第1494号

「新しい仲間づくりを
皆の力で」

▽６月
第

・

日︵横浜︶

回東日本運転協議会貨

物運転士学習・交流会

▽７月９・

日︵軽井沢︶
回明

日︵ 高崎地本内︶

るく元気に学習交流会

東日本本部女性部第
・
日︵雫石︶

回定期全国大会

▽７月
第
・

ック交流会

東日本運輸協議会東北ブロ

▽７月

東日本本部﹁主務職・助役

▽７月２日︵東京︶
職﹂等交流会

機関紙のレベルアップ

発行目ざし努力しよう

＝＝地方本部機関紙交流会＝＝

日本には︑四季

がある︒四季を感

じることで五感を

鍛え心身ともに健

やかに成長するこ

とができる︒風の

音や匂い︑蝉の鳴

き声や花火の音︑

地方本部は︑５月

日に第

号の発行をと述べ︑Ｗｏｒｄ

続︑未発行の機関はまず第１

最近気になっていることがあ

人十色▼そんな１年を通して

来など春夏秋冬︑感じ方は十

議論されることなく︑参議院

会執行委員会では職場問題が

反発感を覚えていたこと③分

こと②役員押し付けに対する

方法への違和感を持っていた

ているのは①強引な労組加入

いて報告がされたが︑共通し

部員から国労加入の経緯につ

の二ノ宮健さんをはじめ青年

帰・加入した郡山駅連合分会

れている︒﹁仕事をキーワー

員とどう向き合うのかが問わ

私達国労は︑こうした若手社

多くの負担が強いられている︒

勤など︑とりわけ若手社員に

職場では﹁マイ・プロ﹂や超

行きたい﹂という発言︒いま︑

めに視点を変えて取り組んで

も︑もう一人の仲間作りのた

き続けることは大変︒けれど

大きく変化している中で︑働

きた︒女性を巡る働く環境も

人もの青年部員が集まる等︑大変活気のあるものとなった︒地方本部か

温度の移り変わりや白鳥の飛

るという意味ではない︒若手

人の参



に向けて努力し︑その結果を

２回機関紙交流会を

る︒小学校の年中行事の一つ

社員と向き合い︑一緒に考え

である運動会の音が静かにな

﹁返して﹂くれたことが国労

トボックス文字の配置︑写真

ったこと︒﹁頑張れ〜﹂と言

２０１０基本講座としテキス

や画像・図の挿入︑写真等の

う元気に応援する子ども達の

加者の中︑盛岡国労会館４階

交流会は︑菊池組織部長が

画像を好きな形状に加工の方

る中から職場の問題を解決し

歳

声やスピーカーから流れる音

への信頼へとつながっていっ

地方執行委員会を代表し

法などについて︑プロジェク

が︑以前は家の中に居ても聞

さんが﹁いま︑労働組合を語

選挙に向けた取り組みや動員

考えず︑１

け︑難しく

の発行に向

長が機関紙

及川教宣部

続いて︑

挨拶を行っ

動と連動した取り組み要請の

換が有意義に行われた︒

ンによる機関紙作成の意見交

い時間ではあったが︑パソコ

らの意見を取り入れたり︑短

事例を紹介したり︑参加者か

れている機関紙を参考に操作

長︑遠藤書記が分会で発行さ

の質問が出され︑及川教宣部

している時点での問題や操作

参加者からは具体的に作成

策を急ぐ中︑次は﹁子どもの

府が待機児童解消に向けた対

園落ちた﹂ブログを契機に政

れぬ寂しさを感じる▼﹁保育

の配慮であろう反面︑言い知

こない︒学校側の近隣周辺へ

しかし︑ここ数年︑聞こえて

く５月を感じたものだった︒

がやってきたかぁ﹂と心地よ

こえてきて﹁今年もこの時期

た︒

人での取り

事にし︑発

な問題を記

人かで身近

なので︑何

組みは大変

の取り組みと結合していこ

分会は発行に努力し組織拡大

会はレベルアップを未発行の

回の交流会を踏まえ︑発行分

最後に及川教宣部長が﹁今

かな住宅街に子どもの声が響

新聞の記事︒﹁住み慣れた静

止に追い込まれているという

発で保育園の新設︑開園が中

声うるさい﹂という住民の反

代主婦︒まだ分別のつ

う﹂と訴え交流会を終了した︒ くのは騒がしくて困る﹂と話

した

行機関は継

かない子どもの声は騒音なの

︻プロフィール︼１９６３年

無所属︵野党統一候補︶

期大学卒業︒衆議院議員田名

７月生まれ︒玉川学園女子短

︻プロフィール︼１９６９年

無所属︵野党統一候補︶

研ぎ澄ましてみると子ども達

にゆとりが生まれる︒五感を

方や考え方を変えるだけで心

あるのだから・・・▼少し見

から誰もがその時を経て今が

だろうか︒仮設住宅に住んで

８月花巻市生まれ︒千葉大学

部匡省秘書︒南部山アイスア

の声も日本の将来を担う明る

歳

︻プロフィール︼１９５６年

法学部卒業︒小沢一郎衆議院

リーナ勤務︒２００３年衆議

い声に聞こえてくるのかも知

匡代︵新︶

３月大分市生まれ︒九州大学

議員第２・１・政策秘書︒２

院議員初当選・通算３期︵農

田名部

▽青森選挙区

憲法の改正を許さない﹂﹁貧

卒業︒大分県庁に入職し農業

００３岩手県議会議員当選︒

林水産大臣政務官︑農水委員

歳

国と格差を許さない﹂﹁原発

土木技術者として農村整備事

２００７年４月から達増拓也

会筆頭理事歴任︶

英司︵新︶

▽岩手選挙区

の推進を許さず脱原発﹂など

業などに従事︒自治労大分県

知事の政務秘書︒﹁いわて復

木戸口

を求め︑平和と民主主義︑人

本部書記長３期︒県議会議員

興塾﹂では事務局を担当︒

歳

会議室で開催した︒
開催する予定である︒盛岡地

の新規採用者の国労加入の報

ターを活用しながら機関紙作

るとき﹂と題して講演︒東海

要請のみであること④役員と

忠智︵現︶

権と生存権を守っていくうえ

３期︒２０１０参議院議員に

代表の吉田忠智︵社会民主党
公認︶︑岩手・青森県選挙区
の野党統一候補の木戸口英
司・田名部匡代予定候補３氏
を推薦決定している︒
今選挙は︑﹁戦争法の廃止︑

れない︵智︶

っているはず︒何故なら︑昔

て遊ぶのは元気な証拠とわか

転んで痛みを覚え︑声を出し

ない︒走り回って風を感じ︑

い▼子どもは︑じっとしてい

いると言うのに残念でならな

に元気をもらって励まされて

いるお年寄りは︑子どもの声

でも大切な選挙︑各地区で推

当選︒２０１３年党首就任︒

地方本部もすでに別掲の比例

薦候補の議席確保に向け１人

社会民主党公認

吉田

▽比例代表

本部は来年も経験交流会を

分散会報告の中では加藤照代

本としても一人でも多くの青

告と組織拡大︑参議院選挙の

成の要領を説明した︒

て行くことである︒

女性部長による報告が強く印

年・女性が参加できるよう取

闘いについて︑同時に教宣活

二日間の分散会であったが︑

象に残っている︒それは︑﹁女

り組みを強めて行きたい︒

たとも報告された︒

性だけの分散会ということで

林さんは︑﹁安倍政権の労働

気兼ねなく︑楽しく交流がで

政策のキーワードは﹃失業な

青年との間に﹁溝﹂があると

ドに職場の中心軸へ﹂と地方

回全国組

き労働移動﹄であり︑それは

本部はこの間提起し続けてい

日

回参議院

日公示・７月

いうことであった︒また︑職

織強化・拡大経験交流集会﹂を開催した︒機関役員を中心に全国から１２３人の仲間が結
集し︑とりわけ

26

ひとりが奮闘していこう︒

議員選挙の実施が決定された︒

︵日︶投開票で第

６月

雇用の流動化を意味し︑目指
けれども︑私達は無力ではな
い︒労働者の分断に抗して未
組織の非正規労働者との連帯
を強めていくことである︒国
労には他のＪＲ産別にはない
共闘の仲間との連帯がある﹂
と話した︒地区労センター等
の多くで国労組合員が役員を
担っている︒私達は︑地域の
仲間との交流を深めて行く中
から団結と連帯を強めて行か
なければならない︒
その後︑佐々木隆一中央執
行副委員長による問題提起を
受け︑９つの分散会に分かれ
て交流︒自分が属した第６分
散会は︑座長・水流彰九州本

10

29

29

24

るが︑それは単に仕事ができ

らは女性部・小林楓さん︵八戸運輸分会︶と菊池要悦組織部長が出席した︒

織拡大に向け︑分会活動のよ

人で構成︒
日に５人が国労復

部組織部長の下︑
今年３月

28

85
28

23

すものは労働の商品化である︒ 場の問題について国労は解決

回という節目を迎えた今回の経験交流集会は︑全国の仲間が一堂に会することでより

り一層の活性化を﹂との挨拶

10

本部は６月５日︵日︶
・６日︵月︶に︑神奈川県箱根町・ホテル開雲で﹁第

◇もう一人の仲間の組織化に全力◇

職場の問題解決と拡大の結合を

TEL 019-622-5021

幅広く運動の交流を図ることを目的に︑従前の東西ブロック別を見直して開催された︒

井村好博総務財政部長の司

後︑毎日新聞記者・東海林智

24

60

発行者
編集者

なお︑今交流集会の中で一名の青年が国労加入を決意してくれた︒盛岡地本においても
﹁もう一人の仲間﹂の組織化に全力を挙げよう︒

１２３人の参加で意見交流

会で始まった交流集会は︑坂

﹁盛岡からも２人が参加﹂

口智彦中央執行委員長の﹁組

46

nrumori@poem.ocn.ne.jp

10

18

国鉄労働組合
盛岡地方本部
佐々木
力
及 川
孝
発行所
＝＝参加した青年部による記念のスナップ＝＝

15

22

66

21 21

52

拡大キャッチコピー

「戦争法」の廃止を目指そう
推せん候補の当選に全力を

「21人が参加し作成方法等で交流」

2016.6.10
12

60

メールアドレス

23

昭和29年12月25日
組合員の購読料は

「一緒に解消しませんか、
あなたの疑問。
加入まってます」

＝
＝第24回参議院議員選挙＝＝

第10回全国組織強化・拡大
経 験 交 流 集 会
10

（１部30円）
発行定日 毎月10日

（ 第３種郵便物認可）

（ 組合費の中に含む ）

（１）2016年6月10日

盛岡地本チームが初優勝

し︑両チームの好プレーで︑

選手︵八戸工務分会︶が先発
賞﹂に輝き︑閉会式で表彰さ

げた吉田選手が﹁最優秀選手

戦争をさせない岩手県民総決起集会

ち越し︒続く７回にも連打か

イト前にヒットを放ち２点勝

等選手︵盛岡貨物分会︶がラ

盛岡は６回のチャンスに吉田

故・笹山さんに報告したい︒

ん引してくれた浅井前監督や

果を︑今まで野球チームをけ

ち取ったものである︒この結

勝の抽選は︑選手の熱意で勝

戦争をさせない！岩手県委

県委員会・代表呼びかけ人の

表して戦争をさせない！岩手

閉会式後に菊池監督が︑﹁決

れた︒

ら２点追加点を挙げ東京Ｂを
けが人もなく無事大会を終え

員会・社民党岩手県連合・平
和環境岩手県センターの３団

が成立したが︑我が国の反対

石橋乙秀弁護士が︑﹁戦争法

浩志 青森運輸区

選 手 逢坂喜美雄 出向/青い森鉄道

青森運輸区分会
青森施設分会
選 手 澤頭

俊幸 八戸運輸区

八戸運輸分会
選 手 工藤

賢二 八戸工務分会ＯＢ
引 率 者 及川

孝

陣に追い込むことが１番の課

集会では﹁安倍政権を斬

題である﹂と訴えた︒

る！﹂と題し︑評論家の佐高

し︑翌年

して発足

連合会と

働組合総

に国鉄労

６年２月

年を振り返りました︒

との闘いの連続だった国労運

むかえ︑団結破壊と組織攻撃

いただいている宮里弁護士を

鼓舞し︑反﹁マル生﹂闘争は

り立って反撃を﹂と組合員を

﹁座して攻撃にさらされるよ

館大会で当時の中川委員長は

撃の中︑１９７１年８月の函

との闘いです︒激しい組織攻

１９６９年からは﹁マル生﹂

振り返る最初の闘いです︒

刑事弾圧との闘いが︑先生が

国鉄当局は応戦︒大量処分と

処分と刑事告訴などの弾圧で

の闘争に対し解雇などの大量

を極め︑分裂・大量脱退と大

を外されました︒攻撃は熾烈

国労だというだけで本来業務

や慣行は一方的に剥奪されて

が勝ち取ってきた多くの権利

鉄赤字攻撃が始まり︑諸先輩

よらない中︑入社後数年で国

国鉄がなくなるなど思いも

４月︑国労加入は６月です︒

私の国鉄入社は１９８０年

形で終結しました︒

化で当局が取り下げるという

間判決を出させず︑分割民営

護団懸命の努力で

レセプションでは︑往年の

ます︒

をつくることが求められてい

ため︑国労の歴史に学び運動

借りた国労潰しが始まります︒ 少数派から多数派へと転じる

いきました︒国鉄改革に名を

役員はじめ多くの関係者が参

結だと宮里先生は話します︒

してきた﹂ことで築かれた団

ことと地域との連帯を大事に

的組織運営を大切にし︑学ぶ

ひとりの労働者の権利と民主

﹁職場を運動の原点に︑一人

結で乗り越えてきました︒

ことの証であり︑私たちは団

からも続いていきます︒

から組織拡大へ︑運動はこれ

解雇撤回闘争を解決し︑和解

﹁安倍政権は退陣せよ！﹂

ス前までデモ行進を行い︑

大通りを経由してクロステラ

最後に社民党の小西和子県議

仲間から決意表明が行われ︑

時間半講演した︒

トークを織り交ぜながら約１

組むのか不思議だ﹂と辛口の

水と油の野合が簡単に連立を

の共闘こそが野合中の野合だ︒

を野合と揶揄しているが自公

続いている︒彼らは野党共闘

信さんを講師に迎え基調講演

６月に第

本格化します︒不当労働行為

打撃を受けました︒多くの仲

集する中︑国労の闘いを映像

沢田光広

ヒコールで市民に訴えた︒

年

﹁戦争法反対！﹂とシュプレ

を三唱し閉会した︒参加者は︑

の音頭で﹁団結ガンバロー﹂

その後︑岩教組と高教組の

年後に自公は連立を組み

明党批判をしていた︒その５

自民党が野党時代に激しい公

佐高さんは︑﹁１９９４年︑

が行なわれた︒

１回大会

の決的証拠が見つかり国鉄総

間が新会社から採用を拒否さ

で振り返りながらそれぞれの
地方本部書記長

国労への弾圧は闘ってきた

を開催し

裁が国会で陳謝︑﹁マル生﹂

れ︑新会社でも国労差別が横

動の

結成され

運動は中止になり国労はこの

行しました︒しかし闘争団結
徐々に本

闘 い を

１９４

働組合は︑ 闘いに勝利︑組織力を回復し

た国鉄労

１９７６年からはスト権ス

成︑地労委闘争・裁判闘争と

時代を感じてきました︒

ていきます︒

闘いを継続し四半世紀かけて

教育ローン・フリーローン）の新規ご契約

試合いは５回まで１対１のテ

突き放し︑完投した伊藤選手
ることができ感謝する﹂との

ンポの良い好ゲームとなった︒

が反撃を１点に抑え５対２で
あいさつで締めくくり会場を

戦争法の廃止求め 人

ムが３位決定戦へ進む方式で
勝利した︒
後にした︒

運動がこれほど継続している

佐高信氏が辛口のトーク

監督︵一関工務分会︶率いる
行われた︒盛岡は予選Ａブロ

＝
＝２日目雨︑抽選での栄冠＝
＝

人と及川地方本部教宣
大会２日目はあいにくの雨

体が主催する﹁安倍政権を打

日の
模様となり︑大会会場の会議

日・

回国労東日本本部軟式
選手
ック︵盛岡・東京Ｂ︵大宮︶・
高崎・長野・秋田︶の５チー

青森運輸区分会
選 手 阿保

トへの報復として２０２億損

18

第

野球大会は５月
部長が参加した︒
大会は予選２試合行い︑予

憲法の危機と国のあり方が変

海浜公園野球場で開催され︑

わると感じている︒安倍首相

のはめずらしいこと︒国民は
起 集 会 ﹂ が ５月

は明治憲法の流れを引き継ぎ︑

ち倒そう！戦争を

日︑盛岡市の岩手

１番が国で２番が国民の生活

室に集合した大会役員・審判

県公会堂で開催さ

という考えだ︒参院選を勝利

ムに入り︑初戦は東京Ｂ︑２

れ︑安倍政権の退

し安倍政権を打ち倒そう﹂と

選Ａブロック・Ｂブロックを

陣と戦争法の廃止

挨拶した︒続いて︑社民党東

チームが

を求める岩手県

東日本の各地から

民・労組団体ら約

北ブロック協議会の田山事務

光正幹事長が開会

岩手県連合の細川

集会は︑社民党

が参加︶

た︒︵国労は

「デモ・シュプレヒコールでの訴え」

挨拶︒主催者を代

公政権を倒し︑安倍首相を退

局長が﹁東北の全ての県で自

させない県民総決

青森運輸区分会
勝則 青森運輸区

試合を中止することが決定し
た︒決勝進出チームを決定す
るための具体的な抽選方法が
全体の承認で決められ︑３位
決定戦が長野と東京Ａが抽選
し︑東京Ａが３位︒決勝に残
った盛岡と仙台が抽選の結果︑
盛岡が見事に当たり抽選を引
き当て初優勝︒仙台が２位と
なった︒また︑個人賞では１
回戦を完投し勝利投手になっ
た 伊 藤 選手が ﹁ 最 優 秀 投 手
賞﹂︑同試合で勝利打点を挙

３００人が参加し

団・各チームの代表者が会議

昌二 青森運輸区
選 手 八戸

害賠償攻撃との闘いです︒弁

を含む闘いを展開します︒こ

人

東京Ｂとの試合は︑伊藤馨

選 手 八嶋

間私たちの運動にかかわって

仁

格化しス

年４ヶ月

両日︑東京都の大井ふ頭中央

300

回戦は秋田との対戦が決定︒

盛岡電力技術センター 地方本部

１位通過したチームが決勝戦

盛岡貨物分会

へ進出し︑２位通過したチー

年

記念講演︵交通ビル︶は︑

日開催されました︒
講師に国労弁護団として

盛岡貨物分会

参加して熱戦が繰り広げられ

馨

周年を記念した

主 将 伊東

講演とレセプションが５月

国労結成

〈参加選手名簿〉

を開催し︑この場で２日目の

27

た︒盛岡チームは︑菊池辰夫

26

国労結成70周年記念講演・レセプション

10

❺ 住宅ローンの新規お申込み

（イメージ）

第15回東日本本部
軟 式 野 球 大 会

学び・連帯・団結が国労の力

❶ 定期預金（５万円以上の新規お預入れまたは増額書替え）

❷ 積立型預金（財形・エース預金）の年間積立額５万円

以上の新規契約または３万円以上の増額契約

熊本地震
復興支援

幸治 盛岡電力技術センター 盛岡電気分会

トライキ

15

辰夫 一関保線技術センター 一関工務分会

14
15

盛岡貨物分会
出向/ロジステツク盛岡
等
選 手 吉田

忠 盛岡総合鉄道
選 手 佐々木

一関保線技術センター 一関工務分会
選 手 佐藤

乾杯しレセプションへ

選 手 鈴木不二人 盛岡保線技術センター 盛岡施設分会

21

選 手 高橋

名
会
分
名
場
職
名
氏

八戸新幹線保線技術センター 八戸工務分会

監 督 菊池

50

選 手 久保田勝雄 盛岡総合鉄道

70

＝盛岡地本も元気に参加（5月26日開会式）＝
70

対象のお取引

❸ マイプランの新規ご契約

❹ 無担保ローン（マイカーローン・無担保住宅ローン・

スマート
エマージェンシーボトル
（簡易防災グッズ）
を
もれなく
プレゼント!!

14

組織を代表し挨拶する
坂口委員長
（アジュール竹芝）

組合員の購読料は
昭和29年12月25日

15

2016年6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

右記対象取引のいずれかをご契約・お申込みいただいた方に

