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いきいき元気に活動中！

退職者連合近畿ブロック協議会主催　秋のハイキング

「五国 ・ 兵庫」 ｉｎ 播磨の国
～世界文化遺産 「白鷺城」 を探訪しよう！～

志那中環境を守る会の活動

ＪＰ労組退職者の会　東木 武夫

　わが町、 志那中町は草津市の北端にある１６０戸 ・ 人

口５００人ほどの琵琶湖に面する小さな町です。

　町には近畿の水瓶の琵琶湖をきれいにする大きな浄

水場が２００７年から稼働しています。 農村地域には私

たちが生きていくために必要な米や野菜をつくる田んぼ

や畑があります。 そして、 たくさんの生き物や、 景観、

豊作に感謝する伝統行事があります。

　しかし、 最近は農業者の跡継ぎがなく、 高齢化が進

み農村の恵みを維持することが特に困難となってきてい

ます。国も農村の将来を見据え「農村まるごと保全事業」

を立ち上げ、 志那中町にも２００７年度からの参加要請

が行政からありました。 町内でも検討を重ね、 農家 ・

非農家の全戸の協力のもと、 町内の団体組織を含めて

参加する事を決定しました。

　農地 ・ 農業用水の維持 ・ 保全活動、 田んぼや水路

の生き物調査、 花を植える活動など農家や地域の大人

から子どもまで力を合わせて取り組んでいます。 町内

の住環境が改善され、 町内の絆が一段と深まってきて

います。

　私たちＪＡＭ（産別組織） は結成２０周年を迎えました。

遅れること３年で滋賀シニアクラブは誕生し、 １０月２６

日 （土） に第１７回定期大会を終えました。

　結成以降の活動について紹介しますと、 定期大会は

もとより２カ月に１回の定例幹事会を軸に、 賀詞交換

会、 グラウンドゴルフ大会、 大衆演劇の観劇、 琵琶

湖一周トレインの旅、 工場見学、 政策 ・ 制度学習会、

カンパ活動や署名活動、 そして昨年から始めたフード

子ども達への環境学習の様子

２０１７年に三日月滋賀県知事が視察、田植えの様子

国の「世代をつなぐ農村まるごと保全対策」への参画

　「近畿はひとつ！」を合言葉に退職者の健康維持 ・ 増進と仲間との交流を深めることを目的に、晴天の空の

下、絶好の行楽日和の中、退職者連合近畿ブロック協議会主催の「秋のハイキング」を１０月１６日（水）に兵庫

県姫路市の姫路城にて開催し、 近畿２府４県から１,３７２名（８０歳以上が２２５名）が集まりました。滋賀退職者

連合からも加盟組織より６４名（８０歳以上５名）が参加しました。

　ハイキングに先立ち、出発式を姫路城前の大手前広場にて行い、冒頭に開催県の兵庫退職者連合の高原

澄夫会長、近畿ブロック協議会の林晃代表幹事がご挨拶いたしました。また来賓には、連合兵庫の辻芳治会

長をはじめ、開催地の姫路市を代表して清元秀泰市長など、多くの皆さまに歓迎のご挨拶をいただきました。

滋賀退職者連合からは各府県退職者連合代表として増田勝治会長が登壇、 各府県の最高齢参加者として

吉川浩次さん（UA ゼンセン友の会）が壇上にて記念品贈呈を受けました。

　その後、 参加者全員で準備体操を兼ねて健康運動指導士の石井誠先生の指導のもとシナプソロジー体操

で体と脳をほぐし世界遺産の姫路城散策を楽しみました。

ＪＡＭ滋賀シニアクラブ

バンク滋賀へのお米提供など、 様々な活動を展開して

います。

　この様な活動を支えているのは、 幹事会後の夕食懇

親会を毎度開催し、 団結と連帯と交流を培っているも

のと確信しています。

　会員も高齢化し組織の拡大は至難の業ですが、 １人

でも多くの会員が参加できる企画を提供していきたいと

考えています。

フードバンク滋賀へのお米提供 琵琶湖一周トレインの旅 グラウンドゴルフ大会
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　連合滋賀退職者連合第１２回グラウンドゴルフ大会を連合滋賀、 労福協、 近畿労働金庫、 こくみん共済 coop、 住宅

生協の後援により、９月２６日（木）に竜王町総合運動公園ドラゴンハットにて開催しました。

　中村憲市 （NTT 労組退職者の会） 連合滋賀退職者連合副会長から開会の挨拶の後、 田中康雄 （UA ゼンセン

友の会） 実行委員長からルール説明が行われ大会を開始。 秋晴れの大変清々しい天気となり、 皆さま気持ちよく

汗をかきながら笑い絶えずプレーを楽しみ、 組織の枠を超えた交流を深めることができました。

優勝は男性の部では藤田徳重さん （NTT 労組退職者の会）、女性の部では花染鈴枝さん （NTT 労組退職者の会）

と NTT 労組退職者の会が優勝を総なめする結果となりました。

２０１９滋賀県退職者集会を開催！

遺言書と成年後見制度

辻　延彦
つじ　　　　のぶひこ

行政書士／ファイナンシャル ・ プランナー

滋賀退職者連合第１２回グラウンドゴルフ大会結果

滋賀退職者連合第 12 回グラウンドゴルフ大会を開催 !!滋賀退職者連合第 12 回グラウンドゴルフ大会を開催 !!

男性の部 優勝  藤田徳重 さん 女性の部 優勝  花染鈴枝 さん

一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター滋賀県支部 支部長

遺
言
書

成
年
後
見
制
度

自筆証書遺言

公正証書遺言

自分一人でも書くことができる遺言 （手書きで書くことが条件）

メ リ ッ ト ： 費用や依頼の手間がかからない
デメリット ： 方式や記載に不備があると無効になる可能性がある

公証人関与のもと作成する遺言

メ リ ッ ト ： 公証人や代理人（司法書士、行政書士など）と
　　　　　　　 作成するため最も確実な遺言書

デメリット ： 作成手数料などがかかる

法定後見

すでに判断能力が不十分 （寝たきり、 痴呆症など） な時に、 申立により家庭
裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、 本
人を法的に支援する制度

本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、 将来自己の判断能力
が不十分になった時の後見人を、 自ら事前の契約によって決めておく制度任意後見

※自分で後見人を選ぶことができない

※自分で後見人を選ぶことができる

終活は「転ばぬ先の杖」
先の事を考えることで、今をいきいきと生きることができることにつながる！

オススメ

オススメ

エンディングノートによって自分の人生を振り返り、 財産などについて整理する
＋公正証書遺言や任意後見などで、 第三者を介して事前に自分の思いを伝えておく

家族にいらない争いをさせない　　　 将来の事を整理することで今を安心して暮らせる

講演のポイント

　滋賀退職者連合は１１月２６日 （火） に草津商工会議所にて加盟する各組

織から８０名の参加のもと 「２０１９滋賀県退職者集会」 を開催いたしました。

　今年は 「遺言書と成年後見制度」 をテーマに一般社団法人コスモス成年

後見サポートセンター滋賀県支部の辻延彦支部長にお越しいただきご講義

いただきました。

　遺言書の作成、 成年後見制度どちらについても、 実際にどういった事で

揉める事があるのか事例を用いながらわかりやすくご説明をいただきました。

事例で挙げられた家族構成や家庭環境もごく普通に起こりうる話が多く、 最

初は無関係なものと思っていた方も講演が進むにつれ熱がこもり、 たくさん

の方から様々な質問がでました。


