日

時から盛岡

第１回地方本部ボウリング大会
第１回地方本部ボウリング大会が９月
チーム

人が参加し２ゲーム

市のラウンド１スタジアム盛岡店で開催された︒
大会は︑1チーム４人・
の合計点で競い順位を決定する方法で行われ︑北上地区協
駅連合チームが優勝した︒

準優勝

◇
北上地区協駅連合チーム

優 勝

と主な個人賞は次の通り︒

華麗なフォーム？スコアは？
ボウリング大会は︑昨年ま
で開催されていたソフトボー
ル大会の代わりのレクレー
シ ョンとして計画され︑同日
回家族会総会
青森地区協Ａチーム
第３位
北上地区協工務チーム
◇
︿個人賞﹀

凉︵盛岡︶

◎Ｂ・Ｂ賞︵男子︶
髙橋

▽
▽
▽

日︵盛岡︶

回盛岡地区協運動会

月

第
月

日︵青森︶

日︵大宮︶

青森支部組織拡大対策会議
月

各地方本部三役組織部長会

月

議
▽

第

日︵盛岡︶

回盛岡地方運輸協議会
定期委員会

月３〜４日︵田沢湖︶

▽

第

回国労東日本本部マラ

日︵盛岡︶

回盛岡支部定期大会

月

ソン大会

第

第

▽

第

国労東北協議会労働講座及

▽

日︵東京︶

び総会
月

▽
▽

月

日︵仙台︶

回東北交運労協定期総会

小生もついに五

十路に突入した︒

これといって何か

特別なことをした

才に

わけでもなく︑気

なってしまったと

が付いたら

いうところである

日︵青森︶

月

▼最近︑なぜか人間の﹁死﹂

回青森支部定期大会

年度︶から導

エルダー社員制度は２００

員においても出向先のみなら

は喫緊の課題︒エルダー組合

の継承・発展に向け組織拡大

り︑齋藤委員長が﹁国労運動

け皿として残したい﹂﹁２年

ダーで働いている︒今後も受

なかったが︑現在５人がエル

も必要﹂﹁沿岸部に出向先が

給となったが︑日常的な点検

理者が特勤手当を誤入力︒追

ーとなる組合員も対象に交流

交流会は﹁これからエルダ

社の中でも最も労働条件が悪

が増加︒委託先はグループ会

進で︑

月１日により出向者

なった業務体制のさらなる推

検を︒グループ会社と一体と

いては自身でもしっかりと点

書記長が︑﹁諸手当関係につ

うるのではないだろうか?▼

強めて行きたい﹂とまとめた︒ を懸命に生きる強制力となり

く︑改善に向けて取り組みを

素人の哲学的な前置きは終わ

受け止めてこそ︑今の﹁生﹂

である︒﹁死﹂をしっかりと

イナスではないと考えるから

決して今の﹁生﹂にとってマ

﹁死﹂について考えることは

るという事実のなかで︑

生あるものはいつか死を迎え

考えないのではないだろうか︒

についていろいろ考えるよう

入され︑今年度で５年目を迎

ず現職社員へも大胆な国労加

前に入社したプロパー社員が

りとして︑本題に入ろう︒

になった︒それはアラサ︱・

えている︒こうした中で地方

８年度︵平成

日︑盛岡国労会

入の呼び掛けを︒また︑出向

﹁今の日本のかたちが見えな

みとなっていない﹂等々︑多

本部は９月

先の諸問題改善について支社

していく必要がある︒具体的

い﹂﹁１年後︑５年後日本は

アラフォー世代の人はあまり

館４階にて﹁第３回エルダー

最近退社したが︑辞める事を

には次回交流会に反映させて

どうなっているのだろう?﹂

こうした声を受けて佐々木

組合員交流会﹂を開催した︒

を窓口にしながら積極的に取

誰も止めようとしない職場に

いきたい﹂との阿部副委員長

くの課題が報告されていた︒

・盛岡地区協Ｃ

体調不良等により急遽欠席し

り組んでいく﹂と︑地方執行

不満︒こうした職場をどうに

の挨拶で閉じ︑懇親会へと移

厳しい職場の実態︑改善に努力

・北上地区協駅連合

た組合員もおり︑エルダー組

委員会を代表して挨拶し座長

分

◎Ｂ・Ｂ賞︵女子︶

・宮古地域

人と

かしていきたい﹂﹁

・青森地区協Ａ
・青森地区協Ｂ
・八戸地区協
・盛岡地区協Ａ
・盛岡地区協Ｂ

・北上地区協工務
・一関地区協

︶

・家族会︵やまびこ︶

合員６人を含め全体で

に就任した︒

︿参加チーム﹀︵

・家族会︵こまち︶

小規模にならざるを得なかっ

務だが︑暦日単位での公休・

から翌日の１時

交流を深めた︒

る等︑時間が経つのを忘れて

行︒国労運動の歴史を振り返

で考えることを省略して漠然

アから流されている︒それを

が︑連日のようにマスメディ

という街角でのインタビュー

分までの勤
実態を含めた近況が一人ひと

特休付与のため︑実質的な休

とした不安感にとらわれる︒
来賓の方々の挨拶︑弁護団の

挨拶がありました︒その後各

起こっている状況︑安全・安

労働条件の低下など︑現実に

止めの発生や︑出向先会社の

改めて認識しました︒

はなかろうか?▼ギリシャの

の結果が︑今の日本の状態で

見聞した視聴者は︑自らの頭

りから話され︑﹁出向先の管

原発での会社側の対応等々の

そして︑その矛先を自分以外

時
・家族会︵はやて︶

小林副委員長の司会で始ま

世代に引き継いでいく事が重

発言など︑東日本本部内での

の誰かのせいにすることで問

参加者の自己紹介では職場

たものの︑実り多い交流会と
・地方本部Ａ
・地方本部Ｂ

ます︒契約社員の方々の雇い

様々な問題や課題が浮き彫り

今年度の東日本本部定期大

入から︑私たち地方にいる組

今大会で見たこと・聞いた

し︑国労ここにありと存在感

向き合いチェック機能をはた

繋がりを持ちながら会社側と

にいる仲間・他労組の仲間と

の中で結果を出さずに︑身近

私たちが変な親父にならず頭

した︒そして感じたことは︑

会執行委員会で報告してきま

は９割が日本人である︒この

日本の国債は円建てで保有者

倒的に外国人が多い︒対して

ユーロ建てで国債保有者は圧

もいるが︑ギリシャの国債は

本も破綻寸前だと指摘する方

りも高いということだけで日

の対ＧＤＰ比率がギリシャよ

財政破綻を見て︑日本の国債

題の先送りをする︒その連鎖

合員も 勇 気 ・ そ し て パ ワ ー

こと・感じたことを︑過日分

め一人ひとりが地方から何と

を見せなければいけないと思

た︒
など職場から点検・摘発を進

を 貰っています︒私自身も含

首都圏での若い人たちの加

会は︑盛岡市の奥座敷とも称

定輸送が脅かされていること

回東日本本部大会に参加し思う

要な課題の一つだという事を

になった大会だと思いまし
報告︑石上本部委員長の挨拶

めていかなければと私自身思

いなおしました︒また︑各代

しても拡大をしなくてはいけ

今職場では様々な雇用形態

います︒私たちの運動を次の

め組合員の年齢が高くなって

た︒東日本会社︑貨物会社含

旧に対しての問題︑福島第１

復旧の問題︑ＢＲＴでの仮復

い復興︑被災線区の鉄路での

震災から遅々として進まな

行くのかなと︑感じた大会で

︑組織強化拡大につながって

な労使関係︑安全・安定輸送

いましたし︑そのことが正常

うとしている昨今︑その重要性

事を考えることが忘れ去られよ

根拠は薄れる▼自らの頭で物

事実を知れば︑単純比較する

代議員 留場 義継 ︵宮古地域分会︶

で就業している仲間たちがい

出されました︒高野委員長の

の阿部一久代議員が議長に選

大会は︑冒頭青森支部選出

ました︒

で若干の感傷に浸ってしまい

家族旅行で宿泊して以来なの

で５人︑方針で

議員共通の発言ではやはり組

ないと感じました︒

首都圏の若い人たちの国労加入が勇気

挨拶では東日本大震災から1

からの発言がありました︒各

織強化・拡大の取り組みにつ

地方からも拡大に全力を上げていこう

年半が過ぎたが︑まだまだ復

職場の実態や状況の大変さを

いての報告が多く出されまし
安全安定輸送確立の闘いや組

ではないだろうか?︵政︶

を説くことも組織労働者の任務

織強化拡大の闘い等について

した︒

人の代議員
興には程遠い状況︑そして福

私自身実感する発言が多く出

大会では２日間を通し経過

され︑御所湖を望む閑静な繋
８日の両日開催されました︒

と続きました︒

第

なった︒

・家族会︵はやぶさ︶

佐々木春枝︵家族︶
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されました︒

ホテル紫苑には
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TEL 019-622-5021

佐々木ゆかり︵家族︶

無料法律相談

温泉ホテル紫苑で︑9月７・

30

開催された第
歳までの子ど

に参加していた家族会の皆さ
んや８歳から
もさん５人や家族・組合員が
参加し︑和気あいあいの中︑
レーンを使用し華麗なホ

ーム？や実力以上のスコアに
歓喜の声や悔しがる声の入り
混じる中でケームが進められた︒
なお︑第３位までのチーム

（盛岡市）
＜問い合わせは地方本部へ＞
13

nrumori@poem.ocn.ne.jp

14

「新しい仲間づくりを
皆の力で」

の反原発の闘いの取り組み︑

18

メールアドレス

22
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20
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「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」
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齋 藤 庄 司
沢 田 光 広
発行所
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拡大キャッチコピー

26

48
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「初めて開催された地方本部ボウリング大会で元気
に頑張る参加者」（ラウンド１スタジアム盛岡）

昭和29年12月25日
組合員の購読料は

16

（１部30円）
発行定日 毎月10日

（ 第３種郵便物認可）

岡
盛
労
国
（ 組合費の中に含む ）

（１）2012年10月10日

北上地区協駅連合チームが優勝
＝＝組合員・家族が64人各２ゲーム＝＝

日︑第

回

き家族会への協力をしていき
ていただき各自が華麗なフォ

部ボウリング大会へ参加させ

事務局長

工藤

福岡議長のスムーズな議事

千葉

裕子︵一関︶

常任委員
睦子︵青森︶

役員体制を確認

会長
兼平
副会長

明子︵北上︶

星

曾我

裕子︵一関︶

明子︵一関︶

敦子︵北上︶

聖子︵北上︶

久江︵盛岡︶

鎌田

常任委員

千葉

︻青森支部︼

洋子︵八戸︶

佐々木春枝︵八戸︶

会長

北上

副会長
事務局長

睦子︵青森︶

阿部むつ子︵青森︶
常任委員

佐々木ゆかり︵青森︶

田崎

会館で労組関係者約

人が参

座が︑盛岡市・岩手労働福祉
う﹂と題した︑﹁2012佐

委員

伊藤

大︵運協︶

コントは現在の社会を風刺し

場にいる﹂と笑いを誘った︒

場には呼ばれる︒だからこの

レビには呼ばれないがデモの

が政権を批判しているのでテ

で生活している︒ライブ内容

﹁平和を食い物にしたライブ

して開催された︒松元さんは

・松元ヒロの単独ライブ﹂と

第２回講座は﹁ひとり立ち

加して開催された︒
県センター主催︶の第２回講

高信文化塾﹂︵平和環境岩手

﹁政治・経済のあり方を問

﹁２０１２佐高信分化塾﹂

松本ヒロ単独ライブ

脱原発を訴える

貴子︵盛岡︶

︻盛岡支部︼

役員体制は次の通り︒

◇

組みと役員体制が確認された︒

２日間に渡り行われた総会︑ が開かれ︑支部としての取り

日間の日程を終えました︒

進行と出席者の協力のもと︑

田崎

月１日盛岡

中堤

ームで歓声を上げながらのプ

日も同場

両支部家族会総会

たい﹂という心強い挨拶をい

が行われ︑翌9月

温泉の清温荘において交流会

ボウリング終了後︑つなぎ

レイを楽しみました︒

ただきました︒
来賓の挨拶では︑交運共済
東北事業支所よりご挨拶を賜
りました︒
最後に東日本本部家族会 の

日の地方本部家族会

総会︑清温荘での宿泊交流の

９月

会︑青森支部家族会総会がそ
翌日

渡 邉 光 子 会 長 ︵ 秋 田 ︶ か ら ︑ 所において盛岡支部家族会総
﹁これからも盛岡地本と協力
れぞれ開催されました︒

を拍手で承認︒続く2012
◇

しました︒

日︑両支部家族会総会

し皆で頑張っていこう﹂とい
う挨拶がありました︒

年度活動方針︵案︶・スロー
︿役員体制﹀

交流会の締めくくりとして︑

1年間の総括と向う1年間の
ガンが全体の拍手で承認され
会 長

挨拶に続き2011年度経

方針を決定しました︒代議員
ました︒役員選出では︑常任
副会長

小岩井農場で童心に帰り︑２

人の出席が報告
委員の私︑佐々木ゆかりが退

久江︵盛岡︶

岡国労会館において開催され︑ 過報告︑決算報告︑会計報告

され︑総会の成立宣言が行わ
任し︑田崎睦子さんが新任と

中堤

洋子︵八戸︶

人を含む

れ︑議長に青森支部の福岡文
なりました︒他の役員は再任

北上

家族会も自分たちが出来るこ

佐々木香代子︵盛岡︶

子代議員を選出し議事が進行
されました︒

族会の組織を拡大し︑学習と

とをしっかりとやっていこう

り﹁夫たちの運動を支え︑家
交流の輪を広めていきましょ

地方本部は︒

組合側の各委員を通知

支社に労使間協議に伴う

佐々木ゆかり︵青森︶

◇

う﹂と挨拶がありました︒続

ということを確認しあい︑総

の桜井教授を講師に迎え標題

答弁では︒﹁ストライキ

︿報告﹀

いて︑国労盛岡地方本部を代

会終了となりました︒
昼食を挟み︑午後の地方本

表して小林良宏副委員長より
各種の情勢報告と︑﹁引き続

制 配 転 ﹂﹁ 年 金 問 題﹂等々︑

海のホテル金城館で開催され

﹁被災地の交通再建の現状と

は︑荷主が逃げたり︑他労組

出席した委員が全員発言しま

た︒本部から︑田中副委員

課題﹂という学習会を行っ

の会社倒産運動との宣伝に使

１日目の最後に︑日本大学

と訴えた︒

長︑小池業務部長︑星野闘争

た︒その中で︑﹁鉄道の復旧

われかねない︒慎重に﹂﹁組
促すことが大事﹂﹁安全問題

した︒

委員が出席し︑来賓は︑交運

織拡大は︑最後に国労加入を
の復旧対応の違い﹂また︑
﹁Ｊ

脱原 発 問 題 な ど 世 相 を 鋭 く

委員会議長には︑東京の高

批 判︑また﹁ニッポンのうそ

委員

利行︵運協︶

支社︵福田泰司支社長︶に対

委員

西野
し﹁労使間の取り扱いに関す

﹂と題した﹁反骨の報道写真

は︑原因究明を図って交渉し

敏治︵工務協︶

Ｒ東日本は︑鉄道での復旧を

委員

浅井

橋さんが選出された︒貨物

る協約第２章︵労使間協議︶﹂

ンタリー映画を﹁見てほしい

家・福島菊次郎﹂のドキュメ

ていく﹂等と述べた︒

委員

明︵電協︶

早くすること︑貨物は︑山田

に基づく︑組合側委員を次の

浮中

協を代表し挨拶に立った眞

集約答弁では︑眞田議長が

▽支社苦情処理会議委員

英雄︵運転協︶

線を活用した瓦礫輸送も可能

◇

通り指定︑通知した︒

佐藤

田議長は︑﹁震災後の貨物鉄

﹁組織拡大と︑出された諸問

力

題は︑関係機関と相談しなが

佐々木

でないか﹂等︑苦言や提言を

幹事

話された︒

りに胸打つ場面ありと多彩

会場は笑いあり︑迫真の語

良宏

映画﹂と紹介した︒

道の役割や︑組織拡大の現状
﹂等︑情勢を述べ︑来賓の濱

小林

ら全力を挙げてと組んでい

齋藤

補欠

委員

経過︑方針の討論では︑﹁組

佐々木

補欠

良宏︵地本︶

で ︑２時間のライブであった

代表

小林

要悦
幹事

佐々木研司︵盛支︶

最終となる第３回講座は

月１日
︵土︶︑塾長・佐高 信 と

田 中 優 子 ︵ 法 政 大 学教授︶

力

との対談が同会場で

時から

良宏

予定されている︒

小林

要悦

光広
菊池

沢田

佐々木

菊池

く︑学習会による運動の強化

委員

委員

織拡大の状況﹂﹁職場改善の

を図っていく﹂と締めた︒経

委員

幹事

庄司︵地本︶

中さんは︑﹁震災の共済金給

過︑方針︑委員会宣言は︑満

佐々木政志︵青支︶

▽支社簡易苦情処理会議委員
要悦︵地本︶

が参加者を飽きさせない講座

状況﹂
﹁ 安 全 問 題︵ 脱 線 等︶
﹂

場一致で承認され︑役員は︑

委員

菊池

委員

光広︵地本︶

付は︑原発事故の関係で立ち

在来線問題﹂﹁脱線復旧時の

﹁出向先の労働条件﹂﹁平行

眞田議長以下︑全員再選され

書記

▽支社団体交渉委員

補欠

沢田
入り禁止地域があり︑約９割

会社の対応﹂﹁協力会社の組

た︒最後に眞田議長の団結ガ

補欠
の給付である﹂と︑
本部の田中

織化﹂﹁ストライキ闘争も視

ンバローで閉会した︒

佐々木

補欠
菊池

力

幹事

要悦

委員

12

力︵地本︶

副委員長は︑﹁職場環境改善

野に﹂﹁技術の継承﹂﹁夏季手

◇

となった︒
する為に︑労基法︑就業規則

当の0・03﹂﹁経営自立計

佐々木研司

の学習すべき﹂﹁要求を前進

画﹂﹁次期ダイヤ改正﹂﹁ 強

佐々木政志

させる為に数が必要である︑

青森貨物分会 中村 健悦

組織拡大を図ることが大事﹂

14

▽支社経営協議会委員

︑重大事故︑会社の経営自立

中さんが出席された︒

22

夫 を 支 え︑組織を拡大し輪 を 広 げ よ う

秋晴れの9月
48

国労盛岡地本家族会総会が盛

22

冒頭︑佐々木香代子会長よ

21

23

当日はボウリング参加と泊の交流会

日に熱

14

率が道路や電気に比べ非常に

〜

回全国貨物協議会定期

＝＝参加者全員での総会後記念撮影＝＝
低いこと︑三陸鉄道とＪＲ東

委員会は︑９月

第
27

共済東日本事業本部本部長の濱

24

60

◇会長に佐々木香代子さんを再選◇

第27回全国貨物協議会定期委員会（熱海）

23

10

23

組合員の購読料は
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第48回地本家族会総会

安全問題は原因究明求め交渉
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