◎消 費税 に よら ない 最低
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は次回の開催を楽しみに
しています︒

県 ・全 国 集 会 でも
元気をアピール

原発被災地ツアーで２ 敵なプラカードを作り参
人が参加し︑地元の方に 加しました︒
現状を聞き︑改めて災害
○ＮＰＯ 活動の日フェ
の大きさに驚き︑一日も ステバル
早い復興を願いました︒
○鎌倉の戦跡を訪ねて
月 日北鎌倉の戦跡
ツアーを実施しました︒
○原水爆禁止平和行進
で県内の通し行進に参加︒
頑張って県内を歩き通
しました︒
○ストップ原発大船パ
レード
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年前の 鎌倉市 長選

︵洋 ︶

は︑ 言わずも がなで あろ

ない ︒残され た者の 務め

はさ ぞ無念だ ったに 違い
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塚田 さんだっ た︒人 の印

題点 を指摘し た︒そ れが

伸ば し︑極め て的確 に問

老婦 人がシャ ンと背 筋を

の結 果報告集 会︒小 柄な

度︒

は後 にも先に もたっ た一

▼私 が御尊顔 を拝し たの

ざま の見事さ に感じ 入る

を聞 くにつけ ︑その 生き

分の 誇りのよ うに語 るの

を知 る多くの 方々が ︑自

校の 数学教師 だった 彼女

した ︒﹂とも 聞いた ︒高

﹁五 月の句会 では元 気で

会をともにした方からは︑
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毎年︑年金相談を行っ
ています︒

大 会 を前 に参 議 院
選挙に投票を

1

丁寧な年金相談

５月12日

今︑参議院選挙が戦わ
れています︒年金改悪︑
原発はノ︱︑消費税より
賃上げを︑ＴＰＰなどア
メリカべったりでなく︑
％の私たちの生活を守
るために私たち年金者組
合も頑張りましょう︒
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昨 年 の定 期 大 会 以 る行動を展開しました︒
後 ︑この一 年 こんな活
お楽 しみ活 動 に笑
動をすすめてきました︒ 顔いっぱい
○旅行 今年６月は︑
東京︒船からスカイツリー
を見学し︑とげ抜き地蔵
でお買い物︑ 人の参加
でした︒
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大船９条の方々と原発
ノーを市民にアピール
○メーデー 今年は素

街中をパレード
３月10日

②お話 小学 年で両親と
別離の疎開体験の話
斎藤悦子さん
会場
こもれび山崎温水
プール隣のレーベンスガル
テン集会場
参加費
３００円︵傷害保険・資
料代︶
持ち物 飲み物
申し込み 同封のチラシの
裏面から申込が出来ます︒
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○年金者一揆
年金額の引き下げは私
たちの生活に大きく影響
します︒断じて許せませ
ん︒
○さわやか女性のつど
い
郡上踊りや︑朗読の発
表をしました︒
○墓前祭
加入者続々と︒風光明
媚な墓前で春と秋の２回
行われています︒
○輝け高齢期運動
全国を駆け巡る高齢者
パワー︑今年も元気に︒

平和 を守る運動 も
しっかりと
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各サークル活動を旺盛
に進めました︒
花ハイク・朗読の会・
カメラウオーク・カラオ
ケ同好会・手芸・郡上踊
りを踊る会・プラチナ卓
球・麻雀サークル・年金
学習と相談会
○年金受給日宣伝行動

○おしゃべりサロン
３ヶ月に１回︑お誕生
月の方︑新規加入の方な
どと一緒に︑手作りの食
事と︑おしゃべりに花が
咲きました︒
○パソコン教室

○被災地ツアー
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○原発被災地報告
日時 ８月６日︵火︶
どうなっている生家の
９時〜 時 分
状況︒
集合場所
モノレール富士見町
やまかストア駐車場
内容
①台・山崎地域戦跡のツアー
見学
富士飛行機工場跡地・東
京スリープ工場内・旧大船
病院・山崎小学校など
コース 平地で徒歩３㎞ぐ
らいです︒
12

年金宣伝行動
６月14日

年金受給日にあわせ大
船仲通りで毎回︑組合の
お知らせと︑署名を集め
終了後、初めての腹話術なども交えた
懇親会を予定しています。
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年齢を重ねてもメカの
扱いに意欲満々の参加者

今、福島は

2月24日

◎不 公平 な く移 行で きる
階 建て の 最低 保障 年金

低年金を

年金者組合鎌倉支部
第23回定期大会
日時 2013年9月29日（日）14時
会場 レイウエル鎌倉

秋の旅行
６月7日
パソコン教室
3月26日

全日本年金者組合
鎌倉支部
鎌 倉 市 台 1438− 3
飯田
洋
TEL/FA X
0467− 47− 9720

◎無年金・低年金者も最

を
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の清流水ボトルを村長さ
ん自ら渡して貰えたのは
感激でした︒
日目︑５月 日ヴェ
ルニー公園︒横須賀港に
は福島第一原発１号炉と
同規模の原子炉を積んだ
原子力空母ジョージ・ワ
シントンが寄港します︒
原発は１年に１度︑核燃
料を交換します︒原子力
空母の核燃料交換は 年
に１回だそうです︒艦内
には 年分の大量の死の

平 和 行 進 に参 加 して

蝶

日目の５月 日︵金︶
は清川村のコースでした︒
平和行進参加者は 人と
少なかったですが村長さ
んがメッセージを読んで
くれました︒この平和行
進は被爆者を先頭に︑生
協そして原水協の三者が
主体になり神奈川全県下
を歩きます︒ですから清
川村役場を基点としてパ
レードもします︒村の役
場の方々は大変に喜んで
くれました︒清川村特産

の

内田秀 子

18

健康は音楽に乗って！

雲海に乗って﹁悟空﹂を気どる夢

空 き 教 室 入 り 出 て ゆ く 夏 の 蝶

合歓の花子の書いている丸い文字

夏

12
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灰が溜め込まれています︒
原子炉は海水により冷却
されます︒海水が地震や
津波により供給されない
と事故に繋がります︒
年分の死の灰は海水と空
気中に放出されます︒
月 日︵日︶神奈川
県内コース最後の日︑神
奈川県内の 日間のピー
スリレー︵平和行進︶に

おしゃべりサロン
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おしゃべりサロンに初
めて参加して皆様の貴重
な体験と感じ方考え方な
どを聞きながら︑自分の
過去・現在と照合・反省
の機会を得たのはまこと
に幸いです︒
この素晴らしい会を開
くに際して︑企画・準備
など先輩のご努力に感謝
致します︒沢山の手作り
の料理やお菓子は大変美
味しく頂戴致しました︒
仕事を辞めて︑時間が

返った気持ちでした︒こ
れからも宜しくお願い申

し上げます︒

ゴミの戸別収集︑有料化問題

高橋 寛

市の説明︑課題は山積

６月 日︵金︶年金組
合の受給日宣伝行動が大
船仲通り商店街で行われ
ました︒８名の参加で飯
田さん吉原さん伍さんが
次々マイクをにぎって訴
える中︑﹁これ以上年金
下げられたらやってけな
い﹂﹁年金下げて︑消費
税をあげて︑介護保険は
天引きして︑正しく使わ
れればいいけど︑復興税

ギー回収施設建設は市長
の判断で中止になってい
るということです︒
参加者から︑たくさん

７月５日︑大船ＮＰＯ
センターで鎌倉市資源環
境課の職員を迎えて６月
１日付広報に掲載された
ごみの戸別収集・有料化
問題の説明会を開きまし
た︒すでに市内で行政に
よる説明会が行われまし
たが︑広報を見て︑執行
委員会として独自に説明
会を依頼しました︒市の
説明は︑ごみ焼却施設の
老朽化と地域住民との契
約期間切れがあり︑２箇
所ある焼却施設を１箇所
で処理せざるを得ない状
況であること︑そのため︑
ゴミの減量化が急務になっ
ていること︑減量化のた
めに戸別収集と有料化の

もひかれて﹂﹁年金組合
さんがんばってね﹂とか

ようこそ組合へ

森永 子さん ︵藤沢 市
大鋸︶

の質問が出されましたが︑
回答を聞いても課題は山
積しており︑単純に条例
化するには問題が多いと
感じました︒７月に市内
各所で説明会が開かれる
ようです︒ 月議会で条
例が審議されることになっ
ています︒

伍 淑子

の声を聞きながらチラシ
を配り﹁年金改悪・消費
税増税反対︑安心の年
金制度を求める﹂請願署
名を 筆集めました︒
吉原 洋子

安心できる年金制度を

年金受給日行動

出来たが︑これから先は︑
知人や出かける先が次第
に減ると考え︑心細さを
感じ始めた折︑皆様の話
し合い仲間に入れて頂き
喜んでいます︒
会場では︑美声の朗読
を聞いたり︑優美な郡上
踊りを観たり︑他にサー
クル活動も多い由︑これ
からの愉しみです︒﹁年

導入を目指したこと︑な
どが説明されました︒以

寄せられた核兵器・平和
の願いを静岡県に引き継
がれました︒
重要な役目を果たすこ
とができました︒また︑
日間歩き続け疲れた体
ですが︑爽やかに終了す
ることができました︒た
くさんのご協力をありが
とうございました︒了
福島 ステファン

金学校﹂﹁人生これから﹂
﹁健康唱歌﹂の合唱に久

大声で歌い気持ちが若返り

し振りに大声を出し︑若

13

前から計画されていた山
崎クリーンセ
ンターバイオ
マスエセネル

報

12

編集後記

支

の続きであった

部ニュースも︑こ
の一年間︑生々し
い福島原発の被災地情
報︑組合員デビューの
たすきリレー欄の開設︒
工夫と時間を重ねたが
紙面の拡大にもっと人
手が欲しいネ︒
日が楽しい遊び

毎

らどんなにいいかと思

日は参

う︒それも平和であれ

ばこそ︒７月

！

！の勢力の拡大

院選︒せめて原発

改憲

を！

NO
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訃

小島鈴子さん︵笛田︶サークル朗読の
会で入会されました︒ 歳でした︒
塚田寿子さん︵長谷︶年金者組合発足
当時からの会員で多方面で活躍されま
した︒ 歳でした ︒
謹んでご冥福をお祈りいたします︒
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NO

14
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何歳になっても気になるのは健康︒健康でなけ
れば買い 物にも 行けない し皆さ んと一 緒に出 歩く
こと もでき ない︒ まして ︑政 治が おか し
な方 向に向 かって いると いう のに ︑う か
うか 病気な んかし ていら れな い︒ 私の 健
康法 は富士 見町に ある健 康体 操教 室に 通
い 個 ある機 械︵足腰 腕を鍛 えます ︶を
音楽 に乗っ て移動 します ︒全 てが 終わ っ
て 分 ︒高齢 者には程 よい運 動です ︒い
つま で続け られる か︑そ れが 私の 健康 の
バロ メータ ーです ︒月始 めに 体重 ︑腰 廻
り︑ 腕廻り を係の 方が計 って くれ ます ︒
私も ３年経 ちまし た︒全 てが 少し 少な く
なりました︒
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プラチナ卓球
日時 8月13・20・27日（6日休）
19時〜21時 (毎火)
場所 大船中学校体育館
朗読の会
日時 8月13・27日（第2・4火）
13時〜15時30分
場所 老人保健施設かまくら
麻雀サークル
日時 不定期、完全予約制
場所 DIKマンション１Ｆ
問合せ先 46-3919
カラオケサークル
日時 8月8日(第2木)13時〜17時
場所 カラオケムーン大船店
郡上おどりを踊る会
日時 8月3日(第1土)
13時30分〜15時30分
場所 手広西公会堂
※ 8月17日（第3土）19時〜
円覚寺境内盆踊りの見学・参加。
手芸サークル
日時 8月26日(第4月)
13時30分〜15時30分
場所 NPOｾﾝﾀｰ大船
年金受給日行動
日時 8月15日 14時〜
大船仲通りｱｯﾌﾟﾙ前
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俳 句
＝たすきリレー＝
高野台 仲築間ミキさん
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サークル8月のご案内
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