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避難所の板より畳で寝れるこ
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紙カップにご飯を盛って食べ

２週目に避難所に電気

震による支社内の被害は１８

日

目頃から電気も通り始めまし

7・4の余震が発生︑JR盛

▽６月４日︵盛岡︶

日目くらいに地区で水道

流され道具がない︑手では無

たが︑わが家では水道が外で

われたが︑出そうにも物置が
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日間は︑おにぎりとみそ汁の
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たが︑﹁明日に物資が届きま

日の東北地方太平洋沖を震源と
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には逃げてきた３００人程の
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ル程動いて横転していたしト

台所は︑冷蔵庫が３メート

に大きな穴が数ケ所あった︒

て散乱し中で暴れたのか︑壁

ル︑イス︑家電は泥をかぶっ

でした︒リビングのテーブ

で田圃の中を歩くようなもの
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がキャンセルになり︑倒産す

ルが3月の地震以来ほとんど
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山﨑︵組織内︶︑大島︵推薦︶氏が当選

人が立候補し激しい選挙戦

が展開された︒
奈良岡克也氏は︑﹁みなさ
んからたくさんの御支援をい

決に向け闘います︒本当にあ
滝沢村議会議員選挙の日程は

議会議員・雫石町議会議員︑

員・盛岡市議会議員・二戸市

なお︑国労の推薦する細川

決定されていない︒

りがとうございました﹂︵奈

名︶には全水道労組出身

投開票の八戸市議会議員︵定

後半戦の 日告示︑同 日

のべている︒

外４月より︶と謝辞と決意を

良岡かつや後援会ニュース号

奈良岡氏︵組織内︶
２度目の議席確保ならず

統一地方選挙前半戦の４月

１日告示︑同 日投開票で実

施はされた青森県議会議員選
名︶に組織内候補
ただきましたが︑その期待に

挙︵定数

として立候補︑２度目の議席
応えきれずに本当に申し訳ご

歳︶は︑ ざいません︒青森には多くの

の確保を目指した奈良岡克也

候 補 ︵社 民 党 公 認・
数
で推薦候補の大島一男候補

課題があります︒核燃施設や
︵無所属・社民党推薦︑

位
原発︑雇用︑地場産業の振興

６４４２票を獲得したが

となり議席確保は残念ながら
など︑今後はこれらの課題解
位で４度目の当選を

歳︶が立候補︑２３１２票を
獲得し
果たした︒

歳︶が社民党公認

で４度目の当選に向け立候補

支社交渉委員の変更を通知
委員

伊藤

大

︵地方本部執行委員︶

︵盛岡運輸区︶

佐藤

浅井

英雄

敏治

︵八戸新幹線保線技術セ︶

委員

︵一ノ関運輸区︶

委員

︵盛岡信号メセ︶

明

利行
委員

力
要悦

れた鉄骨ビルが数棟残ってい

整理がつかない﹂という遺族

﹁突然の出来事に気持ちの

偲び︑全うされた鉄道マンと

なかで︑故熊谷さんの功績を

獄と化したすさまじい光景の

看板を見てのことだった︒地

挙には︑

激戦となる厳しい戦いの中で

の支援物資や義援金︑励まし

４月 日︑陸前高田駅に勤

☎03−3437−6810 FAX 03−3437−6822
〒105−0004 港区新橋5−15−5 交通ビル3F

光正氏︵
を予定する盛岡市議選挙は︑
地方本部は︑４月７日盛岡
支社に対し﹁労使間の取り扱

︵北上駅︶

員の変更を次の通り国労盛地

菊池

浮中

申第 号で通知した︒
記
佐々木

○盛岡支社交渉委員
幹事
委員

︵地方本部書記長︶

るものの街並みは跡形も無い︒

と同じように︑かけがいのな

しての思いを引き継ぐことを

の勝利となった︒

■引受保険会社

日付の岩手日報紙によ

委員

４月
ると市選挙管理委員会が８月

いに関する協約第２章︵労使

名に変更され︑県都

西野

間協議︶﹂に基づく組合側委

日告示︑同月

の市長選挙とのダブル選挙で
調整︑８月
日投開票が濃厚との報道がな
されている︒定数は現行の
名から
盛岡市での厳しい戦いが予想
される︒細川氏の当選に向け
た取り組みを盛岡地区中心に
進めていこう︒

ことに感謝したい︒

その後︑同行した国労東日

本本部松井書記長と地本佐々

木書記長の４人は︑降りしき

る雨のなか︑陸前高田駅に向

かった︒陸前高田市内は瓦礫
が訪れた︒気仙沼地域分会で

陸前高田駅と確認できたのは︑

＝

角田修作交運共済理事長ら関係者

故・熊谷秀三さん宅訪ね焼香

＝

共済担当していた故人に焼香

瓦礫を取り払った﹁ロータリ

で埋もれ︑市街地には破壊さ
〝みんなの共済〟をモット

した後︑妻の美智子さんに共

日告示︑同 日投開票の

大震災は甚大な被害をもたら

ウとする交運共済︵ＪＲ職域

済金と見舞金を手渡して戴い

った︒

した︒組合員の死亡１件︑家

生協︶も︑被災された組合員

た︒

日に発生した東日本

族の行方不明１件︑家屋の全

に対して一日も早く共済金や

名の矢巾町議会議員選

挙に組織内候補として立候補

件︑一部

定数
した山崎道夫候補︵無所属・

壊・流失・半壊等

い組合員を失った国労や交運

位当選で２度

見舞金を支払うために休日等

共済も想いは同じである︒だ

５票を獲得し

を返上しての手続を行なって

からこそ故人のご冥福を祈り︑ 誓った︒

損壊は多数にのぼる︒

務し︑避難中に津波で亡くな

目の議席確保となった︒同選

られた気仙沼市の故熊谷秀三

被災された組合員や家族に

の色紙等を戴いた︒そして被

東日本大震災の被害はあま

人が立候補︑少数

害の大きかった組合員には︑

りにも甚大だ︒復興には多く

いる︒

地震の影響で延期されてい

遺族の支えになるために︑共

対して︑全国の仲間から多く

る地本内の推薦する立候補を

さん宅に︑交運共済角田理事

ー﹂と﹁黄川田駅前薬局﹂の

社民党推薦︑ 歳︶は︑６４

３月

28
42

生活支援としての見舞金を届

予定している岩手県議会議

の労力と長い時間を費やすこ

訪問面談サポートと専門医紹介（このサービスは、株式会社 法研が提供するサービスです）

■募集代理店

特定先進医療

4月18日

AF104-2008-0106

※トータルケアプランS、
バリュープランS2倍以上のプランにご契約の場合にご利用いただけます。

系列法人第五支社

１０万円

10

21

済本部から足を運んで戴いた

とになる︒しかも災害は何時

起こるかわからない︒いざと

いう時にお互いが助け合い︑

支え合いながら生活再建に向

け︑前に進まなければならな

い︒労働組合と共済の発展が

組合員の福祉向上に繋がるの
だ︒

訂正とお詫び

国労盛岡１４３２号の陸中

山田駅の写真解説に誤記があ

りました︒釜石線の・・・陸

中山田駅とありますが︑山田

線の・・・陸中山田駅になり

ます︒謹んで訂正・お詫びい
たします︒

１, ０００円

〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
当社保険に関するお問い合わせ・各種お手続き
コールセンター 0120-5555-95

（＊１）
固形がんに係るものに限る。
（＊２）
原発性脊椎腫瘍または転移性脊椎腫瘍に係るものに限る。
（＊３）
ＨＬＡ適合ドナーがいないために造血幹細胞移植が受けられない小
児のがんに係るものに限る。 先進医療の給付金・一時金のご契約には、
限度があります。その他、
アフラックの基準により限度額を定めています。

プレミアムサポート※

１日につき

アベニール 株式会社

☎019−652−4841 FAX 019−651−7720
JR☎ 033−2276 JR FAX 033−2277
〒020−0033 盛岡市盛岡駅前北通4−4

■事務上の問い合せ先

１, ０００円

（2008年４月１日現在）

１日につき

＊ご健康状態などによっては、お申し込みをお引受けできない場合があります。
◎詳しくは、パンフレット
（契約概要）
をご覧ください。

年金２０万円×４年間 ＊生存している場合
１, ０００円
２０万円

62

23

13

22
38

長と同東北支所佐藤副本部長

青森地区は国労独自のメーデーに,約110人が参加（沖館市民センター）

１５万円（１年間に１回まで）

１回につき

先進医療をうけたとき
がん先進医療一時金
がんで死亡したとき 死亡保険金

10 63

18

け︑共に頑張ることを誓い合

一関地区メーデーには約500人が参加した（磐井川緑地公園）

一時金４０万円
一時金４万円

がんの場合
上皮内新生物の場合
がん診断後、
２年目から５年目まで
１年につき
１日につき
１回につき

24

10

ならなかった︒同選挙には︑

当選を喜ぶ山﨑さんと幸子夫人

盛岡国労会館

技術料１回につき
（１年間に５回まで、通算支払限度額７００万円まで）
下記㈰〜㈬以外の先進医療 実費／上限５０万円
㈰固形がんに対する重粒子線治療
㈪悪性腫瘍に対する粒子線治療（＊1）
実費／上限３２０万円
実費／上限２９０万円
㈫脊椎腫瘍に対する腫瘍脊椎骨全摘術
㈬ＨＬＡ抗原不一致血縁ドナーからのＣＤ
（＊２）
34陽性造血幹細胞移植（＊３）
実費／上限 ２１０ 万円
実費／上限１３０万円

先進医療をうけたとき
がん先進医療給付金

22

12

＝＝５.１/第82回メーデー＝＝

◆月払保険料（団体取扱）保険料払込期間 ： 終身
がん保険フォルテ ： バリュープランS 2倍 入院日額1万円
35歳
45歳
55歳
65歳
3,038円 4,222円 5,810円 7,952円

初めて診断確定されたとき
診断給付金
がんと診断確定されたあと生存しているとき
ライフサポート年金（上皮内新生物は対象外）
入院したとき
入院給付金
手術したとき
手術給付金
５日以上の継続入院後通院したとき
通院給付金
特定のがん治療で通院したとき
特定治療通院給付金（上皮内新生物は対象外）

24

15
19

保険期間：終身・契約年齢：０歳〜８０歳
バリュープランS ２倍

「がん」の生涯保障《アフラックのがん保険 （フォルテ）》

４月２３日
11

岩手県中央メーデーには、達地知事も来賓として
参加し震災からの早期復興への協力を求めた

60

17

統一地方選挙

震災からの早期復興の訴え

64

36
19

あいにくの雨となった岩手県中央メーデー（岩手公園・約2,000人が参加）

組合員の購読料は
昭和29年12月25日

10

2011年５月10日（２）

（ 組合費の中に含む ）

岡
盛
労
国
（ 第３種郵便物認可）

（１部30円）
発行定日 毎月10日

