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2022年

高退教「定期総会」開催

改憲を許さない！今こそ連帯を！
2022年

高退教「定期総会」開催

７月15日

ソレイユ

高退教（大分県高等学校退職教職員協議会）の総会が７月 15 日（金）に開催されました。新型コロナ
ウイルス感染拡大のため、20・21 年度は実施できませんでしたが、今年度は３年ぶりに開催し、22 名
が参加しました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

総会に先立って学習会を行い、講師にローカルネット大分・日出生台事務局長の浦田龍次さんをお迎え
し、
「日出生台の現状と課題」
と題して、
講演をしていただきました。浦田さんは、
日出生台での演習がスター
トした年から、これまで継続的に反対運動を行っています。今回は、初めて春に実施となった米軍射撃訓
練に、事前に公表されずに、
新たに高機動ロケット砲システム（ハイマース）が持ち込まれている実態など、
知らされないうちに暮らしの中に危険が及んでいることについて、映像を用いて詳しく説明をしていただ
きました。
休憩時間には、油布晃さん作詞・岩切義和さん作曲の曲が、披露されました。
総会では、物故者黙祷後、梶原・森山両幹事が「みどりの山河」を演奏しました。議長に栗林久美さん
を選任し、議事に入りました。
梶原高退教会長挨拶、大野高教組執行委員長挨拶に続いて、幹事から 2021 年度のとりくみの総括と
2022 年度の活動方針の提案を行いました。参加者からは、
「憲法改悪の動きが本格化しつつある。今こそ

学習会の様子

栗林久美さん

梶原会長
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私たちは組織をあげて闘う時だ。」や「安部元総理の国葬について、反対の声をあげるべきだ。
」等の意見
が出されました。
提案や総会宣言が採択され、退任幹事の挨拶、新役員の紹介がありました。

役員改選
今回の役員改選では、幹事の甲斐真弓さんと中村英代さんが
退任されました。
本年度の役員体制は、右のとおりです。

2022年度
役

職

名

会

長

梶原

副会長
〃

前
悟

森山賢太郎
萩原

明子

後藤

幸治

〃

前澤

茂樹

〃

渋谷

弘文

〃

湯浅

陵一

〃

宮永

英次

〃

貴田

祐二

〃

時枝

裕子

事務局長

仁木

史絵

尾島

保彦

大野

真二

幹

新役員あいさつ

高退教役員体制

事

顧

問
〃
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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）

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207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。
中津支部
生田

辛島

昌子…退職して早10年目、決して思いどお

茂…昨年の10月、脳梗塞の病気になりまし

りの日々ではありませんでしたが、特にコロナ

た。原因は農作業中の水分補給が十分でなかっ

禍にあっては人と話す機会も激減、寂しい限り

たためと思われます。たまたま発症時家族は不

です。それでも小さな楽しみを求めて春と秋に

在で、救急車を自分で呼ぶという判断ができず、

は花の種を蒔き、その成長に一喜一憂していま

朝になったら少し良くなると思い、そのまま寝

す。又時々来る２歳間近の孫の世話をし、たま

てしまいました。朝になり、発症10時間後タク

に下手な水彩画を描いたりしています。世の中、

シーに乗って、脳神経外科に出向きましたが、

暗いニュースばかりですが、物事は常に動いて

医師からは病院に来るのが遅いと言われ、悔や

いる。少しでも良いことがあるように今を頑張

みました。４ヶ月の入院リハビリにより、現在

ろうと思っています。

は上肢と下肢の麻痺は何とか杖なしで歩くこと

古惠良

もできるようになりました。高退教の皆さん、

相良

大家

慎一…４月より、非常勤講師として数十年

ぶりに「倫理」を担当している。先哲に教えら

貞喜…元気で野菜作りや老人クラブの世話

をし、時々ゴルフに行っています。

何かあったら遠慮せずに自分のためでも救急車
を呼びましょう。

菊男

佐藤

卓

佐藤

行生

副

史彦…ウクライナでは人と人が殺し合う悲し

れる日々です。午後は主に畑作業、水田はジャ

い戦争が起こっています。あらゆる「いのち」

ンボタニシとの斗いにあけくれる。土曜日は、

はこの世の中で最も尊いものであり、人と人は

ラグビースクールを見守っている。

争うことなく互いに助け合って、手を取り合っ

川谷

治…元気に過ごしています。

て生きていこうと目覚めてほしいものです。

河野

清春…いつもお世話になっております。皆

プーチンよ、自我のからを打ち壊せ。目覚めよ。

さんの健康とご多幸を祈っています。
藤原

重輔…平和憲法を守ろう！

瀧

和彦…60歳にて区切りをつけて実家の米作り
を父親に習い始めました。非常勤講師で週３日
働きながらで、収入的には兼業にもならない農

宇高支部

家ですが、日焼けして汗をかくのも悪くないで

江﨑

す。でも退職金がどんどん減って節約しないと

三津美…2021年度をもって退職でしたが、

引き続き宇佐産業科学高校に再任用で勤務して
います。気力と体力の低下を感じつつ、週２回
のヨガと孫の動画を楽しみに毎日を過ごしてい
ます。

65歳までもちませ～ん。
中尾

幸生…元気にすごしております。現役時代

より忙しいです。
長野

正彦…非常勤３年目に入りました。
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沼野

スミヱ

趣味の “組み木の木工” 作りをしたり、近頃始

御幡

忠美

めた “切り絵” の作業をしています。テレビ及

矢野

英一…趣味や旅行を楽しみながら、のんび

び１ヵ月に１回ペイペイドームに行き、ソフト

り暮らしていますが、案外時の過ぎるのが早く
感じます。皆様のご健康とご多幸をお祈り致し
ます。

バンクホークスの応援で一喜一憂しています。
上田

健…やがて80歳になります。自分でもびっ

くりする年齢です。グランドゴルフを楽しんで
います。程よい運動であり、実によく工夫され

国速杵支部

たスポーツです。仲間との交流も楽しみ、大小

安達

の大会参加もよい刺激となります。お勧めのス

郁雄…あと何年生きるやら、そう考えると

この先のことより、子や孫のことを考える。特
に高校に通う３人の孫娘、〈宇佐高２年（弓道
部）、１年（放送部）、大分豊府高１年（吹奏楽
部）〉の進路、東京外大で今マレーシアに留学し

ポーツですよ。
魚返

正乗…坐骨神経痛で苦しんでいます。ご盛

会を念じています。
小野

幸夫…今回も農業で忙しくて参加できませ

ている孫娘の就職。将来が気がかりで仕方ない。

ん。ご盛会を！退職後は実家に帰って、両親（93

まだある、東京には４歳・２歳の男の孫も。こっ

歳、91歳）の世話をしながら地域の活性化に取

ちの方は、もし憲法が改悪され、自衛隊が明記

り組んでいます。特に営農組合のキャッチフレー

され、果ては徴兵制ともなれば、この孫はちょ

ズ「農地を守ることは集落を守ること、住みよ

うど成人ごろか。もうその頃私はあの世だ。徴

い梅園の里に」をモットーに頑張っています。

兵制は天が落ちてくるより現実味がある。何と
かそうならないよう、皆さんがんばってほしい。
安倍

木村

謙次郎…地域のお世話をしています。ブロ

グ「松林を守る会」を見て下さい。

邦延…昭和９年生れ。何の抵抗もなく元気

小城

尚文

で米寿を突破し早１ヵ月。本日教職員共済より

佐藤

徹郎…元気なのは、声だけになってしまい

お祝いとして１万円もいただいた。ふり返れば
88年間は長い。小学１年で先の大戦が勃発し、

ました。
竹田津

サザ…変わりなく過ごしております。ボ

５年次、終戦戦後の混乱を生き抜き、何とか成

ランティア団体での活動で生活にハリとリズム

人して教育に身を投じた。高教組の組合員とし

を与えられて感謝です。今後は後期高齢者とな

て「教え子を戦場に送るな」と、戦争のない平

ります。物忘れも多くなりました。皆様のご健

和な社会を目指し、仲間と手を取り合い頑張っ

康をお祈り申し上げます。

た。このことが教育者として一番印象に残り、

竹村

幹人…元気です。

よくやったと自覚し、納得している。これから

友弘

清文…そそとして暮らしております。これ

も今までと変わることなく、何事も前向きにと
りくみ、平和な社会を願いながら楽しく過ごし
たいと思います。
※昨 年の12月、今まで生活していた宇佐市の住

からもよろしくお願い致します。
中村

文三…大変遅くなり申し訳ありません。草

取りや草刈りに追われています。
長野

香代子…１年が瞬く間に過ぎたように感じ

居は奥地で不便のため日出町豊岡に転居しま

ております。コロナ禍やロシアのウクライナ侵

した。

攻に心痛の日々です。私のささやかな目標は、

阿部

映芳

秋に自宅教室（布遊び・絵）の発表を町内に設

安倍

三千也…毎日の習慣で、朝空が白くなりか

けていこうと日々励んでいます。また、地区老

けた頃からウオーキングをしています。その後

人会主催のグランドゴルフに週３回いそしんで
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森

雅彦…免許更新の時期が来て、３回目の高齢
者講習を受けた。麻雀のおかげ（？）で認知度
は好成績なのだが、視力が落ちているという。
前10日ほど目を休めて、何とかパスできたが、
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のに投票率は上がらない。う～ん、日本はどう
なるのだろうか。これも老爺心？
吉良

和秀…引き続き日出総合で、７年目の勤務

を続けています。
栗林

久美…連れ合いが退職し、私の環境（？）

最近麻雀の力が弱ってきた感があるので、次回

も少し変わりました。二人で「平日ランチ巡り」

の更新に暗雲がかかりそうだ。高齢者の事故で

など楽しんでいます。最近嬉しかったことは、

「アクセルとブレーキをふみちがえた。
」が圧倒

生米からのパンづくりが何とかできるように

的に多いのだが、私の亡き妻には初心者の時か

なったことです！

ら、ブレーキは左足を使うように勧め、本人も

栗林

裕之…３月に退職しました。９月から台湾

実行して老齢に入るまで無事故で終わったが、

の中国文化大学に１年間留学します。大家健康、

最初からブレーキは左足でと自動車学校で指導

再チェン（皆さんお元気で、また会いましょう）。

する訳には行かないのだろうか？これも高齢者
の妄念かな ? !
山本

後藤

孝之…雄城台高校の教え子堤麻理子さんら

５人が退職し、時代の流れを「実感」私も80に

幸子…傘寿を間近にして思います。水彩画

なってしまった。毎日家内のかわりにバイクで

をはじめて20年弱が過ぎました。人生に、構図・

買い物、日々物価高を痛感！介護保険料など天

坪・色彩があることを学びました。
（大げさかも

引きされる金額の多さに驚き。年金生活も楽で

しれませんが）これからも意気込みをもって過

はない日々。

ごしたいです。

後藤

文英

渋谷

武…私は来年４月で80歳です。最後まで自

別府支部

分の足で動きたい。だから毎日軽スポーツをし

安部

和美…退職して23年目を過ぎようとしてい

ているのだが、動けなくなった自分を想像する

ます。日々身体の変化が進み大変です。健康の

とゾッとする。その上最近物忘れが多く、その

大切さを身にしみる様になり、クリアするため

都度家内から「メモを取りなさい」と厳しく言

に①５年間、朝一番に口のうがい実行。②週３

われる。だけど忘れる回数は確実に増えて来た。

回ウオーキング、体操、軽筋トレ。③囲碁、尺

ひょっとして、これはあの恐い病気の兆候では

八等行っています。

ないかと、不安な毎日を過ごしています。

石甲斐

英三…元気です。テニスで健康づくりを

首藤

卓爾…定年退職をして３年目になりました。

しています。平和な普通の日常がありがたい。

同時に宇佐支援学校再任用３年目となります。

世界中が平和になりますように。

毎日、高速で別府・宇佐間を通っています。困

大野

祥子…何より健康第一と運動に励む日々で

す。
香川

るのは別府・速見間の霧です。何度経験しても
恐いです。

寿子…世界は今、まさに激動の時代!!日本の

杉山

誠…ご盛会を祈念します。

未来にも暗雲が漂う情勢になっています。私の

立川

道雄…・足裏異常発症して４年目、改善の

気持ちもうつうつとしてなかなか晴れてくれま

兆しありませんが普通の生活、何とか出来てま

せん。

す。週2,3日、午前or午後テニスへ、２～３試合。

貴田

祐二…安倍のミクスならぬ安倍のミステイ

午前の組、午後より平均年齢高くゲームのペー

クで日本の借金は一千兆円を超え、悪い円安で、

ス異なります。市立図書館・新着図書コーナー

賃金上がらず、物価は上がり止まらず、それな

で借りて読書、色々なジャンルの本、結構面白
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く楽しんでいます。新刊書もリクエストすれば

す。現在は毎年末に “世相いろは川柳” と名づ

購入して貰え、１人目の「読者」です。

けて１年間のあれこれを川柳もどきで綴ってい

Blog・fbに投稿してますので良ければアクセス

ます。今年12月末に15年目の１年間を綴ります。

して見て下さい。

関心のある方は、ネット検索でHimagine雑記を

http://www.facebook.com/

開いてみて下さい。昨年までの全てが読めます。
萩原

http://blog.livedoor.jp/tachan2/
土谷

登章…今、84歳を迎え得ております。あと

３年ほど生きられれば、憧れの米寿となります。

明子…この１年も、高退教幹事、市民劇場、

STOP伊方原発大分裁判の会の活動に参加し、
楽しくすごしています。皆様、お元気で。

戦争の恐怖、戦後の耐乏生活を生き延びて、思

畑野

美智子

えば遠くへ来たもんだの感慨を覚えるほどに、

藤本

克巳…元気で趣味の園芸と家庭菜園に励ん

天・地・人の恩恵に感謝する日々です。国語科

でいます。21世紀になってもウクライナ侵略戦

教育に携わりながら、教職を50年務めました。

争をする国や黙認する国があるのに嫌気がさし

改めて国語（日本語）の豊かさ、美しさを味わ

ているこの頃です。ご出席の皆さんのご健康と

える幸せを感じます。70の手習いで、トキハの

今後のご活躍を祈念します。頑張って下さい。

文化教室「和歌の講座」に３か月学びました。

横道

信哉…とみに、
「昭和のブルース」の歌詞が

おかげさまで、頭の体操、心の洗濯が出来てお

心に染み入るように感じます。できることをや

ります。ご披露するのは気後れいたすのですが、

るだけですが、…「とにかくに、吾れ行く道を

拙作のいくつかです。

吾れは行く也」と、思う最近です。

・言霊の幸ふ国の

和歌の道

師友に学び

感性磨く
・満開の桜並木を

連れあいと
笑顔から

睦しくこそ

皆様どうぞお健やかに、ご機嫌よう。
達彦…コロナのお陰なのか、新作が溜まり

ました。コロナ明けの頃には発表の予定です。
時枝

吉本

満哉

大分支部

幸（さち）多からめ
藤内

敬洪

語らい歩むぞ

久々のこと
・素直なる感謝と花の

吉武

武敏…退職したら、あれもこれもなんて

相野

東

麻生

周典

麻生

泰之助…膝がよろしくないので、総会は欠

席いたします。参院選に向けて、物価・消費税・
防衛予算・社会保障等々について、候補者の声
に耳を傾けたいと思います。

思っていましたが、また県人教に勤務すること

足立

弘士

になり、あまり変わらぬ日々です。教育会館へ

穴井

秀岳…再任用５年目のラストイヤーを大商

遊びに来て下さい。
時枝

裕子…コロナ禍はもう飽きました。自由に

旅行がしたい今日この頃です。
長野

ですごしています。３年間すごした緑丘ではお
だやかな日々だったのですが、大商に復帰して
からは現役と変わらない忙しさです。ですが、

憲治…何とか元気にすごしていますが、自

最後の１年の１日１日を楽しくやっていこうと

由に動けないのがつらいです。コロナの終息を

思っています。親しい友人が亡くなり、私も昨

願うのみ！

年末ガンの手術をしましたが、まだまだ人生は

中川

國夫

これからです。

剛 誠 … ボ ケ 防 止 を 兼 ね て、14年 前 か ら

阿部

智恵美

「Himagine雑記」というブログを書いていま

池永

雅典…ちょうど１年前大病を患い、入院・

中根
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手術、２か月余入院生活の上、無事退院。まだ

とから大分県高文連文芸専門部の専門委員長を

必要とされているのか、校区公民館館長、校区

引き受けることになってしまって困窮していま

社協会長、民生児童委員、人権擁護委員、児童

す。多くの人たちの援助がないと、運営ができ

育成会会長など地域の役職を仰せつかっていま

ません。皆さん助けて下さい。よろしくお頼み

す。当日は近くの中学校のスマホ・ケータイ安

申し上げます。
貝野

勝俊

英昭…３年ぶりの総会、出席して懐かし

梶原

元子…毎日ご苦労様です。

い皆さんとお会いしたかったのですが、今年か

河村

洋…2022年も早や７月。七夕の月となりま

全教室と重なり、出席できません。
一法師

ら非常勤講師で週２回講義に行っています。総

した。皆様お元気で生活されておられますか。

会の日は講義日のため出席がかないません。最

私方、 甥が ４年 前に 新採 用と なり、 ５月28日

近の世の中の動きには暗澹とする思いばかりで

（土）に結婚式をあげることができました。い

すが、長く健康にすごすため、自分のできる事

ずれは高教組でも活躍され、
「緑の山河」をとも

をひとつひとつ行っていこうと心がける毎日で

に歌えることを願っている昨今です。来年もよ

す。皆さんのご健康とご活躍をお祈りします。

ろしく。

井原

博司…健康です。欠席します。

岩切

義和…週３日働き、週４日音楽を中心にエ

ンジョイしています♪

不安なのは、どんどん

悪化するこの国の政治家のレベルです。
内田

清田

扶美子…お世話になります。庭の手入れと

孫の世話に、毎日忙しい日々を送っています。
久賀

一二…大分に赴任してはや47年。1975年６

月に高教組に加入し、県下の多くの組合員と出

淳一…一人暮らしも間もなく３年になりま

会い、支えられ、私なりに高教組運動にかかわっ

すが、何とか元気に暮らしています。何をする

てまいりました。この春、もう学校を去り、今

にも、全て自分でする以外には終わりませんの

はおだやかな毎日を過ごしております。これま

で、結構忙しく一日が過ぎて行きます。気力と

で支えてくださった皆さんとの深い絆は、今の

体力の維持に心掛けながら、頑張ろうと思って

私の貴重な財産ともなっています。最近、組合

います。所用と重なり、出席できません。

を離れていく方々が増えているようです。
「えっ

宇都

淳

あの人が、なんで」と、思わず首をかしげるよ

大石

美智子

うな情報が次々と入ってきます。大いなる寂し

大津

裕也

さを禁じえません。確かに時代は変わってきて

岡

孝子…加齢と共にあちこちと部品は傷んでお

いますが、組合員との強い絆は大切にしていき

りますが、何とか元気に過しております。皆様

たいですね。
「組合を離れても、仲間との人間関

のご多幸をお祈り致します。

係はかわらないよ」という会話もよく耳にしま

岡崎

喜一…相変わらず昼は盆栽の手入れ、夜は

すが、私はそうは思いません。皆さん、組合運

晩酌を楽しんでいます。毎日のラジオ体操、

動は現場が基本です。現場の仲間との強い絆が

7000歩のウォーキングも17年目に入りました。

執行部を動かしていきます。たとえ現場の意見

都町も忘れそうです。

が届かなくても、あきらめずに、ねばり強く頑

尾崎

朱美…コロナ禍、皆様の健康をお祈りしま

微力ながら高教組運動を後押ししていきたいと

す。
甲斐

張ってください。多くの仲間を信じて…。私も

啓一郎…返信が遅くてごめんなさい。今は

再任用教員として爽風館高校定時制（夜間）で
勤務しています。それだけでなく、ひょんなこ

思います。
蔵本

盛生…再任用３年目で大分鶴崎高校に勤務

しています。退職したら、釣りに行き、旅に出
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様も呉々も健康にご自愛くださいます様に。
佐藤

京子…個展のお知らせ

活動をはじめたいなと思っているこのごろです。

職後の作品大作40点

皆さんも体を大切に、お元気でお過ごし下さい。

・大分県立美術館

今朝丸

進悟…昨年９月上旬にスチル病（難病指

・2022年

「佐藤京子展」 退

３階Ｂ

７月25日（月）～７月31日（日）10

定）にかかり、１か月半の入院生活をしたあと、

時～19時まで（25日は14時から、31日は17時

車椅子生活から復帰して現在に至っています。

まで）

要介護１ということで、リハビリのため、週２

佐藤

光好…返信が遅れてしまいまして、申し訳

回デイケアに通っています。よく考えれば、今

ございません。残念ながら当日は、県外での用

年喜寿になり、何があってもおかしくない年に

がありますので出席できません。早くコロナが

なりました。皆様どうぞお元気で、充実した毎

終息して、交流会ができるようになるといいで

日をお過ごし下さい。戦争の足音が近づいてい

すね。楽しみに待ちたいと思います。

ますが、今こそ反戦のたたかいを。
今朝丸

志藤

良久…５月は念願の五能線の旅を始め、東

アツ子…５,６年ぶりにPCを購入しまし

北４県を一人旅。６月は年甲斐もなく、妻曰く

た。スマホもはじめました。ITの世界の進化と

「よけいなことをして」肋骨にヒビ。従って本

その便利さに驚いています。戦争が続く今の世

年は欠席致します。

の中。人間は進化しないのでしょうか。
※ユーチューブを見て、ITのあれこれを学んで
います。ユーチューブを見ておられる方、我

塩月

邦美…2022年度定期総会の盛会を祈ってい

ます。
春藤

ミサヨ…お世話様になります。早くコロナ

が息子が「丸晶マルショウ」でヴィオラ演奏

感染者が落ち着いて、いろんな会が再会される

しています。よろしく。

ことを願っています。早いもので後期高齢者の

河野

俊一…昨年から今年にかけて、
「山梨日日新

聞」
「潮流詩派」
「糸園和三郎展」
「詩と思想」
「ス
ピリット」「御貴洛」などに詩を発表しました。

年代になりました。今まで以上に健康に気をつ
けて、毎日を楽しみたいと思います。
白岩

弘道…最近は後期高齢者の生活にも慣れて

一緒に詩を勉強してみませんか。今は教え子の

きました。涼しい所で ‘遊び仲間に誘われれば’

作品集制作にも、力を貸しています。

暑いさなかにゴルフに行ったり、元気にあそん

後藤

忠人…元気に野菜作り（常に５種類以上）

にがんばっています。年１回の県退職者団体連
合会グランドゴルフ大会にまだまだ出場します。
後藤

昌之…脊柱管狭窄症手術、歩行トレーニン

グ中。

でます。
杉田

義一…現在、新生支援学校に勤務していま

す。
高木

玲子

高橋

雅代

高畑

一郎…お疲れ様です。定期総会についてご

後藤

千代子

古長

裕治

案内をいただいておりましたが、返信を失念し

財前

貴明…両親の介護が忙しくなってきました。

ておりました。申し訳ありません。お手数をお

坂口

智子

かけしますが、欠席させていただきます。よろ

佐々木

寿一…何時もお世話になっております。

夏至を過ぎ、雨と暑さが続いています。今年も
例年同様健康維持のため、ウオーキング、畑作
り、陶芸を少々変わりなく続けております。皆

しくお願いいたします。
田崎

忍…今年も田植えの準備を、老いを感じな

がらしています。
田嶋

晶子…あまりにも想定外のできごとが多い
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世の中、いつの間にか日本も戦争をする国に

やかな願いです。いつ実現するのやら。どうか

なってしまいかねない恐怖を感じます。それで

皆様もくれぐれもご自愛くださいますように。

も日常は変わらずに過ぎていく…このままでい

羽田野

て３年目です。少しは慣れてきて余裕もでてき

いとは思いませんが。
田嶋

孝至…半永久的な自公政権を終らせ、真に

国民のためになる政権がどうしても必要だと思

伸夫…田舎で有機減農薬の米作りを始め

ました。
原田

潤…再任用２年目で、大分市内の普通科高

います。その一翼に高退教もならなければいけ

校勤務になりました。７限までの授業で勤務時

ないと思います。それと、数年前のことになり

間16：30に退庁できるのはまれです。２学期も

ますが、高退教も支援し当選したある県議につ

８月下旬～と…。なんだかなぁ～と思う毎日で

いて、その後の転身などに疑念を持っています。

す。

候補者の推薦はもっと慎重にするべきだと思い

原田

義一

ます。

平井

好春…気楽な時間を楽しみながら、ゆっく

多田

崇一…退職して２年目になります。昨年は

りと今日を生きてます。

のんびりと生活をしていたのですが、本年は前

平野

賢治

任校で９時間の非常勤をすることになりました。

平山

知…You TubeでSatoru Hirayamaチャンネ

ルをやっています。

腰痛に悩みながらも元気でやっております。
田所

令子…お世話になります。

田中

功…今年の４月より、別府市のNPO法人で

藤井

より、運営する「放課後デイサービス」の二つ
の事業所は、利用者の減少と職員確保の困難さ

働いています。元気に過ごしています。
堤

涼一…元気に過しております。コロナ禍に

麻理子…週２回、雄城台高校弓道部の外部

もあり、若干経営に苦慮していますが、子ども

コーチに行っています。毎日のリズムを作り、

たちの笑顔と保護者の理解、そして職員の頑張

健康的に過していきたいです。

りにより何とかもちこたえています。

冨田

明寿…佐伯豊南高校分会に昨年10月から再

藤崎

薫…年齢相応、ついに病の報告です。
「黄色

加入しました。再任用２年目ですが、校内に居

じん帯骨化症」
（背骨）とやらの奇妙な流れで左

場所を見つけられました。秋の校長交渉頑張り

足を悪くしています。入院・手術ともに初体験

ます。

をいたしました。７まわり目の寅年ですが、虎

鳥越

謙造…老いていく体を労わりながら、日々

も足を痛めては走れません。野生動物たちの悲

を過ごしています。年末には、教育に関する本

哀を実感させられました。彼等にとって『走れ

を上梓する予定です。

ない』はイコール『死』につながります。幸い

中村

浩一…職務を退き、とうとう人生の３学期

人間ですので総会には杖をついて参加可能か？

に足を踏み入れることとなりましたが、日々、

と思っています。

読書中心のゆるくストレスフリーな生活を送っ

『杖歩行

ています。精神的、時間的余裕ができたおかげ

藤村

桜青葉の陰ありて』

明人…早朝のウオーキングと、午後はプー

ルで泳いでいます。

で？血圧が20mmhg下がりました。
智子…例年より異常に早い梅雨明け後の青

槙島

幹郎

空を横目で恨めしく眺めながら、リウマチ治療

三原

襄雄…今のところ平穏無事です。実務なく

長野

で外出する以外は自宅にひきこもる毎日です。

て、読書三昧。人生最後の充実期、カナ？ご機

猛暑が落ち着いたら、教え子や元同僚と美味し

嫌よう。

いものでも楽しみたいというのが今の私のささ

峯

伸治
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ください。

大分高専と大分西で非常勤講師をしています。

用正

美由紀

時間にゆとりができたので、何をしようか思案

横山

千秋

中です。

渡辺

紘子…元気です。一年間がアッという間に

明瀬
森

一子
小百合…実家の農作業を手伝いながら、ジム

通いで体力UPをはかっています。年金ゼロ生活

たってしまいました。こうして、気がついてみ
たら年老いてしまっているのでしょうか。次は
80歳の坂を無事に登るのが目標です。

で、毎日家計簿とにらめっこするのも、また新
鮮な経験です。
森山

賢太郎…週３回のテニス、月３回の音楽

臼津支部
岡松

眞明…相変わらず元気で陸協の副会長、高

レッスン（ピアノ、ドラム）を続けています。

校生の指導、区長の仕事等に携わっています。

テニスは80歳代のメンバーがお相手です。音楽

何よりの生き甲斐は軟式野球部で楽しくプレー

はコロナが少し減ったので、やっとライブがで

出来ることで、皆さんに感謝しています。今回

きそうです。伊方原発とめる裁判は丸６年にな

も総会は欠席で申し訳ありません。盛会を祈っ

りますが、裁判長の体調不良があり、４人目の

ています。よろしくお願いいたします。

裁判長に対して弁論することになりました。当

石栗

徳子

分時間がかかりますが、皆様方のご支援ご協力

清松

人志

を引き続きお願いします。

吉良

美鈴…退職後、２年を経過して、３月31日

森山

眞須美…少しの仕事とボランティア、筋ト

で教育現場から完全にリタイヤしました。組合

レ、猫とひなたぼっこをしながらの読書など、

活動を行うには、大変厳しい情勢ですが、教育

在職中に比べずいぶんゆったり暮らしているの

労働者として、子どもたちのため、自分たちの

に（いや、だから？）あっという間に退職後５

ために、仲間の方々と無理のないようにとりく

年余りが過ぎました。その間に新たに出会った

んでほしいと思います。応援しつつ、自宅でで

高齢の方々の姿に元気をいただいている気がし

きることをしたいと思います。
佐藤

ます。
薬師寺

セツ子…体力が衰え、仕事の処理容量が

政成…高退教事務局の役員の方へ、毎日

年々低下しています。それでもすいか作りはや

お疲れ様です。頑張って下さい。生石港町サロ

められないし、梅をたくさんもらったので、梅

ン赤灯台の役員を３月に辞めて、４月より自治

ジュースに12kg、梅干しに37kg漬けました。ほ

会のお手伝いをして居ます。

とんどが待っている人に行きます。
添田

俊一…会員の皆さん、お元気でしょうか？

八鹿

恵…ご盛会をお祈りします。

矢野

勝也

いよいよ後期高齢者になります。ウオーキング

山本

潤

で体力を養い、孫の成長を楽しみに、家内の手

山本

裕行…妻が認知症宣告をして７年、自分の

料理で元気をもらっています。皆様のご健康を

体調の事を隠すようになり、強く問い詰め、背

お祈りいたします。
高橋

猛

して胃ガンが判明、ステージ４です（転移もあ

冨田

一男

り）。今は一人生活、大変です。

内藤

明…連れ合いとウオーキングをしてますが、

弓

中と腰が痛いと真実を話してくれ、検査入院を

信彦…爽風館高校三部制（再任用）で働いて

負荷をかけた方が健診の数値が向上するという

います。みなさまも健康に気をつけておすごし

ことを知り、実行していましたが、疲れが蓄積
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倫子
信政・恵子…ご盛会をお祈りします。
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博之…無人のレジやら、キャッシュレス決

済やら、まごまごして後ろの人に迷惑をかけて
います。慣れる日がくるのでしょうか？
内田

彰子…自宅から国立国会図書館の利用者登

佐伯支部

録ができるようになりました。長生きはするも

岩崎

弥太郎…なんとか元気にしています。

んだ、と思いました。

植田

稔明…相変わらず何とか生き続けています。

後藤

寛二…再任用で日田林工に勤めています。

江藤

久佐子…「頸椎症性脊髄症」の手術から１

佐藤

清子…元気です。

年がたって、少しずつ出来る事が増えつつあり

佐藤

初子…元気ですが、高齢者もいろんな面で

ます。ウクライナの事を想うとなんとも暗澹た

生きにくくなりました。これからの若い世代の

る気分に落ち込みます。

人々が、少しでも働き甲斐のある豊かな生活が

大石

美紀子

後田

利志夫…今年度69歳になります。足腰が弱

出来るよう、願います。
渡邊

茂則…ご盛会をお祈りいたします。当方は

くなってきていますが、ほぼ毎日魚釣りをして

杖を突きつつ、相変わらず、NPO法人ひた人権

います。釣った魚を売った収入だけで生活する

研究センターと日田市日本語教室の活動にとり

のは無理だとわかりましたが、釣りをやめるこ

くんでおります。

とができません。のんびりやっていきます。
塩月

修二

豊肥支部

白石

キク子…喜寿を迎え、子供たちに支えられ、

荒巻

助けられ、元気で頑張っています。ウクライナ

みき子…熱中症の報道が頻繫。気をつけて

畑仕事に励んでいます。皆様もご自愛下さい。

とロシアの戦争が終わり、又、コロナが終息し

阿南

裕子

て、早く平和な生活が来ることを願っています。

上好

温…「久住高原を守る会」の活動が忙しい。

大塚

哲郎…大分自然塾の仲間と一昨年から地元

田島

繁樹…佐伯は新型コロナウイルスの感染者

が減らず、もう４ヶ月テニスを中断しています。

三重町の稲積山（598m）の登山道整備をしてお

参院選では、選挙区は以前と現在を併せ考えて、

り、ほぼ全ルートができました。大崩・傾・祖母・

Ａさんには投票しません。比例区は社民党にし

阿蘇・くじゅう連山・由布・鶴見・大分市など

ようと考えております。

が望めて感動です。是非おいで下さい。山麓で

野々下

孝一…心筋梗塞の手術後、ウオーキング

は、水中鍾乳洞、サウナ、キャンプが楽しめます。

中にこける事が時々ありますので、どうしても

後藤

幸雄

出席する事が出来ませんのでおゆるし下さい。

後藤

信幸…体調が良くないので、出席できませ

盛会を佐伯の地よりお祈り申し上げます。

ん。

肥川

和市…元気に農業やってます。

志賀

祐子

盛﨑

貞子…ごめんなさい、欠席します。でも、

竹下

邦子…いつもお世話様になります。どうぞ

元気にしてます。
吉川

貞治

ご自愛なさって下さい。所用で欠席させて頂き
ます。
中倉

久大支部
足立

昭生…体調不良のため出席出来ません。

穴井

千津子

幸雄

羽田野

みず子…大会の盛会を祝し、今後増々の

ご発展をお祈り申し上げます。
三浦

裕美…ご無沙汰しております。おかげで、
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小出石

元気にしております。
森

清三朗…所用で欠席いたします。ご盛会と皆
様の益々のご健勝・ご多幸を念じ上げます。

油布

中村
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英幸
龍彦…福岡に来て６年たちましたが、元気

でやっています。こちらの私立高校で非常勤講

晃…この度は、私の詞のミニコンサートを

師（週３日、11時間）をしています。趣味の卓

開いていただけるようで、ありがとうございま

球はボケ防止を兼ねてまだやっています。盛会

す。私の詩集『すずめのバスケ』
、句集『大分弁

を祈っています。

俳句集～物すべて丸うしちから～』も売行好調

秀樹…３月末で丸40年間（‘82年日田林工で

の新採用から ‘22年中津東・定での再任用満了

です。ご購入いただけると幸甚です。
吉藤

吉松

孝…少子高齢化で劣化が進む地域で、唯一

まで）大分県へは本当にお世話になりました。

残った集団「老人クラブ」で地域を何とかした

４月からは実家である福岡県豊前市へ転居し、

いと活動しています。地方の劣化は日本全体の

毎日草刈りや、枝の剪定など慣れない手順なが

衰退につながる気がします。高退教、日退教の

ら「自然」と生活をしています。のんびりと一

更なる発展を祈ります。

歩一歩前進していきたいと思っています。

和田

渡辺

尚篤…元気に生活しています。

忠行…今年の梅雨は最短の17日で明けたり、

６月なのに30℃を上回る高温になったりしてい
直轄支部（県外）

ますが、
「パーキンソン病」と格闘しながら過ご

稲田

賢一郎

しています。毎日変化する稲の成長を見るにつ

今永

修

け、勇気が湧いてきます。

高退教会員物故者
昨年の高教組情報（高退教特集号）発行以降、ご逝去が判明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。
お名前

支部

退職年度

お名前

支部

退職年度

お名前

支部

退職年度

花嵜

正次 様

中津

1997

河野

正 様

別府

1991

甲斐

直 様

大分

1990

弘山

元 様

中津

1999

阿部比多生 様

大分

1989

野田

秋生 様

大分

1993

宮川

信吉 様

宇高

1994

三橋キクヱ 様

大分

1989

児玉

源吾 様

竹田

1988

望月

和彦 様

宇高

2000

渡辺

競 様

大分

1985

佐藤

文雄 様

臼津

1998

平野

芳彦 様

速杵

1983

辻

武一 様

大分

1988

髙治

恒夫 様

佐伯

2002

大嶋

進二 様

速杵

1994

阿部

清 様

大分

1992

大賀シヅ子 様

佐伯

1984

堀

五郎 様

速杵

2002

釘宮

迢雅 様

大分

1994

関

佐伯

1986

勲 様

別府

2001

三浦

春久 様

大分

1991

工藤

佐伯

2002

中野

シゲ子 様
芳弘 様

☆2022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。
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総会宣言
新型コロナウイルスにより、世界では５億５千万人が感
染し、630万人の命が失われるとともに、物価高騰と経済の
停滞の危機がもたらされました。特に、非正規や女性の雇
用を直撃し、
「女性不況」といわれる状況を呈しています。
２年半にわたる新型コロナウイルスの脅威は、いまだ消失
していません。新たな感染の波に備え、万全な疫病対策が
講じられるべきです。
ロシアのウクライナへの軍事侵攻は、140日が経過した今
でも継続していて、両国の軍人のみならず、子どもや女性
など多くの犠牲者を生み出しています。ウクライナでは、

総会宣言提案（貴田幹事）

国内外への避難民は1,000万人を超え、住まいを失った人は
2,000万人とも伝えられています。これ以上の犠牲者を出さないために、戦争を煽る行為をやめて、一刻も
早く停戦を実現しなくてはなりません。戦闘が開始されれば、終結がいかに困難であるかが明らかになり
ました。戦争をさせないため、果断にとりくむべきことを肝に銘じるべきです。また、この機に乗じて「核
共有論」「防衛費を二倍に」さらに「改憲が必要」とする声については、言語道断、許してはなりません。
戦争に突き進むのではなく、今こそ冷静になって、世界の平和にむけて行動すべきです。
福島第一原発では、メルトダウンした核物質から中性子が出ていて、核分裂が生じていることが明らか
になりました。デブリの処理がいかに危険で困難であるかが証明されました。危険な原発の再稼働を許し
てはなりません。
辺野古では、沖縄県民の意思に反して新基地建設が強行されています。沖縄県には、アメリカ軍基地の
７割が集中し、日米地位協定があるために、県民の命と安全が脅かされています。
今年10月から、後期高齢者医療費制度の自己負担２割が導入されます。自己負担増により、医療忌避が
心配されます。
４月から0.4％、２年連続年金が切り下げられました。今年２月の物価上昇は2.1％、ステルス値上げを加
えれば５％程度の物価上昇が体感されます。企業物価指数は10％を超えています。海外の物価高騰はすさ
まじく、大幅な円安も加わり、輸入物価の上昇は確実で、私たち高齢者の生活は厳しい状況に直面します。
私たち高退教は、憲法を守り、平和な社会を実現し、社会保障制度の安定と前進を図り、健康で文化的
な生活を実現するために奮闘していきます。
以上、宣言します。
大分県高等学校退職教職員協議会
2022年度定期総会2022年７月15日
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