９.13「戦争させない!岩手県民総決起集会」

戦争をさせない！当たり前のこと

▽ 月

日︵東京︶

日︵東京︶

全国組織部長会議
▽ 月
東日本本部地方本部・地区
日︵東京︶

本部組織部長会議
▽ 月

数多くの大河ドラマ出演などスクリーンやテレビで俳優として活躍された菅原文太さん︒

俳優・菅原文太さんが盛岡に来た︒映画﹁仁義なき戦い﹂﹁トラック野郎﹂シリーズや
ついて﹁国は︑きれいごとば

また︑福島第１原発事故に

える言葉で会場全体に訴えた︒

人たちは︑敗戦とともに思想

だ った︒戦争を賛美していた

卒業するまで︑ずっと戦争

く盛岡市民に﹁反戦・平和﹂

終了後のデモ行進では︑力強

調講演に勇気をもらい︑集会

時である︒菅原文太さんの基

っていないで︑立ち上がる﹂

全国組織検討委員会
月１〜３日︵岐阜︶

回全国大会

憲法理念の実現をめざす第

▽

▽

月８日︵盛岡︶

盛岡支部定期大会
月９日︵青森︶

青森支部定期大会

▽

第

回国労東日本本マラソン大会

日時
月 日
︵土︶
時 分︵ 時 分集合︶
場所 皇居一周マラソンコース
種目 個人５キロマラソン
駅伝 キロ︵ 区間︶
※参加希望者は地方本部へ

人の参加で競う

１１０７点

北上地区協駅連合分会

第４位

１０８５点

青森地区協運輸区・運転分

会合同

大相撲９月場所

は︑横綱白鵬が

回目の優勝で幕を

閉じた︒今場所は︑

新入幕の逸ノ城の

活躍が目を引いた︒

今や︑モンゴル出

身者が力を発揮し

盛り上げている︒日本人力士

の横綱がいないのは︑寂しい

ものである▼私が中学生の頃︑

相撲王国青森と言われた時代︑

幕内には多くの県出身力士が

名を連ね本場所がはじまると

テレビに釘付けだったことを

第５位

覚えている︒青森市内の各中

３４３点

孝・北上駅連合分会

３５２点

今では少子高齢化の影響でど

で賑わっていた記憶が蘇える︒

りで相撲大会があり多くの人

の神社には土俵が有り奉納祭

も競技で大会もあった︒地域

撲を取った︒市内の中体連に

授業や昼休み時間は仲間と相

学校には︑土俵があり体育の

野辺地三沢大湊地区協ト

１０６５点

ショッターズ

第６位

盛岡地区協駅連合分会

勝

和彦・北上工務分会

３１８点

武志・盛岡貨物分会

３２６点

芳隆・青森施設分会

３２９点

が︑相撲を取り組める環境を

題である︒各地域で子供たち

相撲ファンとして一大事な問

う新聞記事を見たことがある︒

む子供が減ってしまったとい

わけ相撲に関しては︑取り組

のスポーツも同じだが︑とり

３３２点

︿個人男子﹀

優

稲葉

第３回地方本部

ボウリング大会が

準優勝

時

分

日

小原

９月

からラウンドワン

第３位

井上

第６位

滋・盛岡駅連合分会

大久保義信・盛岡貨物分会

スタジアム盛岡店

で開催された︒

成田

第４位

人︵家族３人︑

第５位

チーム

うち子ども１人︶

盛川

今年は

時から

簡単な開会式と説

が参加︑

明を行い︑１チー

力士の横綱が誕生しないので

整えてあげなければ︑日本人

はないかときぐしている▼環

︿個人女子﹀参加２人

３０７点

境整備と言えば︑国労運動の

ム４人で２ゲーム

勝

圭子・家族

優

工藤

︿参加チーム﹀

け若い人たちの気持ちをくみ

かである︒私たちが︑どれだ

要なことは火を見るより明ら

﹁継承・発展﹂が喫緊の課題

準優勝

間の練習後に開始され︑和気

○青森地区協施設分会

を中心軸に若い人たちの悩み

であり︑若い人たちの力が必

あいあいの中︑団体・個人の

○青森地区協運輸区・運転分

や不満を受け止め︑﹁組織拡

◇

優勝目指し︑華麗なフォー

○八戸地区協

菊地ちか子・家族

２７２点

合計点での団体戦

レー

及び個人の競技に

入った︒

競技は︑

か って青森支部・青森地区協

ム？日頃の練習の成果？実力

○野 辺 地 三 沢 大 湊 地 区 協 ト

ンに分かれ︑３分

が中心となり︑同氏と一緒に

以上のスコア？を目指し競っ

る▼

月

日青森市議会議員

大﹂に繋げるか求められてい

取り︑それぞれの職場で仕事

選挙運動を展開しているとこ

た︒４時前にはゲームを終わ

ショッターズ

○盛岡地区協駅連合分会

選挙投票日︑斎藤憲雄市議５

などを行い終了した︒

会合同
と前回より６減になり厳し
い闘いが予想されている︒
地方本部も地方選挙の重要

期目当選に向かって青森地区

◇

団体・個人成績は次の通り︒ ○盛岡地区協うんゆ〜ず
︿団体﹀

協は︑候補と一緒に選挙闘争

合員に取り組みを要請してい

○盛岡地区協スペシャル
るところである︒精力的に選

○北上地区協駅連合分会

組織内候補の斎藤憲雄氏

を展開中である︒多くの仲間

︵ 歳︶が社会民主党公認で

の力をお借りして斎藤憲雄を

１２２９点

い︵秋︶

○北上地区協工務分会
勝

◇

再び市議会の壇上に押し上げ

１２０４点

北上地区協工務分会
紹介などを取り組んでいこう︒ 準優勝

１１３８点

盛岡地区協スペシャル
第３位

◇

○一関地区協

挙闘争を取り組んでいる斎藤

性を国労盛地選対で発し︑組

り団体・個人３位までの表彰

ろであるが︑同市議会は定数

チーム

優勝は北上地区協工務チーム



９月 日に開催された﹁戦争をさせない！県民総決起集会﹂︵会場・岩手教育会館大ホー

かり言って何もしてくれない︒
安倍総理は︑外国に金を払い
福島の復興は後回し︒未だに
万人以上が仮設住宅に住み︑

自殺者も増えている︒仮設住
宅の問題を含め︑復興させる
ことが最優先だ﹂と一向に進
まない福島の現状についても
語った︒
﹁映画を撮っていたころは︑
才は過ぎたけど闘う時

焼酎ばかり飲んでいた︒しか
し︑

には闘うし︑ダメな事はダメ
と言わなければならない﹂と
菅原文太さんは言う︒まさに
命がけで全国を行脚し︑戦争
に突き進もうとする安倍政権
にストップをかける運動を繰

や信念まで簡単に変える︒大

を訴えた︒

り広げている︒私たちも﹁黙

人たちは本当に醜いものだ﹂

日告示・ 日投開票

31

ていただくことをお願いした

優

議席確保に支援を

斎藤憲雄氏の

月

と戦争を体験したからこそ言

人が参加した︶

ル︶には︑幼いころ戦争を経験された菅原文太さんの基調講演を聴きに多くの県民が︵約
６００人︶集まった︒︵国労からも在盛分会を中心に

いつも肴町で味噌漬けを買っ

何度か訪れ︑﹁盛岡に来ると

身の菅原文太さんは盛岡にも

えている︒宮城県・仙台市出

巡り戦争反対・脱原発等を訴

農業を営みながら全国を駆け

オのパーソナリティを勤め︑

菅原文太さん戦争反対・平和の訴え

主催者を代表して︑﹁戦争
をさせない！岩手県委員会﹂
の代表呼びかけ人である石橋
乙秀弁護士から﹁集団的自衛
権の行使容認が閣議決定され
た︒野党も国会も全く機能せ
ず︑国民の訴えも届かない︒

ていたが︑昨日行ったら店が
なくなっていた﹂と残念がっ
た︒また幼少期に﹁妹と盛岡
の親戚の家に世話になった︒
雪が多くて寒かった﹂と盛岡
の思いでについて話した︒

30

○宮古地域分会

５度目の議席確保にむけ立候
日告

氏の当選にむけ友人・知人の
月

補を予定する青森市議会議員
︶が

19

○地本・盛岡支部合同

26

多数派に転じ︑実力で全てを
独裁する政治は民主主義の危
機である﹂とあいさつを行っ
続いて基調講演では︑﹁黙っ

た︒
ていないで︑立ち上がれ！﹂

また戦争については︑﹁人

選挙︵定数

０１７︵７６１︶７７０３

10

第1474号

間は〝忘れっぽい〟ものであ

10

６

11

11 51

日投開票で実施される︒ ︻☎斎藤憲雄連絡事務所︼
斎藤氏の５期目当選に向

示・

15 15

20

30

2014.10.10
20

12 11

14

12

nrumori@poem.ocn.ne.jp

る︒戦争をさせない！なんて

19

14

TEL 019-622-5021

当たり前のこと︒私は小学校

10

と題し講師の菅原文太さんが
才︒俳優業は数年前に

紹介された︒菅原文太さんは
現在

35

12

発行者
編集者

19

23

30

80

26

27

10

26

62

48

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」

19

＝＝参加者全員の記念写真後、プレーへ＝＝

「新しい仲間づくりを
皆の力で」

10

48

発行所

10

10

10

国鉄労働組合
盛岡地方本部
佐々木
力
及 川
孝
引退したものの︑声優やラジ

12

メールアドレス

◇戦争を体験した言葉で訴える菅原文太さんと
集会後デモ行進で反戦・平和の訴える参加者◇

11

地方本部ボウリング大会
35

拡大キャッチコピー

==青森市議選==
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労
国
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（１）2014年10月10日

上がった︒

会場からは大きな拍手が沸き
の夏も全国の原発が稼働しな

落合恵子︵作家︶さんが﹁こ

ようとしている︒原発反対の

府は再び︑民の声を切り捨て

大江健三郎︵作家︶さんは︑ くても問題なかった︒いま政
﹁原発がなくてはならないと
根っ子には生命がある︒怒り

いうことはウソだ︒原発反対
の声は弱くなっていない︒安
直し3・

﹁今日もこれだけ多くの人が
いらない・再稼働反対﹂など

集会後︑参加者は﹁原発は

千葉地本２︑秋田・仙台・盛

ーナメントには東京地本５︑

東千葉ＣＣで開催された︒ト

フトーナメントが９月８日に

第２回国労東日本本部ゴル

４人のスコア計４０８で

務分会︶選手の４人︒結果は︑

田加一・佐々木睦美︵北上工

内敏昭︵八戸工務分会︶︑千

研司︵盛岡駅連合分会︶︑山

関して︑正確な報道がされて

会社の狙いと問題点を﹁学習
会﹂を通し皆さんと周知徹底
を図って行きたいとあいさつ
し学習会に入りました︒内容

位︑

位︑佐々

た︒優勝は地元の千葉地本Ａ

千田加一

位と内容に終わっ

位︑佐々木研司
チーム・

チーム︒

盛岡地本チームは︑６月の
地本大会で上位４人の佐々木

運転士の合理化︑検修基地の

移転︵東海︶保全関係では秋

田保全区廃止︒それに伴い弘

前を盛岡保全区に移管︒岡山

保全区と広島保全区の一体化︒

黒磯機関区機関車付け替え・

フォーク作業・乗務委員など

画で︑鉄道部門黒字化のため

省が主体となって作成した計

理由に︑外部役員を迎え国交

画が失敗すれば後がない事を

００億円﹄を拠出︒今回の計

運輸機構が支援策として﹃７

た計画が全て失敗した結果︒

せずに貨物会社の策定してき

実施されるもので国労として

の交渉でOK を出せば全て

を認めている貨物労が会社と

れらの施策は鉄道部門黒字化

てくる﹂としたうえで︑﹁こ

しで社員の生活に直接関係し

社宅料金の値上げなど目白押

乗務員手当一部廃止と見直し︑

当の見直し︒都市手当D級・

当・泊りや夜勤手当・扶養手

の見直し︒手当関係では︑日

にコスト削減を第一に進めて

など低額回答や採用前の社員

り昨年の夏季手当・冬季手当

駅廃止とトラック化を基本に︑ 絶対認めない闘いが必要であ
働き度向上としてフロント・

に賃金抑制の手紙を出すなど

貨物会社は交渉の余地も無い

状況だ︒交渉も含め反対して

行くために組織強化拡大を進

めていくことが重要となって

いる︒今年は秋田を始め全国

で9人拡大しているがさらな

る組織拡大を進めて行こう﹂

意見交換では7人が発言︒

と訴えました︒

最後に今後も一体となり闘っ

年

3.00％

第２回国労東日本本部

盛岡地本チームは 位

集まった︒世界が原発をやめ
のプラカードや横断幕などを

個人は︑山内敏昭

ゴルフトーナメント・千葉

晴天の秋空の下︑会場を埋め
るように︑平和憲法とともに

岡・新潟・長野・水戸地本各

木睦美

◇

対﹂をアピールした︒

いない︒国家権力に対し住民

戸田智章

ていく事を確認し学習会が終

盛岡貨物分会

了しました︒

保証料込

ご融資期間
5年以内

戦争と原発はいらない
１６０００人が集結
倍政 権 へ の 大 き な 抵 抗 で あ
けよう﹂と訴え閉会のあいさ

を忘れずに動き続

る﹂と訴え︑澤地久枝︵ノン

克人・鶴見俊輔などの著名
尽くした参加者や多くの団体
手に︑亀戸中央公園から錦糸

１チーム︵チーム４人︶の計

﹁さよなら原発全国大集会﹂
つをした︒

日︑デング熱
呼び掛けていこう﹂と会場の

町駅までのデモ行進を行い︑

９・
フィクション作家︶さんは

人︶が︑9月
ののぼり旗が林立する中︑女
参加者に呼びかけた︒

﹁川内原発再稼働するな！

フクシマを忘れない︒さよな
問題の影響で会場を﹁代々木
優の木内みどりさんの司会で
からの団体関係者も含めてリ

訓練の﹁標的﹂

の小さな抵抗が大きなうねり

位︒

ら原発全国大集会﹂︵さよな
公園﹂から︑東京都江東区の

レートークを行い︑最後に︑

人が参加した︒

ら原発一千万署名市民の会・
し ょ う が ︑ 舞 台 の 上 は もっ

道行く人に﹁原発再稼働反

と暑いです︒最後までのご協

人の著名人・海外

全国から16000人が参加

全体で

して開催された︒︵盛岡地本

進められ︑﹁会場も暑い で

呼びかけ人︑大江健三郎・落

1000万人アクション主催︑ ﹁亀戸中央公園﹂に移して︑

合恵子・鎌田慧・澤地久枝・

での組織拡大・東北ロジの労

になっていた︒

にできるのか︑現実を知り関

11

42

０１２０-1919-62

＜問い合わせは＞東北労金へ

11

23
いく事が明らかである︒主に

＝
＝国労東北貨物協議会・ 人参加＝＝

新中期計画と新事業計画で学習

力をお願いします﹂とあいさ
つしてはじめられ︑リレート
ークの口火を切って︑呼びか
け人の鎌田慧︵ルポライタ
ー︶さんは︑﹁安倍政権は亡
国への政権だ︒再稼働は原発
メーカーや電力会社の金儲け
のためでしかない︒絶対に原
発をなくそう﹂と訴えた︒
館で国労東北貨物協議会の

働条件改善の申し入れついて

物協議長が会社の動向・秋田

ち﹂からは︑橋本あきさんが

﹁学習会﹂が講師に笠井広行

報告がありました︒

９月６日︵土︶盛岡国労会

﹁福島の土や水︑空気が壊さ

全国貨物協議会事務長を迎え

﹁原発いらない福島の女た

れている︒私たちは安倍政権

東北３地本の貨物７分会から

である︒

録したドキュメンタリー映画

学習会の前段に大越東北貨

人が参加し開催されました︒ に新中期計画と新事業計画の

その後︑笠井事務長が始め

こそ壊したい︒戦争と原発は
いらない︒福島の現実をもっ
と知らせていきたい﹂と述べ
督・ナレーションを務めた元

日︑ 琉球朝日放送のアナウンサー

普天間基地でオ

心を持って運動に取り組んでい

〉
〉2014年10月1日から2015年3月末
お申込み・実行分まで

2014年10月1日から
2015年3月末お申込み分まで

２０１４岩手﹁佐高信文化
塾﹂の第１回講演が９月

﹁三上智恵さん﹂を迎え﹁標

としては︑﹁これまでの計画

会議室で開催

地建設に反対する住民の姿を︑

三上智恵さんは現在﹁標的

岩手県公会堂

自費制作とカンパ金で撮り続

は老朽設備・長期債務を解決
映画﹁標的の

けている︒﹁カンパに協力し

の村﹂の続編の制作に撮りか

村﹂は沖縄本土

てくれた人たちを想うと︑映

的の海・辺野古からの報告﹂

人が参加した︒講

北部の東村︵ひ

画を撮り続けるパワーがで

され︑約

がしそん︶高江

る﹂と次回作の意欲と共にカ

かっている︒辺野古の米軍基

区を取り囲むよ

と題し講演が行なわれた︒

うに米軍のヘリ

ンパの協力を呼びかけた︒

スプレイの配備

くことが必要である︒

残念ながら沖縄基地問題に

パットが整備さ

に反対する住民

上記適用金利
お取り扱い期間

上記適用金利お取り扱い期間〉
〉

●
「団体会員の方」
「団体会員以外の方」
で金利が異なります。
●固定金利型
（ご融資期間５年超7年以内、
７年超10年以内）
、
変動金利型
（ご融資期間15年以内）
もご用意しています。

1.95％

39

45

または

2.50％

3.00％

年

年

または

52

年

固定
金利

保証料込

ご融資期間
5年以内

年

13

26

5

2.50％

全期間固定金利型住宅ローン

●
「団体会員の方」
「団体会員以外の方」
で金利が異なります。
●固定金利型（ご融資期間５年超7年以内、
７年超10年以内）、
変動金利型（ご融資期間10年以内）
もご用意しています。

年

引下げ後
金利

25

5

0.70％

固定
金利

年

11

からも３人参加︶ 集会は︑

＝＝2014 岩手「佐高信文化塾」＝＝

瀬戸内寂聴・坂本龍一・内橋

「標的の村」監督の三上知恵さんの訴え

教育ローン

特約期間中は金利・返済金固定

0.80％ ⇒

引下げ後
金利

年

「呼びかけ人のトークで訴えた」
28

年

返済金・金利が変わらないので安心

2.05％ ⇒

年

れ︑住民は常に

三上知恵さんの報告に聞き入る参加者

たちの活動を記

＝＝東北３地本７分会からの参加者＝＝

11

23

26

マイカーローン

固定金利選択型住宅ローン 特約期間２年

23
師には映画﹁標的の村﹂で監

70

組合員の購読料は
昭和29年12月25日

＝＝亀戸中央公園・東京＝＝

米軍基地建設反対する住民の姿

2014年10月10日（２）

（ 組合費の中に含む ）
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労
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