を読み書きで
きなくなっています。日本の将来
は？

後藤　文英
佐藤　専之助 

杉山　誠…元気に暮らしています。貴
会のご発展を願っています。皆様に
よろしく。

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。
松尾　英一…いまだに音楽から足を洗
えません！オーケストラ・コーラス、
施設の慰問等で、ほぼ毎日どこかに
出かけています。元気の続く限り頑
張ります。御盛会をお祈りします。

矢田　詔之…狭い家庭菜園に精を出し
ながら、何とか健康維持に努めてい
ます。

吉武　敬洪…ご盛会をお祈りします。�
吉田　弘康　

大分支部
麻生　泰之助…いつの間にか90才、膝
関節症に耐えながらがんばっていま
す。盛会を祈念します。

足立　弘士
穴井　秀岳…芸術緑丘で再任用２年目
です。特に何もなければ65才まで普
通にやろうと決めています、土日は
ウォーキングをしています。

阿南　光彦…月２回の囲碁と３年前か
ら始めた短歌を楽しんでいます。足
が弱って歩くのがおっくうです。

池永　雅典…昨年７月より人権擁護委
員をしています。

井手　清
稲生　優…昨年２月に舌ガンを患い、
今年から治療に専念しています。幸
い転移はしていないので毎月、医大
で検査をしてもらっています。

井上　孝司…他の会があり出席できま
せん。盛会を祈ります。

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。

今城　久光…元気にしています。現
在、地区自治会の役員と私立高校の
非常勤講師をしています。けっこう
忙しい毎日です。来年はぜひ出席し
たいです。����

岩切　義和…週３日働いていますの
で、そのため参加できなくてとても
残念です。元気に遊んでいます。

上田　千佐史
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内林　精二…毎日１時間のウォーキン
グと週１回の畑仕事を続けています
が、少しおっくうになってきました。

宇都　淳
岡　孝子…お陰様で元気にしています。
小野　智子
梶原　元子…都合が合わないのですみ
ません。

河野　俊一…大分県詩人連盟で詩を一
緒に勉強しませんか？興味がある方
は声をおかけください。

河野　滋子
木村　カツヨ
清田　扶美子…お世話になります。変
わりなく元気に孫育てをしています。

久賀　一二
串田　暁…今のところ一見元気そう。
という感じで暮らしています。総会
には出席できませんが、盛会を祈っ
ています。

串田　裕子…元気に過ごしておりま
す。ご盛会をお祈り致します。

栗谷　則恵…退職以来毎日が日曜日で
す。気持ちばかりで何もできず、
日々が過ぎています。健康を守り続
けるために下手ながらゴルフは続け
ています。��

今朝丸　アツ子…事故事件のニュース
のたびに我が身を振り返っておりま
す。

河内山　直…元気で暮らしています。
児玉　一弘
後藤　忠人…週１回の卓球、グランド
ゴルフその他、地区活動、菜園作り
に頑張っています。最後に、安倍を
倒しましょう。

後藤　千代子
後藤　昌之…今年４月６日、花園ラグ
ビー場で行われたオーバー80才のシ
ルバーラグビー全国大会に、西軍代
表の一人として参加しました。ヨチ
ヨチ歩きヨチヨチ走りでした。

財前　貴明
相良　善宣
佐々木　寿一…今年は傘寿を迎えま
す。今の所元気に毎日ウォーキン
グ、陶芸、畑作りを楽しんています。
会が盛会でありますように！��

佐藤　英二

佐藤　京子…退職してからは絵描きの
プロを目指しています。（目的達成
ならないまま死亡かな。）

塩月　邦美…勝手ながら欠席します
が、ご盛会を祈ります。

重石　美代子…昨年から体調をくずし
て泊を伴う集まりは控えています。
早朝のウォーキングが最良のリハビ
リです。皆様どうぞよろしく、

春藤　ミサヨ…趣味を楽しみながら毎
日充実しています。やや体力の衰え
を感じています。ご盛会をご祈念申
し上げます。

末松　延崇
関　輝幸…Dictator安倍は習近平、
プーチンと同様危険すぎる。力を合
わせなんとかしなければ…。

高木　玲子 
竹田　丘…思えばここまで長期にわた
り生きてきたなと思います。小犬の
散歩10年も続いている。光霊流詩
吟、地域の会合への参加と、そして
今80代半ばです。総会に参加できま
せんが、皆様によろしく。祈盛会で
す。

田崎　シズ子…手術等で体調悪く参加
できません。高退教の発展を祈りま
す。�

多田　宣興…再任用フルで雄城台高校
で勤務しています。再任用２年目と
いうことで組合員の皆さんに元気を
もらっています。働きやすい環境作
りを目指し、日々会話を楽しんでい
ます。

田所　令子…お世話になります。病院
通いの日々ですが、今のところ何と
か一人で生活できています。

辻　武一 …病気の為。
土谷　智政
長野　智子…今回はリュウマチ治療の
入院と重なり先輩方とお会いできず
残念です。平常は好きなことばかり
のストレスの少ない日々を送ってい
ます。

長峰　理治…爽風館（定）に勤務して
います。再任用４年目です。

西　暁夫…病気と仲良くしながら元気
で過ごしています。盛会をお祈り申
しあげます。

野田　秋生…共通テスト日本史Ｂ、つ
いに60点台に陥る。ぼけたのか、で
も愚問も多い。

　寅さん（マドンナ中原理恵）を見ま
した。

狹間　肇
狹間　文男…元気に合唱を楽しんでい
ます。

花宮　成美…皆さんお元気でしょう
か。私もまあまあ元気にしておりま
す。皆様のご多幸をお祈りします。

平井　好春
平野　賢治…お世話になっておりま
す。感謝申しあげます。盛会をご祈
念申しあげます。

藤井　涼一…昨年６月に立ち上げた、
障害を持った子どもたちの放課後等
デイサービス事業がやっと軌道に乗
りました。両親を介護する時間が
年々増えてきたこともあり、総会に
出席できません。盛会を祈ります。

藤原　直代…庭の草花に癒されながら
元気にしております。

藤村　明人…一日に善行１回を心掛
け、ウォーキングと水泳に毎日努力
しています。

藤本　美佐子…変わらず元気にしてい
ます。今年も月に１回程度、子育て
支援で天草に通っています。魚が新
鮮で手頃なことに驚いています。良
いところです。

細井　利男…市環境展に出展したり、
３つの小学校の環境教育のお手伝い
などで結構多忙をきわめています。��

堀　弘…後期高齢者になり、少しは静
かに暮らせると思いましたが、自動
車の免許の自主返納とか、認知症の
対策（予防法はまだ確立していな
い）を考えなければならない、日々
の暮らしを実感しています。

牧野　宏…セカンドステージに向けて
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日々勉強中です。
松本　博文…大分雄城台高校でフルタ
イム再任用で努力しております。３
年国理の数学Ⅲ担当です。頑張りま
す。平日の定期総会参加は無理です。

三重野　哲郎…農業に追われる毎日で
す。盛会を祈ります。

明瀬　一子
峯　伸治
三橋キクヱ
森山　眞須美…退職して３年目、やっ
と生活のスタイルが固まってきたよ
うです。いろんな場面で先輩方の溌
剌とした姿に接し、自分もそうあり
たいなと思っています。

矢野　勝也
油布　憲二…都合により出席できませ
ん。皆様のご活躍とご健勝をお祈り
します。

吉野　卿子…日々努力して健康を維持
しています。

吉原　澄江…お世話をいただきありが
とうございます。最晩年の老いと向
きあいながら過ごしています。

渡辺　紘子…今年は２週間に１回の県
立図書館通いで、朝のラジオ体操と
読書に励んでいます。

臼津支部
足立　久美子…ご縁をいただいて臨時
の非常勤講師として、ほんの少し働
いています。残りは家の周りの畑を
ブラブラしています。

壱岐　久親…大変お世話になっており
ます。一度は会議に出席したいと思
いながらも、高齢になり出席できま
せんので、よろしくお願いします。

石栗　徳子…おかげ様で元気ですが、
歩行が不自由です。外出はしません
が楽しく送っています。御盛会を祈
念いたします。

岡松　眞明…相変わらず元気です。陸
上の指導・趣味の古稀軟式野球、区
長・交通安全協会分会長、神社の総
代などで毎日が充実しています。皆
様のお陰です。盛会を祈っています。

鬼塚　佳代…早期退職のため、報告は
控えさせていただきます。

岸田　チエ子
清松　人志…今年３月、釜山の｢朝鮮
通信使歴史館｣に行き、小学生用
（？）の学習資料をもらい、韓国語
学習グループで楽しく読んでいます。

黒岩　兼二
佐々木　典子…まさか自分は？と思っ
ていましたら、圧迫骨折をして左腕
と腰を固定して、しばらく入院生活
で不自由しました。加齢を痛感しま
した。

佐藤　セツ子…今年もすいか・かぼ
ちゃなどが豊作になりそうです。

末松　敏子…案内有難うございます。
日々、自主トレ、歩行訓練しており
ます。出席は無理です。ご盛会を
祈っています。����

添田　俊一…皆様の御健康と盛会をお
祈りします。

祖父江　八州男…｢吉田ただとも｣をよ
ろしく。３年に一度の参院選の時
は、開催時期の変更を。

德丸　益基…御盛会をお祈り致します。
冨田　一男
内藤　明…退院後、慎重に生活してい
ます。総会ニュースでの皆さんの健
康状況が参考になります。66才。

根之木　倫子…それなりの喜びを見つ
けたり、作り出したりする生活を心
がけています。楽しく有意義な集ま
りでありますよう、お祈りしています。

松本　洋
山口　信政･恵子

佐伯支部
阿部　昭三…どうにか生きて生活して
います。毎回ご連絡有難うございま
す。出席できなくてすみません。

石田　徹
後田　利志夫…体の各部の筋肉等もか
なり弱ってきましたが、ほぼ毎日、
船外機を運転して（佐伯湾内）小魚

つりをしています。��
塩月　修二
白石　キク子…元気でがんばっていま
す。

田島　繁樹…以前は高教組のいろいろ
な会議で、新旧の教育会館に出かけ
ておりましたが、近頃は大分に行か
なくなりました。��

野々下　孝一…家内が病身の為いつ入
院するかわかりませんので、留守に
する事が出来ません。佐伯の地より
盛会をご祈念申し上げます。

肥川　和市
森山　久…発明クラブや｢学び｣で子ど
もたちと楽しく、ケンカしながら遊
んでいます。

久大支部
穴井　千津子…家庭菜園にボランティ
ア、３・４がなくて５に手抜き家事。
元気です。

伊藤　博之…心穏やかな日々を送って
います。

梅木　学   
江藤　和子…元気に暮らしています。
加藤　賢一…体力はやや衰えています
が、農業を続けています。���

佐藤　清子…ご無沙汰しています。体
力の衰えは感じていますが、大病も
せず元気に過ごしています。

佐藤　初子…退職15年目です。元気に
過ごしております。

清水　正敏
末武　順一
藤波　正男…欠席させていただきま
す。現在、軽い運動に参加していま
すが、何軒かの病院に通院している
状態です。盛会を祈ります。

渡邊　茂則…御盛会をお祈りいたしま
す。ひた人権研究センターと日田市
日本語教室を続けています。

豊肥支部
麻生　知孝…視力が弱くなったので免
許の返納を考えています。一応元気
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出ています。
最近は、一点集中しすぎて、いろん
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な所に迷惑をかけることが多くなり
ました。支えられています。

荒巻　みき子…畑仕事に天敵出現、庭
先まで猪が…頭を悩ます毎日です。
今年も高教組情報で皆さんに会える
のを楽しみにしています。

伊東　祐一…背をかがめ肩腰膝をかば
いながら生活しています。

衞藤　洋一　
児玉　源吾…体調がすぐれず欠席させ
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あげます。

後藤　幸雄
後藤　忠勝…昨年、12月26日に妻逝去
（金婚式目前）

後藤　義一…退職して２回目の戸数93
の自治会長をしています。観音様祭
や小松明（こだい）祭などの伝えら
れてきた行事を次に継げたいと努力
しています。少し弱りましたが充実
した毎日です。

竹下　邦子…いつもお世話になりま
す。所用のため欠席させていただき
ます。ご盛会をお祈りいたします。

波多野　禎子…愛犬と仲良く元気に
やってます。ご盛会を心よりお祈り
申しあげます。

福永　幹也…元気にしています。水
曜・土曜日は碁会所に行って楽しん
でいます。時々、大分の碁会にも
行っています。

三浦　裕美…おかげさまで元気に楽し
く過ごしております。ご盛会をお祈
りします。

森　清三朗…ご盛会と皆様の益々のご
健勝を念じ上げます。

森　孝憲…体調はどうにか元気を取り
もどしましたが、物忘れが甚だしく
なってきました。

直轄支部（県外）
石井　利光…元気にしています。毎

週、陶芸教室で18人の仲間と活動し
ています。

稲田　賢一郎
小出石　英幸
中川　澄枝…４月から臨時調理員とし
て元気に忙しく働いています。

中村　龍彦…年金生活ですが、ゆっく
りと過ごしています。安倍政権の暴
走ぶりには困ったものだと思ってい
ます。ボケ防止に卓球は続けていま
す。

中山　将文…元気にしています。
柳井　繁人

総会宣言
「戦争は、ある日突然始まるのではありません。小さな変化が積み重なり、いつのまにか戦争になっているもので
す。」
安倍政権は、これまで、特定秘密保護法制定、共謀罪法制定、各省庁職員やマスコミへの不当な圧力、地方行政へ
の補助金の恣意的な増減による政策操作など、権力者が好き勝手に振る舞える環境をつくろうとしてきました。その
結果、安倍首相は、政権内の様々な不祥事や不正の責任も取らず、森友・加計問題のような政治の私物化への問題も、
あやふやなまま終息させようとしています。沖縄新基地建設においても、沖縄県民投票の結果を無視し工事を実行し
ています。また、集団的自衛権の閣議決定、国防予算の激増、安保法制の制定とその実績づくりにシナイ半島へ自衛
隊員２人を多国籍監視団として派遣することを閣議決定しました。安倍首相の改憲についても、自民党のねらう憲法
改定の４項目は、どれも改憲の必要はなく、比較的国民に受け入れられやすい自衛隊の明記で改憲し、その後実質的
な改憲をすすめようとしています。私たちは平和憲法という戦争への歯止めを失いかねません。私たちは、これまで
の変化への改善も諦めず、早急に政権の戦争への準備を止めさせなければなりません。
このような政権が維持されている背景には、現在の生活に対する満足度の高さ（「満足」74.7％）※１、特に若年層

（18歳～29歳）の高さ（「満足」83.2％）※２と、野党に対する期待感の低下、自己責任論蔓延による個人生活の孤立化、
課題解決に向けた連帯意識の希薄化が考えられます。さらに政権は、苦しい人、将来への危機感を感じている人を助
けるようなことをほのめかしながら、期待させ、その実、不十分な対応ばかりしています。それにだまされている人
たちもいます。私たちはしっかりと課題に向き合い、課題解消に向けて、連帯を強化し、世論に訴えていかなければ
なりません。※1※2　昨年度国民生活に関する世論調査
人口減少の地域活性化で重要視されているのは、人のつながりの強化です。地域で多くの時間を過ごしている人は、
高齢者と子どもたちです。私たちは地域の課題解決に子どもたちと一緒にとりくむことで、その保護者とともに主権
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☆2019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。

栗 林 久 美
現役の頃、高教組情報の高
退教記事で懐かしいお名前を
拝見していろいろ思い出して
いました。今年は私も仲間入
りし、議事だけでなく学習会
で、現場の働き方の課題を参
加者で共有したのが「教育労

働者の組合らしくていいなぁ。」と思いました。懇親会で
は、女性参加者でテーブルを囲み、話が弾みました。また、
参院選直前だったので、「選挙を頑張らんといけん」の声
があちこちのテーブルから聞こえてくる活気が、少し忘れ
かけていた久々の感触でした。
退職して、所属を意識しない日々を過ごしていました
が、この会に参加して、「やっぱり私たちの運動は正しい。
繋がっているんだ。」と改めて組合を意識した日でした。
参加してよかった！

時 枝 裕 子
久しぶりに昔の先輩方とお会いしました。相変わらず皆
とんでもなく元気です。懐かしい方々にたくさん会う事が
出来、感激しました。しかし所々で「目が…」とか「歯が
…」「足が…」とか、多いに楽しく笑わせてもらいました。
そうだ、いずれは自分もゆく道、先輩方に色々教えていた
だきたいものです。若い頃もよく学習会をしていました。
あの頃の体力はもう無いですが、先輩方の相変わらずの元
気さに励まされ、第二の人生
を自分なりに、ますます充実
させていきたいと思いました。
役員の方々、お疲れ様でし
た。また来年、元気でお会い
出来ます様に。

お名前 居住地 退職年
金松　　均 様 大分市 1991
栗田和賀子 様 大分市 2007
冨来　有一 様 大分市 2008
吉川　孝一 様 大分市 1985
山本　　修 様 大分市 1993
小川　英則 様 大分市 2004
高木　　貴 様 大分市 1986
秋月カツ子 様 大分市 1988

お名前 居住地 退職年
徳田　マサ 様 大分市 1980
佐東　　仁 様 福岡県 1999
東　　泰彦 様 杵築市 1984
桑田ウメヲ 様 別府市 1983
川﨑　博永 様 臼杵市 2001
藤江　朝子 様 日田市 1993
田島　春雄 様 大分市 1995

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。

高退教デビュー 「高退協総会」に参加して

者としての力を発揮する方法を一緒に学ぶことができます。そこで育った意識が、国民主権による民主主義という文
化をさらに発展させます。
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。そのために参議院選挙比例区「みずおか俊一」、大分選挙区「安達きよし」の必勝にとりくみます。
以上、宣言します。

2019年7月10日
大分県高等学校退職教職員協議会　2019年度総会
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