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滋賀退職者連合第２６回総会

誰もが心豊かに安心して
暮らせる社会に向けて

功労者表彰を受ける山本十三前事務局長新たに事務局長に選任された田中清道新事務局長

　滋賀退職者連合は第２６回総会を２月１５日（土）にライ
ズヴィル都賀山において役員 ・ 代議員含め７０名の参
加のもと開催しました。
　総会では、 國枝敏孝代議員（自治労滋賀県本部退職
者会）を議長に選任し、 増田勝治会長が開会挨拶を述
べた後、 来賓としてお越しいただきました柿迫博連合滋
賀会長、連合滋賀議員団会議今江政彦会長よりご祝辞
を賜りました。
　その後、 議事に入り２０１９年度活動報告 ・ 会計報告
を小澤和彦事務局次長から、会計監査報告を田渕会計
監査（ダイハツ皐月会滋賀支部）が報告を行いました。
　２０２０年活動運動方針 ・ 予算を山本十三事務局長が
提案、 ２０２０～２０２１年度役員の選出では新たに田中
清道新事務局長が選出され、功労者表彰では退任され
ました山本十三前事務局長の表彰を行いました。
　すべての議案が満場一致で承認された後、 最後に総
会宣言を大辻亘代議員 （全印刷局労働組合退職者の
会彦根支部）が上程 ・ 確認し総会を終えました。

　必ずくる「超高齢化社会」、また、ニューヨークで開か
れた国連気候行動サミットにてグレタ ・ トゥンベリさん
が訴えられた地球温暖化対策など、 現在の政府から
はそういった問題に対する対策が全然見えてきませ
ん。今、 政府がやらなければいけないのはそういった
長期的な目線の提示ではないでしょうか？
　新春に披露された皇后陛下の御製 「災いより 立ち
上がらんと する人に 若きらの力 希望をもたらす」 とい
う歌をご披露されたように、 そういう日本になってほし
いと思っております。
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２０２０～２０２１年度新役員体制が決まりました！

滋賀県の予定される選挙日程 （２０２０年２月～２０２０年１２月まで）

私たちの一票で政治に参加しよう！

多賀町議会議員選挙
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３月１０日 （火） 告示～３月１５日 （日） 投開票

３月１０日 （火） 告示～３月１５日 （日） 投開票

６月２３日 （火） 任期満了
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１０月１１日 （日） 告示～１０月１８日 （日） 投開票

１０月１１日 （日） 告示～１０月１８日 （日） 投開票
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連合、原水禁、KAKKIN は、５年に１度開催される NPT 再検討会議にあわせて、核兵器廃絶を求める

署名活動を行い、世界で唯一の戦争被爆国である私たちの願いを、日本政府と国連に届けます。

核兵器廃絶と恒久平和の実現をめざして、「核兵器廃絶１０００万署名」へのご協力をお願いします。

検　索核兵器廃絶１０００万署名

問題１の答え ： 色気　　　　　問題２の答え ： ハーモニカ



滋賀退職者連合会報2020年 2月 19 日 第 60 号　（３）2020年 2月 19 日 滋賀退職者連合会報 第 60 号　（２）

いきいき元気に活動中！

ここはボランティアの

きっかけが「芽生える」ところ
全印刷局退職者の会彦根支部　馬場一生

　一粒の種が、 土と水と光の力を借りて、 芽生え出

し、 やがて葉を開くように。 そして、 元気に育った

苗がいずれ、 より大きな鉢や、 広い畑に植え替えら

れ、 力強く根を広げていくように。 そんなあったか

い場所をみんなで作っていくための交流拠点 「ボラ

カフェ」 を合言葉に、 毎週金曜日、 彦根男女参画

センター 「ウィズ」 彦根市社会福祉協議会地域づく

りボランティアセンターで活動しています。 ここでは、

時間に余裕ができた人、 これから何かを始めたい人

が 「ボランティアに興味はあるけどどうやって始めた

学習会の開催 女性集会 グラウンドゴルフ大会

社会保険保障制度等に関する要請行動を実施！

　政策 ・ 制度の実現に向けた運動として 「社会保障

制度等に関する要求書」 を１１月１２日 （火） に滋賀県

健康医療福祉部へ提出、 回答をいただくとともに意

見交換を行いました。また、 １１月２０日（水）には「安

心できる社会保障制度」 の構築に向けた要請行動を

嘉田由紀子参議院議員事務所を訪れ、 秘書の野田

武宏さんへ要請書を手交し、意見交換を行いました。

　滋県県健康医療福祉部との意見交換では少子高

齢化 ・ 人口減少を踏まえた介護人材の確保につい

問　題１

□ に入る漢字は？

正解は裏面へ！

お孫さんなどと一緒に
チャレンジしてみて下さい！

頭の体操クイズ

て主に議論がなされ、 介護職に就いてもらうための処

遇改善、 イメージアップ、 介護の分業などに滋賀県と

して取り組みを進めておられるという説明を受けまし

た。また、 滋賀県では介護について学ぶ機会として

「介護に関する入門的研修」 を実施されているとの事

で 「介護の知識や技術の基本を学ぶことができる無

料研修ですので、 また住まいの近くで実施する際に

は、 退職者の皆さまにもご参加いただきたい。」 と説

明を受けました。

嘉田由紀子参議院議員事務所へ要請書の手交滋賀県健康医療福祉部へ要請書の手交

異

彩

勇

圧

血 配

問　題２

（　　） に１文字ずつ入れて完成する楽器は？

（　　） —　（　　）　＝　カ

２００７年に郵政事業が民営化され、ＪＰ労組が設立されました。 その後５年間、 全逓、 全郵政の退職者組織の

統合に向けて話し合いが続けられましたが、 不調に終わりました。

２０１３年ＪＰ労組の全国大会で 「ＪＰ労組退職者の会」 の設立が決定、 ２０１４年４月に結成され５年が経過しまし

た。現在会員は全国で４５,０００名、うち女性会員は６,３００名です。

ＪＰ労組退職者の会の活動は 「親睦」 「交流」 を目的として、 滋賀県では①学習会の開催②グラウンドゴルフ

大会の開催③女性集会の開催を毎年行っています。 特に今年は懸案であったバス旅行を行います。

また、 結成以来取組んでいる 「平和を守る活動」 については、 毎年４月に原水禁広島大会へ代表を２～３人

派遣する為、 カンパを実施しています。 多くのカンパが集まり平和への意識の向上に繋がっています。

ＪＰ労組退職者の会

らいいの？」 「どんな活動があるの？」 「自分にもで

きるのかな？」 と思っている人が、 もうすでに活動し

ている人たちと 「今、 こんなことやってるよ」 「こんな

イベントがあるよ」 「一緒にやる人、 この指とまれ！」

と、 昔の仲間等に会ってワイワイガヤガヤ。 また、

初めて出会った人たちがコミュニケーションを深め新

たな発見が出来る場所です。 個性豊かな人たちが

顔を出されており、 自分の都合で出入りは自由の場

所です。 皆さんも参加してみませんか？


