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拡大標語に
ついても︑ぜひ
地 本 へお 寄 せ
ください︒
優れた作品
は﹁第２４回東
日本本部定期
大 会 ﹂で表 彰
されます︒

地方本部では︑職場︑支部で機関紙
の発行を目指すため︑機関紙講座を
開催しました︒各機関で教宣担当者
は奮闘していると思います︒
機関紙を発行できる体制をどうし
た ら でき る のか︑地
本教 宣 部は一緒 に進
めていきたいと考えて
います︒

編集委員会の開催を

なりま したので ︑情報宣伝 が 重要
になってきていると思います︒

国鉄新潟
国労東日本本
部が﹁組織拡大
標語﹂と機関紙
などの募集をし
ています︒
締切りが迫っ
ています︒多く
の組合員の皆さ
んからお願いし
ます︒

支部︑分会で
は春闘期間や拡
大行動などで機
関紙が発行され
ていますか？今
年は︑新潟︑中
越︑直江津支部
が統合され新潟
県支部が新しく
発足しました︒
広範囲の支部に

「1047名ＪＲ不採用問題・解決総決起新
潟県集会ー23年の支援に感謝をこめて」
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第２１回東日本運
転 職場交流会 が新
潟で開催されます︒
昨年︑十一月二
十九〜三〇日に新
潟運転 協議会 は交
流会を開催し多く
の組合員が出席し
ました︒今年は東
日 本運 転 職場 の 交
流会が開催されま
す︒
十月二十五〜二
十六日︑場所は今
回も同じ︑新 潟市
西区・メ イワ サン
ピ アで 開 催され ま
す︒

★日時 １０月２５日（月）〜２６日（火）
１３時３０分〜翌１１時
★場所 メイワサンピア （新潟市西区）
★会費 10,500円
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やさしい
分かりやすい文章
編 集部以外 の投稿記事 や依頼原稿
の中には難 しい表現 ︑分かりにくい
用 語・漢字 の使用 など︑さまざ まな
書 き方 のものがきます︒
こ れを読者 の立 場から︑やさしく
分かりやすい文章 に直すこ とも朱入
れの重要な仕事 です︒

文章 を統一する
文体 には﹁です・ます調 ﹂と﹁で
あ る調 ﹂の二つ があ ります︒一つ の
文章 の中にはこ の二つ が入 り混 じる

こ とは︑読みづ らくなり︑よ くあ り
ませ ん︒﹁うち の新聞 は︑です調だ ﹂
というよう に︑どち らを採用 するか
は決め ておく必 要があ ります︒
そ のため に︑違う文体 の文章 がき
たならば朱入 れのときに文体 を直し
ておかなけ れば なりませ ん︒

文章は了解 を
とって直せる
朱入 れの時 ︑投稿記事 や依頼原稿
の内容 をどこ まで直せ るかという問
題 があ ります︒長 いものを短 くカッ
ト する場合でも︑記事 の前後 を入 れ
換え たほう がよ い場合でも︑執筆者 ︑
投稿者 の了解 を取 るこ とが原則 です︒
勝手 に削 ったり︑文脈 を変え たり

するこ とはよ くあ りませ ん︒誤字 ︑
脱字 ︑漢字 をかな書 きに直すこ とぐ
らいは了解 を取 る必 要はあ りませ ん︒

段落と句読点 を
はっきりと

朱入 れ作業 でさらに重要なこ とは
段落︵だ んらく︶ といって︑文章 の
区切りで︑読み やすくするため の行
かえ をするこ とです︒
読点︵ ︑︶ や句点︵ ︒︶ をしっか
りとつけ る作業 があ ります︒行かえ
や句読点 が少 ないと︑文章 は長 く感
じ︑息 がつけ ないよう に︑読みづ ら
い文章 になってしまう からです︒

季節 は夏 本番 ですね ︒毎 日猛暑並
み の暑 さが続 いています︒熱 中症 や
脱水症 に気 をつけ ましょう ︒
こ の前 ︑脱水症ぎみ になり大変 で
した︒こ まめ に水 分補給 をしていた
つ もりでしたが︑仕事 が終わ り自宅
に帰 ってから︑ケ イレ ンが︑指 ︑腕
足と止 まりませ んでした︒
急 いでスポーツドリ ンク を飲 んで
よう やく止 まりました︒今年の暑 さ
は特別 ですね ︒

