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保障年金制度を実現させ
よう
階建ての最低保障年金

◎不公平なく移行できる
を

◎ 無 年 金 ・ 低 年 金 者も最

低年金を
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昭和 年︵ 年︶我が
家は４匹の羊に︵姑︑私
たち夫婦︑娘︶なりまし
た︒
迷える羊たちは︑迷い
ながらも︑一つの目的に
向かって成長してきまし
た︒８年前に姑を送り︑
３匹になって迎えた今年︑
思いがけない暮の衆院選
で体当たりの活動を︑そ
れぞれ夢中で取り組み︑
結果︑バンザイ︑でした︒
地元の谷戸歩き中に︑
鍵をかけひっそり暮らす
﹁昼間ひとり老人﹂の多
いことに︑これからの問
題を見つけました︒道は
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猪俣静江 さん
﹁往と住﹂この世を往
かなくてはなりません

人︑どんな方？﹂﹁大き いろいろ違っても︑生命
いけど︑無口で不器用な と︑暮らしを大切にする
人だから︑そういう催し 考えで︑我が家の羊たち
には︑参加しないと思う は︑沢山の︑これからの︑
の︒﹂朗読の折に︑ひょっ いくつもの選挙を︑この
と し て ･･･
と ︑ 心 に 留 ま 問題解決を片手に︑へこ
委員 長 飯 田 洋
る人を見つけて︑Ｎさん たれず︑小さな歩みを続
に聞いてみようと思って けていくことも誓い合い
安倍首相は新年の記者 にされてしまうのかどう いた︒ 月に入って直ぐ 新年を迎えました︒
会見で述べました︒﹃賛 か が 問 わ れ て い ま す ︒ に︒ご主人の訃報が届き︑
否両論は激しいだろうが︑ ﹁改憲﹂﹁戦争待望論﹂ 葬儀場の遺影に︑﹁ああ︑ 角田正夫 さん
公約どおりに憲法﹁改正﹂ を国民の側から出させて やっぱり︑この人だ！﹂
一昨年入会しましたが︑
にまい進する﹄と︒いよ はなりません︒そのため と︑心の中で呟いた︒個 今まで﹁誕生会﹂と﹁史
いよ憲法をめぐって﹁戦 にも生活不安に陥れられ 性的な︑ぼさぼさ眉に︑ 跡めぐり﹂の２回参加さ
争する国づくり﹂攻防の てはなりません︒年金︑ 長い顔︑心が真直ぐで︑ せていただきました︒み
幕が切って落とされまし 医療︑かいごを始め社会 詩 人 の よ う な 人 ･ ･︒
なさん趣味を生かしなが
･
た︒どんな戦争も国民の 保障をめぐるたたかいは ﹁Ｎさん︑ご主人は︑朗 ら仲間と力を合わせてよ
意思がその支えとなりま 年金者組合の真骨頂のは 読の度に︑熱心に聞いて り良い人生を目ざしてい
す︒安倍内閣閣僚一九人 ずです︒敗戦の年に生を くれていましたよ︒有難 るように思いました︒私
中一六人が右翼組織﹁日
享 け た 人 も 早 や 七 〇 歳︒ う︒ゆっくり︑お休み下 は今年 歳になるのです
本会議﹂や﹁神道政治議 子や孫にどんな社会を引 さい︒﹂
が︑登山やハイキング︑
員連盟﹂に属しているそ き継がせるか︑例年に増
合掌
観劇を楽しみにしていま
うです︒国民はその餌食 して気をひきしめて参り
す︒登りたい山は山ほど
御崎教子 さん
ましょう︒
あるのですが︑歳ととも
に実現が難しくなってき
ています︒最近は山の映
新春干支特集
画を観たり本を読んで楽
しむことが多くなってき
ひつじ年さん
ました︒観劇の方は︑鎌
倉演劇鑑賞会に入って年
からの
に６回の例会を楽しみに
しています︒最近は東京
メッセージ
まで足を延ばして気にいっ
た劇団の公演も楽しんで
います︒辛く厳しい事が
多い昨今ですが︑今年も
みなさんとともに歩んで
いければと思います︒

早川京子 さん
バスの中でＮさんに会っ
た︒大きな風呂敷と包み
を持って︑入院中のご主
人を見舞うという︒﹁あ
ら︑私もリハビリセンター
に行くのよ︑朗読のボラ
ンティアで︒ねえ︑ご主

戦後七〇年の
節目にあたって

４７ − ９７ ２０

◎消費税によらない最低
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この世に住んだものは
誰でも
︵詩人 吉野弘︶
昨年は病気になり︑こ
の２行の詩を何回も読み︑
限りある命を考えた年で
した︒
だいじょうぶ︑だいじょ
うぶ︑と励ましの言葉に
ささえられて︑今年はた
くさんの楽しみをみつけ
て行こうと思っておりま
す︒

東 淑恵 さん
未来の抱負 などと
書けば︑年令が一目瞭然
とわかってしまう︒こん
な恐れも新年を迎えた今
どこかへ消え去り︑つぎ
つぎと抱負がわいてきた︒
羊はふくよかで︑あた
たかい︑と印象ずけら
れているそうですが︑
羊年に生まれて幸せに
思っております︒私は
昨年から﹁古典芸能﹂
﹁玉すだれ﹂の先生に稽
古場で激励を受けながら︑
併せて健康増進のため︑
楽しんでいます︒
﹁楽しいが一番﹂ ･･･
今年も年金者組合のお
仲間と手を携え︑私なり
の思いでつながっていき
たいです︒

︵裏面へ続く︶

早くも旧聞に属する事

になってしまったが昨年

末の総選挙結果にふれな
いわけにはゆかない︒投
票率︑小選挙区制などの

根本問題はひとまず脇に
措く︒▼結果の特徴を私

なりに順位づけて言えば
①沖縄全選挙区の自民惨
敗②共産躍進③自公横ば
いとなる︒とりわけ①は︑

未来のこの国の方向性や

在り方を示しているよう
に思う▼新基地建設反対

の一点での﹁ひやみかち・
うまんちゅの会﹂︵もん
なでがんばろうの意だそ

うだ︶は知事選同様︑見
事なたたかいぶりを見せ

た︒沖縄の統一戦線の萌

芽で在ろう事は疑い得な
い▼今︑自問している︒

﹃本土は沖縄から何を学

ぶべきか﹄と︒﹁一点共
闘﹂の重層的多面的つな
がりがそれを可能にする
と言われても︑まだ胸に

ストンと落ちない︒▼誰

も明快に答えられる訳は
無いのだ︒すべての人類
の歴史がそうであるよう
に︑未来は予測できない︒
だからこそ未来は希望で

あり魅惑的なのだろう︒
︵洋︶

最終処分場のある世界で
唯一の国でもある︒﹁地

ホームページ︵ jiroc c 年男になれるだろうか︒
︶
omの充実が必要だ︒市 それを考えると︑この
民活動センター運営会議 年ではなくて︑次の年男
のＨＰ作成講座でＣＳＳ
フィンランド＆ドイツ
を復習しよう︒ボランティ
ア活動﹁日本の詩歌を声
に出して読む会﹂での認
知症支援の活動もやり抜
く︒一緒にやってくれる
仲間を確保したい︒鎌倉
森と湖の国そして子供
演劇鑑賞会
の学力世界一フィンラン
の会員も増
ドは使用済み核廃棄物の

質︶で埋め密閉する︒生
物に放射能が安全になる

杯になるまでの埋蔵保管
し︑その後トンネル内全
てをベンナイト︵粘土物

﹁ヨーロッパの原発施策と福祉・
平和を考える旅﹂に参加して

中島みち子

ようこそ組合へ

岩崎 章子さん︵二階堂︶
後藤 忠三さん︵藤沢市︶

編集後記

今

今

年の干支︑ひつ
じ年の方からた
くさ んの メッ セ ージ を
いた だき あり が とう ご
ざい まし た︒ 組 合員 の
交流ができることを願っ
てます︒
この新聞は︑
人の手で作られ
てい る幸 先の 良 いこ と
に間 もな く４ 人 体制 に
なることになっている︒
さて ︑ど んな 紙 面に な
るの か︒ 作っ て いる 私
もワ クワ クの 楽 しみ ！
乞うご期待？
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落合 恵子さん

し今後数年かかるという
ラインスベルク原発では
建設から 年利用し廃炉
に同じ程度の期間かけ廃
炉費用も建設費用の３倍︑
廃棄物は中間貯蔵施設に
年保存その後解体し最
終処分場も決まっていな
いという︒
翻って日本の原発は
基以上︒多くはこれから
順次廃炉にしなければな
らない︒大変な使用済み
核の処理は棚上げしたま
までの 年間を見据えて︑ まで再稼働はあり得ない
一日一日を着実に歩もう と改めて感じて帰ってき
と思う︒
た

やしたい︒
ターゲット

まで 万年かかる︒この
計画を国民は信頼してい
るという︒
ドイツは﹁福島﹂後３
か月に２０２２年まで全

原発 基を廃炉にする閣
議決定した︒反原発団体
始め国民の連日の反原発
行動が国の決定を促した︒
年前に廃炉事業を開始

25

ひつじ年のコメント︑つづき
子育て︑仕事︑介護か
ら解放されたのは一昨年
のこと︒﹁さあこれから
やりたい事を始めようと﹂
朗読やカラオケの会に入
れていただいて楽しんで
います︒一方﹃食事と健
康の会﹄というのをつく
り︑講師の先生をお呼び
し︑﹁病気を治し健康の
ための食事﹂について勉
強会を開いています︒年
をとってくると︑何をす
るにも健康が大切︒﹁人
のお役に立ちたい﹂と活
動している人を︑より活
発に動けるように健康面
でお手伝いしたい︒そう
いう点で少しでもお役に
立てればと思っておりま
す︒そのためには︑今年
もより多くの事を吸収し
て力をつけていきたいと
思っています︒

石川勝巳さん
障害年金受給支援の活
動は昨年以上の実績を確
保したい︒そのためにも

は年金者組
震も火山も津波も洪水も
合の組合員だ︒あと何回︑ ない国﹂であり原発は建
設予定も含め
て５基︑最終
処分地オンカ

50
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健 康︑趣 味︑勉 強︑ 楽 しみながら
塞を患いましたが︑幸い
後遺症は殆どなく︑仕事
︵老人や障害者への車に
よる送迎サービス︶も続
けており︑又従来から老
人福祉施設︵今泉さわや
かセンター︶で卓球をし
ておりましたが︑仲間に
誘われ︑年金者組合の卓
球サークル︵プラチナ︶
に加入
し︑毎
週大船
中学校
の体育
館で楽
しんで
おります︒その後︑年金
者組合にもその趣旨に賛
同し加入させていただき
ました︒又頭の体操のた
めに︑健康麻雀を月何回
か参加し︑楽しんでいま
す︒こうした仕事や趣味
ができるのも︑健康であ
ればこそだと思います︒
今年も︑健康に留意し︑
頭と体をフルに回転して
頑張ろうと思います︒

内 田 秀 子

.

池田翔一さん
還暦の年の未年ではさ
して何も感じなかったけ
れど︑古希を過ぎて七巡
目の未年ともなると何や
ら長生きしたな︑人生残
すのはあと 年かと感慨
もひとしお⁝︒思えば結
構勝手気ままに生きてき
たし︑夜中にトイレに起
きて寝付かれないとやた
ら昔を思い出す︒年老い
た証拠だな︒今更生き甲
斐やらやり甲斐やらは重
たくて︑暇を持て余すの
も悪くはなくこんな余生
を送れるのを感謝しつつ︑
人に迷惑をかけず役にも
立たず︑Ｐ
ＰＫを意識
しながら次
の未年は無
いものと覚
悟して⁝︒

天

12

10

17

藤田充義さん

南

1
ロは花崗岩の
強固な岩盤の
地に地下５２
０ｍに 年後
核廃棄物が満
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今年︑私は６回目の年
男を迎える事ができまし
た︒２年半前︑軽い脳梗

見

なつかしい人訪ねて来たよ実南天
なべ

鰌鍋

どじょう

12月15日（月）、21名の組合員の参加により、
年の瀬で賑わう大船仲通りアップル前で行い
ました。自民党の身勝手な解散により急きょ
行われた衆議院選挙の結果が報じられている
中での行動でした。結果は共産党の倍以上の
議席獲得がありました。今後の国の進路を決
める重要案件であるさらなる消費税増税、集
団的自衛権の行使、秘密保護法の施行、社会
福祉の削減などこれからの暴走に対して怒る
人々が、次々と署名に訪れ、過去最高の72筆
をいただきました。訪れた人の声として、消
費税が8％にアップした後、物価が著しく上昇
し、年金が削減され続ける今後を考えると生
活の見通しが立たないという声がほとんどで
した。また、今、政府が考えているマクロ経
済スライド制を説明すると、一緒に買い物に
来た人に、署名を薦める人が沢山いました。
前回に引き続き若い人の署名も目立ちました。
話によれ学校で社会福祉を学んだとの事、教
育の大切さを感じました。20万人署名として
は今回で一応の区切りですが、鎌倉支部とし
ては合計過去最高の888筆の署名をいただきま
した。皆様のご協力に感謝申し上げます。
秋野正彦
60
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暮れの受給日署名宣伝行動

プラチナ卓球
日時 3・10・17・24日
19時〜21時 (毎火)
場所 大船中学校体育館
朗 読の会
①日時 10・24日(第2・4火）
13時〜16時
場所 老人保健施設かまくら
②日時 4・17日(1水・3火）
13時〜15時
場所 山崎リハビリセンター
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 12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 7・21日(第1・3土)
13時30分〜15時30分
場所 手広西公会堂
囲碁の会（銀星会）
日時 9日(月)
13時〜17時
場所 深沢行政センター
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カットグラスきらきら冬の灯を映し
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よ くし ゃ べ る隣 席 の 人 泥

サークル2月のご案内

2015年1月20日
支 部
合 鎌 倉
年 金 者 組
第235号

