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「元気が何より…
終わり良ければ全てよし」
江若交通退職者友の会
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「花と庭園と太陽の塔 万博記念公園ハイク」 ～

人生何があるか分かりません。
現在、 地球がおかしい、 気候もおかしい、 国も
おかしい、 政治はもっとおかしい、 おかしい中で暮
らしていかなければなりません。
働き始めてから４０数年、 時代の流れに翻弄され、
その時々を全力で対応してきて、 良い事、 悪い事、
勝った、 負けた、 嬉しかった事、 悔しかった事、
反省材料も数多くありましたが、 終わってみれば、
良かったのかなと、 少しだけ 「全てよし」 と言える
気分になっていました。
退職して２０年、 当初の生活設計は悠々自適の
生活とは言えなくとも、 強い願望であった全国温泉
地巡りは出来るだろうと思っていましたが人生何が
起こるか分かりません。
私は退職直後、 癌と闘う事となり、 入退院の繰り
返し、 抗癌剤治療や手術等を受けました。 早期発
見であり、 幸い医師に恵まれ５年後、 癌はほぼ完
治し、 再発の可能性はゼロでは無いですが、 今で
は年一回健康診断のみになり、 自由時間が取れる
ようになった昨今において、 退職時の生活設計が
皆無に等しい状況であります。 健康を半分取り戻し、
日々を元気で迎える喜びは何物にも勝ります。

近年、 平均寿命が大幅に伸びてきておりますが
大事なことは、 健康寿命こそが大切なのです。 介
護が必要、 施設転院や入院を余儀なくされては、
本人も家族も大変であります。 自分の事は自分で
出来る事が大事であり、 日頃の運動が必要だと痛
感しています。
病気になり初めて健康のありがたさを実感いたし
ました。 年を重ねれば、 自分が思っている以上に
体力は弱くなり、 肉体的限界を頭に入れ、 体力の
範囲内で無理せず余裕を持って一歩引きさがり活
動する事が最も大切だと言えます。
元気の掟は人と人とのつながり、 仲間との関係を
深め、 何か自分なりの理由を見つけて外出する事、
人との出会いや会話がすることが必要であり、 脳の
活性代謝に活動しようとする気持ちに伝えることが大
事です。
喋りましょう。 人生最後まで心豊かに元気よく。「終
わり良ければ全てよし」 を目指し、 にっこり笑い生
活したいものです。

いきいき元気に活動中！

ＵＡゼンセン友の会滋賀県支部の活動

昨年１１月９日に友の会の定期総会を開催し、 ２
０１７年度の活動方針を決定しました。 活動方針で
は組織の充実強化を重要な活動として取り組むこと
にしています。 滋賀県支部の会員数は、 現在２７
の組合出身者でおおよそ２,３００名です。 毎年の加
入者数は２０１４年度をボトムとして県支部事務局の
努力もあり、 その後増加傾向にあります。 それでも
高齢化が進み全体としては減少傾向にあります。
会員拡大は、 入会の勧め方や手続きが組合によっ
て違うので現役組合役員との連携が重要との認識
から現役組合役員との意見交換などの取り組みを
進めています。
会員相互の親睦交流を深めるための取り組みとし
て毎年初夏の時期に約５０名程度の方が参加して
グラウンドゴルフ大会を開催しています。 この大会

の成績をもとに滋賀退職者連合の大会参加者を選
出することになっており、 参加者は楽しい雰囲気の
中にも真剣に取り組んでいます。
また、 スポーツだけではなく趣味や特技を披露す
る展示会なども開催できないか検討を進めていま
す。 その他、 居住地域での会員相互の親睦交流
を進めるためにどのような活動ができるかについて
も検討を進めることにしています。
県支部の活動は役員 （顧問 ・ 事務局を含めて２
２名） が出席し、 幹事会を２ヶ月に１回定期的に開
催しています。 その中でＵＡゼンセンの活動につ
いての情報共有や友の会県支部の活動について
協議しています。 また毎年、 一泊の役員研修会を
実施し、 いろんなことを見て学ぶとともに役員相互
の交流親睦も深めています。

１０月１７日 （火） 退職者の健康維持 ・ 増進と近
畿２府４県の仲間との交流を深めることを目的に、
退職者連合近畿ブロック協議会主催の 「秋のハイ
キング」 が大阪府吹田市の万博記念公園で開催さ
れ、近畿２府４県から１,４５０名 （８０歳以上が２２２名）
が集まりました。 滋賀退職者連合からも、 加盟組
織より６２名 （８０歳以上５名） が参加しました。
小雨の降る中での出発式となり天候が心配されま
したが、 終わるころには雨は止み、 近畿各府県より
集まった多くの参加者は、 おもいおもいに雨上がり
の自然文化園や日本庭園などを散策し、 秋の深ま
りを体感しました。
公園内ということで、 安全かつ軽快に楽しむことが
でき、 また、 互いの交流も深め合うことができた楽
しい一日となりました。
来年は奈良県での開催となります。 多くの皆さま
のご参加をお待ちしております。

チケットのお問い合わせは
連合滋賀事務局までお問い合わせください。
ＴＥＬ． ０７７-５２３-０５００
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２０１７滋賀県退職者集会を開催！
特殊詐欺等に関する防犯対策について

記念すべき第１０回記念大会！白熱の闘い！？
１位に授与される 「記念大会ボール」 は誰の手に！？
連合滋賀退職者連合第１０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、 全労済、 住宅生協の後
援により、 ９月２８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。
今年は記念すべき第１０回の記念大会ということで、 実行
委員会にて検討し、 第１０回記念大会ボールを１位の賞品
として用意し、 参加者の皆さんが 「自分があのボールを手
に入れる…。」 と意気込み、 白熱の闘いが繰り広げられま
した！その熱気からかベンチが倒れるほどの突風の吹く日
となりましたが、 皆さん怪我もなく楽しく親睦を深めることが
できた一日となりました。

今年は９組織７８名 （男性６０名、 女性１８名） が参加、
近年より恒例となりました 「交流を重視したチームの組み合
わせを」 との意見を反映し組織混合で編成する方式で、
和気あいあいとプレイを楽しみ、 組織を超え交流を図ること
ができたと思います。
結果は、 男性の部優勝はＮＴＴ退職者の会の田中秀信さ
ん、女性の部優勝はＮＴＴ退職者の会の岡田やす恵さんと、
ＮＴＴ退職者の会が優勝を総なめする結果となりました。
最後に今年も後援を頂いた各事業団体をはじめ、 関係
者、 参加者の皆さまのご協力で今大会も成功裏に終えるこ
とができましたことを感謝申し上げます。

滋賀退職者連合第１０回グラウンドゴルフ大会結果
順 位

氏

名

実打数

ホールインワン
数

得 点

所 属 名

いとう

滋賀県警察本部 防犯アドバイザー

男性の部

１０月７日 （土） 滋賀ビルにおいて、 滋賀退職者連
合に加盟する各組織から８０名の参加のもと、 「２０１７
滋賀県退職者集会」 を開催いたしました。
本年は滋賀県警察より防犯アドバイザーの伊藤實氏
に 「特殊詐欺等に関する防犯対策」 というテーマで講
演をいただきました。
講演では、 実際に滋賀県内および近隣府県などで
行われた特殊詐欺の手口を、 実例を交えて紹介いた
だき、 滋賀県での傾向や、 どういった対処をすればよ
いか等、 実用性のある講演をいただきました。
滋賀県では８月末の時点で既に昨年１年間の被害額
を超え、 直近の１０月５日に特殊詐欺多発警報が出さ

女性の部

優 勝

田中 秀信

８１

２

７５

ＮＴＴ労組退職者の会

２ 位

酒田 郁

８０

１

７７

ＪＡＭ滋賀シニアクラブ

３ 位

山田 隆

８４

２

７８

ＮＴＴ労組退職者の会

４ 位

保木 親雄

８５

２

７９

滋賀県退職教職員協議会

５ 位

牧 勝行

８５

２

７９

ダイハツ皐月会

優 勝

岡田 やす恵

８４

２

７８

ＮＴＴ労組退職者の会

２ 位

山口 久子

８５

１

８２

ＮＴＴ労組退職者の会

３ 位

三輪 まさ江

９２

３

８３

全印刷労組退職者の会

滋賀県でも今年、９月２５日から１０月４日までの間で、
高齢者を狙った息子等を名乗ったオレオレ詐欺などの
被害が６件発生するなど、 特殊詐欺被害は人事では
なく、 明日にでも自分の身にも起こり得ることです。
様々な犯罪に巻き込まれないためにも警察などが発
信している情報を参考に、 防犯対策をしっかり行うこと
が重要です。

４ 位

竹村 いく子

８３

０

８３

全印刷労組退職者の会

滋賀県警のホームページにて特殊詐欺について
被害の事例や防犯対策などが紹介されています。

５ 位

新木 照美

８７

１

８４

ＵＡゼンセン友の会

※得点が同数の場合は、①最小打数の多い順 ②年齢順

ホールインワン数５２本 （３９名）

みのる

伊藤 實

れたところです。 特筆すべきは、 特殊詐欺の件数は
刑法犯全体の１． ９％に過ぎないが、 現金被害額は４
６％を超えているという事実です。
依然として被害が減少しない原因として、 高齢化 ・
核家族化 ・ 匿名社会の進展で家族や地域のきずなが
希薄になったことや、 現在の高齢者が律儀 ・ 親切 ・
世間体を気にする日本人の気質が如実に現れる世代
であることなどがあげられ、 被害にあわないために特殊
詐欺への危機意識や抵抗力をつけるためのポイントに
なる点について、 「電話で金のことをいうのはまず詐欺」
「周りの人に声をかける」 「一息ついて考える」 等、
丁寧に説明していただきました。

明日はあなたが被害に？防犯対策を心がけよう！

滋賀県警察 特殊詐欺

検 索

滋賀県警察

