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近畿ブロック２０１７ 秋のハイキング in 大阪

あらたな 「なにわ」 を感じる一日
～大阪万博から４７年～

８月頃
参加者
募集開始

午後８時まで

火
滋賀県展示会場

木

イオンモール草津２階イオンホールにて
滋賀県草津市新浜町３００

入場無料
ご自由にお越しください

巫女の手の 鈴にも似たり プチトマト
今朝も三粒 真っ赤に熟し

集会場所 ： 万博公園 上の広場

日々の照り 吾畑でも 悲鳴あげ
羅漢の如き ピーマン豊作

万博記念公園

初苺 摘みたる主の 許しなく
蟻はお先と 甘味喰らいぬ

出発式１１ ： ００～

昨今議員の資質の問題が紙上を賑わしていま
す。 特に、 与党二回生議員の暴挙とも思われる
行動は議員だからダメなのでは無く、 「人間」 と
して許されないのではと思います。 重婚、 不倫、
パワハラなど信じがたい行為であります。
その罰が 「離党」 どまりで議員であり続け、 報
酬を受け続け、 私たちの血税でその生活を維持
し続ける…不思議な議員優遇の日本であると感じ
ました。
さらに、 マスコミの追及も事件発覚時は大きく取
り上げますが、 数日すると過去となってしまいます。
時折、 テレビのワイドショーで 「事件のその後」
的発想で、 面白おかしく報じているのが無責任
であると感じます。 選挙民の私たちには調査追
及する術もなく、 報じられていることを信じるのみ
です。 正確、タイムリーな報道を期待したいです。
一方、 議員を選んだ選挙民には責任は全くな
いのでしょうか？
尊い一票を投じる時 「○○党公認」 だから 「○
○系支持」 だからと、 候補者本人の適正を見極
めることなく行使していないか、 この点も反省しな
ければなりません。
ブーム・ムード・風…選挙の恐ろしいところです。
議会制民主主義の原点は選挙であり、 選挙は
候補者と選挙民の信頼関係で成り立っています。
慎重 ・ 公正な選挙で、 議員となるべき人を選
びたいと思います。
さらに、 選挙制度も大きな問題点があると思い
ます。
現行選挙制度では、 投票率による該当選挙の
有効 ・ 無効の判断はありえません。
ようやく、 国民投票 （近くは憲法改正） では投
票率５０％以下では無効の制度となるようです。
しかし、 現行議員選挙において、 例えば、 投
票率１０％でも選挙は有効です。 小選挙区選挙
では、 選挙民の５％の得票で議員が誕生するこ
とになります。
選挙に係る経費の問題が論じられていますが、

朝摘みし 紫蘇の緑が スムージー
香り倍増 与えて美味し

１０月１７日 火

「戯言」

滋賀退職者連合
会長 増田 勝治

水欲しい 痩せて曲がるか 胡瓜君
恵みの雨で 太り素直に

２０１７年

ざ れ ご と

数多の永田町にいる変な議員を、 血税で賄って
いるより、 再選挙の方がマシではないでしょうか。
不思議な選挙制度と言わざるを得ません。 投票
率による選挙の有効 ・ 無効の判断を取り入れる
べきではないでしょうか。
私も、 現職を離れて数年が経過いたしました。
離職当時は、 各方面で現職時代の友達との交
流がありましたが、 それぞれの生活があり、 生活
パターンも微妙に異なり、 年齢を重ねるとともに
行動範囲も狭まり疎遠になりつつあります。 今で
は、 近くの農家から借りている菜園が活動の場と
なっています。
春夏秋冬、 隣のおじいさん ・ おばあさん （私も
その年齢であるが） と野菜の出来具合を論じ、
天候と虫害 ・ 鳥害の対策を話し合っている毎日
であります。 一方、 百姓歌人を目指し、 短歌も
学び始めました。 恥ずかしながら駄作を披瀝し、
皆さんのご指導とご批判を仰ぎたく存じます。
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自由時間が増え
今まで見えなかった事！

ＮＴＴ労組退職者の会滋賀県支部協議会

ダイハツ皐月会

２０１６年５月 ＮＴＴ退職者親睦旅行 立山室堂

ＮＴＴ労組滋賀県支部協議会の退職者の会は、 会
員相互の親睦を図り、仲間づくりを積極的に行ない 「ゆ
とり ・ 豊かさ ・ 社会的公正」 を求め、ＮＴＴ労組 （現役）
と密接に連携し現退一致の運動を進め、 福祉の増進、
生活の向上を図ることを目的に取り組んでいます。
滋賀支部協全体の年間の取り組みとしては、 春 ・ 秋
のグラウンドゴルフ大会や退職者親睦旅行 （一泊か日
帰り）、電電記念日退職者交流会等を実施しています。
日常的な取り組みは、 滋賀県内を８ブロックに別れ
て各地域ごとにウォーキングやグラウンドゴルフ（ウォー
キングをやらない所）、 地域主催の旅行、 会員間の
コミニュケーションを図る集会、 四半期ごとに発行する
機関紙の手配り配布、 郵送等を実施しています。
会員数も１５００名に届く状況で、 現在は 「東日本
大震災」 や 「熊本地震」 等の教訓を生かし、 今後
想定される災害等に備えた会員と支部協との 「緊急
連絡網」 の確立に向け
（１） 退職者の会としての日常の備え ( 会員 ・ 家族の
管理 ・ 整備、 緊急連絡体制の確立 )
（２） 災害発生時の初動対応 ( 安否確認、 被災状況
等の把握方法 )
（３） 発生後の支援 ( 共済手続きの支援、 カンパ、
ボランティア等 )
を退職者の会としての取り組むべき事項および役割を
明確にすることに取組んでおります。
もしもの時の、会員のみなさんの「退職者の会に入っ
ていて良かった。」 の声を目指します。

滋賀退職者連合
第１０回グラウンドゴルフ大会
２０１７年９月２８日 木 ９ ： ４５～
竜王町ドラゴンハット

中川

健

新卒で入社し、 高度経済成長期 ・ オイルショック ・
いざなぎ景気 ・ リーマンショックなど幾多の好不況の
時代をサラリーマンとして長く勤めてきた。
後に 「団塊の世代」 と言う代名詞まで言われる等
その一翼を微力ながら担っていたのかも知れない。
四十数年間の間、 がむしゃらに会社勤めをし、 家族
を持ち、子どもを育て、家を持ったが世間知らずだった。
２度の定年を迎え、 自由時間が大幅に増えた事に
より、 今振り返ってみて、 気持ちはいつまでも昔の

国会中継 衆議院予算委員会 （※衆議院ホームページより引用）

若い時代のままであり、 その時代々々に応じて考え

学部新設への忖度』 『フリージャーナリストへの強制

方 ・ 行動を変化させて行かなければならないはずが、

わいせつ』 など安倍総理や同夫人などと関わる事案

全くできていなかったと感じている。

についても野党側の追及や質問 ・ 当事者の証人喚問

しかし、 今さらこの事を取り戻す事は不可能である

要請にもかかわらず、 政府 ・ 与党はことごとく否定し

事は間違いのない事実である。 まだ、 高齢者として

拒否し続け、 疑惑を証明しようとせず 「証人喚問の

の生活習慣も樹立できていない現状。

必要はない。」 「調査したが存在しなかった。」 「印象

ところで、 自由時間が大幅に増え、 テレビの守りを
する時間が大幅に増えたのは小生だけだろうか。 興

操作だ。」 「くだらない質問で無駄な時間だった。」 な
どと豪語するあり様に呆れるのは小生だけだろうか。

味のある番組が少ない中、 国会中継を視聴する機会

野党第１党の民進党の国民支持率が一向に上向か

が増えた （長時間視聴するには飽きない）。 自民党

ない要因は何だろう。 共産党との選挙協力の報道な

一強と言われる政界では、 今の野党の追及や質問の

ど最近の国会中継で感じることは 〔反対のための反

中途半端な対応や政府側の答弁内容 ・ 発言は国民

対〕 の討論になっていないだろうか。 政策論議や国

不在の問答になっているとしか思えない。 最近の話

民のための議論に転換しないと、 益々そっぽを向か

題から言うと 『森友学園への忖度』 『加計学園獣医

れるのではないかと思うこの頃である。

２０１７滋賀県退職者集会
２０１７年１０月７日 土 １０ ： ３０～
滋賀ビル９Ｆ 「比叡の間」

