＝第 回﹁ 反 核 燃 の 日 全 国 集 会 ﹂ ︵ 青 森 ︶ ＝

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」
▽５月
第
会

・

日︵東京︶

回東日本本部軟式野球大

の検証も中途の段階で原発

長より﹁福島第１原発事故

委員会の奈良岡克也事務局

基調報告は︑県反核実行

たとしか考えられない︒ま

矛先を代え︑責任に転嫁し

が原発事故を大臣の発言に

言こそが真実であり︑政府

られた大臣がいた︒この発

▽６月３・４日︵箱根︶
国労本部﹁東日本ブロック組
織拡大経験交流会﹂
回地方本部ゴルフ大会

▽６月５日︵安比︶
第

支部副委員長

平田さん議席確保
５度目に一歩及ばす

＝大船渡市議員選挙＝

︶が施行

日投票で大船渡市議

会議員選挙︵定数

全国からの報告では︑福

再稼動の判断は無謀であり

た︑﹁絆﹂という言葉で地

の街﹂発言をして辞任させ

島県平和フォーラムの竹中

亡国への道︒高速増殖炉と

た︒

柳一代表が︑﹁原発いらな

域住民さらには国民に復

こう﹂とあいさつをした︒

４月

された︒

切るためにさようなら原

が原発建設を阻止できず原

▽６月９日︵盛岡︶
地方本部組織部長・教宣部長

日︵盛岡︶
合同会議

▽５月
策研究集会

旧・復興を求めるものではな

岩手県交運労協幹事会及び政

核燃サイクル・再処理工場

く︑国･政府の責任で責任転

発！１０００万人署名を総

発事故の発生を許した私達

プルサーマル計画は破綻︑

い！３・

同選挙には自治労出身︑国

号線を

釜石から宮古ま

保に向け定数６減という厳し

が立候補し５度目の議席の確

を映して輝いてい

穏やかで太陽の光

に見る三陸の海は

走った︒久しぶり

で国道

い選挙戦を展開した︒平田さ

た︒養殖いかだが

労も推薦する平田ミイ子さん

んは︑７２０票を獲得したも

湾内に見えて︑海

位で議席の

のの一歩及ばす

確保はならなかった︒

東日本大震災﹂は無

の景色を見る限り︑去年の

かったかのように感じてしま

﹁３・

う▼陸地に目を転ずると大震

災の爪痕の大きさと深さをあ

らためて思い知らされる︒海

れ 三 陸 鉄

よみがえ

日に宮古小学

着︑同市泊まり︒早朝同市

津市を出発し同夕刻盛岡到

執行委員を含めた７人が沼

るのかわからなくなる︒復興

いるのに︑どの辺を走ってい

知っている町と道路を走って

異常なほどに視界が広い︒

国労静岡地本ＯＢ中心に現地へ

道！ミニＳ

を出発︑

岸沿いの町並は壊れたままで︑

Ｌ運転被災

日には大船渡シーパ

元年といいながら復興の兆し

でミニＳＬの運転を行い被

る自治体がなかなか見つから

うだ︒処理を引き受けてくれ

だ▼瓦礫の処理も進まないよ

校︑

を感じることができない景色

地本のＯＢ

災地の親子たちと交流︵３

ない︒原因は︑被災地の瓦礫

地激励行動

日は釜石平田小学校

︵６人︶を

地区で約３００人が訪れ

ル︑

中心に実行

た︶が図られた︒

が国労静岡

委員会を結

や地方本部

㈱三陸鉄道

社員が手伝いと復旧・復興

図った︒三陸鉄道からも︑

に現地での手伝いと交流を

古地区などの組合員を中心

国労も盛岡支部役員や宮

像できる▼﹁耐震的に不利な

そうであろうことは容易に想

い子供を持つ親は︑なおさら

いきれないからだろう︒小さ

﹁被ばく﹂に対する不安が拭

の放射能汚染と︑それによる

成︑事前に

な ど に 連

に向けた三鉄グッツ販売な

どが行われた︒

絡︑打ち合

日に

わせを行い

４月

年放置し

構造で︑﹃欠陥﹄を指摘され

ていた︒東電の安全対策の欠

ていた電気設備を

陥をあらためて露呈﹂﹁福島

く仕事をしている︒国労から

の助役試験合格者が出てい

日盛岡貨物ターミナル駅

盛岡総鉄門前集会を実施﹂

年

第１原発が立地する町とその

後も高線量が残る﹂﹁原発

付近には︑除線無しだと

キロ圏﹃避難対策めど﹄ゼロ︒

最後に佐藤書記長が﹁報告

る﹂などが出された︒

を組織拡大に繋げたい﹂とま

この職場はおかしいと国労の

﹁話をしない東労組の中で︑

月

ミニＳＬ被災地運転で交流

稼動の大前提は崩壊した︒

嫁することなく全力で取り組

ての原発が止まる︒しか

集会では︑青森県反核実
の使命である︒私達には︑

会﹂が開かれ︑全国から１

◇

六ヶ所核燃料サイクル施設

し︑全原発が止まれば電力

力で達成しよう﹂と報告し

行委員会の三上武志実行委
自然豊かな青森県を未来の

万６０００人が参加︒県民
代表６人が﹁子供のために

賀庸

むことを強く求める︒

された︒この日の青森市は︑集会前の午前中は吹雪で︑開始の午後には時折日差しがのぞいた

が不足するという嘘がここ

た︒最後に︑集会アピール

員長が﹁昨年３月東京電力
子供達に引き継ぐ責任があ

自主避難︒二重生活となり

仲間に話しかけてくる社員が

とめ懇親会に移った︒

たが︑各部所に組合員がちら

が廃止になり大異動が行われ

流集会を開催することが出来

昨年は震災の影響で春闘交

能による汚染は続いているし︑

新聞記事に目がとまる︒放射

対象住民４４２万人﹂という

発がないと電気が不足し︑経

事故時の対策はまったく整っ

済が沈滞し︑豊かな生活がで

なかったが今年は開催出来て

いずれ組合員は情報を伝え

きず不幸になる﹂という︒し

大変良かった︒例年の３月開
害に強い安心して暮らせる社

人員が︑

合い交流することが大事︑国

ばり︑人員が増えて会話があ
中で闘われ︑ＪＲ会社がこの

会を作らなければならない﹂

た﹂﹁職場で仕事を回してい

労の要求で会社側が動いてい

り職場が明るくなった﹂﹁エ
盛岡支部主催の春闘交流集

と問題提起された︒

るのは国労だということを若

ていない▼それでも原発を稼

危機を労働者を犠牲にして乗

次に分会からの職場実態報

手にアピールし手ごたえを掴

動させたい人達がいる︒﹁原

り切ろうとしているのは︑こ

告に入り︑﹁社員の切実な要

かし︑豊かで平穏な幸福を壊

催が北上市議選に集中するた

日︑盛岡国労会館

れまでのＪＲ貨物の施策を見

求の実現を目指す個人署名と

ることも事実︒そういうこと

したのが原発だったではない

ルダー組合員が増えて︑分会
で行われ分会代表者︑支部役

れば明らか︑客貨一体の運動

んでいる﹂﹁北上市議選では

を掲示板でアピールする必要

意を述べた︒
また︑福井県平和環境人
権センターの水上賢市事務
局長は﹁関西電力・大飯原

国

た︒

員ら

会が４月

人が出席し意見交換し

を作り上げるための共通課題

ハガキを本社に提出するも会

推薦候補当選に向け他労組に

がある︒

を全国に訴えていく﹂と決

佐々木委員長が座長を務め

を明らかにし国労組織の強

社側は経営状況を踏まえると

も応援してもらった﹂﹁職場

め４月になった︒

﹁重要課題は組織拡大︑支部

化・拡大を追求しよう︒同時

ベアのできる状況にないこと

の半分が平成採用者になり仕

人に増え

発︵福井県︶の再稼動を巡

執行委員は各分会の執行委員

に震災を口実とした雇用と労

年連続ベア・ゼロ

事に一抹の不安があるが楽し

人から

る政府の対応について︑全

会に参加していきたい﹂と決

を表明︒

支部執行委員

ならない︵髭︶

ために原発を再稼動させては

か︒全ての命と地球の未来の
基の原発で現在稼動し

に対する抗議行動を展開し３

勝義

働条件の改悪を阻止し︑被災

米田

地への復興・支援を強め︑災

◇

意の挨拶を述べ︑佐藤書記長

笹山

の直下には活断層が指摘さ
れている︒事故が起きる前
に撤廃するべきだ︒青森県
は全国の先駆けとなり再生
可能エネルギー社会の実現

が小雪が舞う寒い日となった︒そうした中︑全国から約１１５０人が結集︒昨年３月の東京電

で明らかとなる︒それ故に

と核燃サイクルの輪を断ち

力・福島第１原発事故の経験から︑原発再稼動反対と脱原発・エネルギー政策の転換︑青森県

･福島第１原発事故で︑国
る︒脱原発・自然エネル

福島第１原発事故後﹁死

を採択し集会を終了した︒

民の多くが原発の危険性に
ギー社会の実現︑六ヶ所再

ようとしている﹂と報告し

政府は大飯原発を再稼動し

気付かされた︒福島の人々
処理工場の本格稼動阻止に

全国から1150人が結集

の未来︑環境汚染︑人体被

福島県民大集

ルで市民に訴えた︒８日は六ヶ所 村 の 日 本 原 燃 本 社 前 で 現 地 抗 議 集 会 を 開 催 し た ︒

集会後は︑デモ行進を行い﹁再処理工場稼動反対﹂﹁原発再稼動反対﹂などシュプレヒコー

からの撤退を訴えた︒

を核のゴミ捨て場にさせない六ヶ所再処理工場の本格稼動阻止︑使用済み核燃料の再処理事業

回４・９反核燃の日全国集会︵青森県反核実行委員会主催︶が４月７日︑青森市で開催

18

から﹁春闘は︑厳しい状況の
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組合員の購読料は

（ 組合費の中に含む ）

（１）2012年５月10日

は﹁秀三さんに最後会ったの

︵代読／佐々木地本書記長︶

盛岡地方本部の齋藤委員長

りました︒

す﹂と秀三さんの死を残念が

日の事の様に思い浮かびま

秀三さんでした︒すべてが昨

事︑国会見学を企画したのも

んは﹁一緒に選挙戦を闘った

元衆議院議員の菅野哲雄さ

報は︑秀三ちゃんを好きな人

ます﹄との答え︒今までの情

だから︑今は安置所を回って

でしょう！何日も経ってるん

の問いに奥さんは﹃もう無理

﹃秀三ちゃんどうなった？﹄

報の中︑やっと連絡が取れ

まだ消息が分からないとの情

のメールが入ってくる一方︑

から﹃秀三さんは大丈夫だ﹄

てもらいたい﹂と述べました︒ 気にしながらいました︒各地

私たちもよろしくお願いしま

幸せでした︒今後も秀三同様

まっていただき秀三は本当に

は︑お父様より﹁こんなに集

いらっしゃいました︒謝辞で

谷精治様と奥様の美智子様が

御遺族からは︑お父様の熊

あらわにしました︒

だったんですね﹂と悲しみを

い︑大丈夫なはずだメール

たちからの大丈夫であれば良

◇

ありがとうございました︒

にたくさんの思い出と教訓を

その日までさようなら︒最後

れまで待っていて下さい﹂と︒

順々にそちらに行きます︒そ

﹁今日参会のみんなもいずれ

した︒誰かが言ってました︒

みんな秀三さんを大好きで

す﹂と挨拶をいただきました︒

の市民に訴えることができ︑

西日本本部から檄布︑色紙

川民夫さんが﹁あの地震には

最後に同じく釣り仲間の石

いこう﹂と訴えました︒

こそ憲法をくらしに活かして

震災による被災者のため︑今

っている平和憲法を守ろう︒

運輸・南大阪運輸・阪和駅区

輸・京滋運輸・大阪環状片町

際︑同協議会から大阪本線運

月号掲載︶が被災地を訪れた

協議会の代表団︵国労盛岡４

ありがとうございました︒

激励色紙をいただきました︒

ら分会・地方本部への檄布と

地方本部︑和歌山地区本部か

八戸も国労独自集会、桜の下
ホロ酔い気分で記念撮影（八戸地区協）

青森も集会後、大宴会

一戸地区ではこじんまりと開催
（地区労事務所）
デモ行進を終わり
盛岡地区も花見酒80人

北上はさくらホールで開催、
国労参加者面々

一関地区は磐井川緑地公園
での集会後デモ行進

被災地宮古でも元気に開催
（宮古駅前広場）

青森地区は国労独自のメーデー、
130人参加（合浦公園）

組合員の購読料は

新たな悲しみと惜別の念

人︶

沼プラザホテルにて営なまれ

故・熊谷秀三さんを偲ぶ会

４月８日︑東日本大震災に

に聞き入り︑チラシを受け取

の関心も高く︑足を止め演説

再稼動の動きがある中︑市民

気仙沼地域分会 熊谷 泰幸

から足を運んで頂いた各級・
は２月 日の組織部長会議で
した︒組織拡大など地域の難

平和憲法守り︑くらしに活かそう

各機関の皆さま︑それと秀三
さんをこよなく好きな皆さん
しさを話されていたのを思い

ました︒︵参会者
国労本部石上執行委員長を
本当にありがとうございまし

より犠牲となった前気仙沼地

域分会執行副委員長・故・熊
はじめ︑わざわざ遠いところ

ってくれました︒途中雨の中

大変有意義な行動となりました︒

出されます﹂と話されました︒

活動と︑消費税引き上げ反対

の行動となりましたが︑多く
や原発の再稼動阻止などを訴

た︒この場をお借りして御礼

＝平和環境岩手県センターで街宣＝
迎えた５月３日︑平和環境岩

今まさに︑憲法改正や原発

えるチラシを配布しました︒

友人代表の後藤眞敏さんは
り︑震災の翌日も岩洞湖に釣

手県センター・平和運動部主

﹁二人でワカサギ釣りにはま
りに行く予定でした︒一年

催の﹁５・３憲法記念日街頭

会は︑前一関地区協委員長

日︑やは

を述べさせていただきます︒
の鈴木孝夫さんの司会進行と
たった今年の３月

宣伝行動﹂が行われました︒

周年を

発起人を代表しての熊谷分会
り待っても貴方は迎えに来な

憲法が施行されて

長の開式の辞で始まり︑しめ
かった︒いずれ私もそちらに

盛岡駅前では豊巻平環セン

孝

やかに執り行われて行きまし

行きます︒それまで待ってい

ター議長・伊澤社民党代表・

及川

た︒祭壇の綺麗な花にも負け

て下さい﹂と寂しさをにじま

◇

ぬ満面の笑みを浮かべた秀三

盛岡地区協

さんの遺影は︑参会者に新た

自分も驚いたものの︑そうい

その後︑宣伝カーで盛岡市

の各分会と広島・岡山・北陸

お別れのことばで︑国労本

えば秀三ちゃんは確か出番

内３コースに分かれ街頭宣伝

小西県議が﹁戦争放棄をうた

せました︒

日に西日本本部運輸

部石上浩一執行委員長は﹁秀

だったはずと思いながら︑携

３月

三さんが亡くなった事を残念

帯の繋がらない状態で安否を

しました︒

に思う事と︑これからも本人

21

12

の意志を継いで分会も頑張っ

岩手県中央メーデーでは、復興再生が
強く訴えられた
（岩手公園）





◇第83回メーデー・国労の旗も各地に◇



＝多くの仲間、関係者が参加した偲ぶ会＝

谷秀三さんを偲ぶ会が︑気仙

26

な悲しみと惜別の念をもたら

65

50

４月８日／気仙沼


復興再生をすべての労働者の連帯で

2012年５月10日（２）

（ 組合費の中に含む ）
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盛
労
昭和29年12月25日

国
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