地方 本部は５ 月

日 国労会館 で︑東 日本本 部青年部 から因
られな いジレ ンマは あるが ︑多
くの皆 さんと 活気の ある交 流を

い人は 気がつ くのが 早く︑ 仕事
のこと を真剣 に考え ている ︒同
じく働 く若い 人をな かなか 入れ

結成 の集 団脱 退の とき は 発
足の際 ︑子供 ながら に見て きた
脱退の 悲劇が 思い出 された ︒若

今まで の取組 みや今 後の決 意を
発言しても らった︒

の取組 みや今 後の取 組みに つい
ての提 起があ った︒ また︑ 参加
した各 支部・ 分会代 表者か らは

★
★
★
その 後︑地 方本部 の佐藤 組織
部長か ら︑こ れまで の地方 本部

い状態 ︒しか しそれ ではだ めだ
と反省 し︑組 織拡大 に取組 んで
いかなけれ ばと思ってい る︒

たこと があり ︑それ 以降凍 結状
態で拡 大の取 組みが 進んで いな

ていな がら直 前にな って断 られ

平成採 用の若 い人は 何事に も無
関心な 状況があ りが ︑同じ 話題

職場 で行われ る勉 強会で は︑
問題点 を意識 的に出 すよう にし
て若い 人にアピ ール するよ う心

きてお り︑相 談でき る雰囲 気づ
くりに取組ん でいる︒

労組組 合員の ぼやき も聞こ えて

用 者の中 には︑ 会社・ 東労 組の
やり方に対して疑問も出ている︒

して取組んで いきたい︒
駅 独自の チラシ を配布 ︒横手 ︑
▼職場 では外注 化が 進めら れ︑ 大 曲駅両 駅では ︑新入 社員 に対
幹を残して枝を切るような状況︒ し て説明 会も開 催した ︒昨 年採

掛けて いる︒ 仕事と ともに 国労
で頑張 ってい ること を見て もら
えるよ う︑も のの言 える社 員と

全 員の顔 写真入 りの情 報も 作成
し ている ので︑ 今後も かか わり
を もって取組 んでいきた︒

ち に︑い まだに 感情的 な思 いが
あ る︒
▼ 東日本 本部の 配布物 と一 緒に

い ︒個人 的なつ ながり を生 かし
ながら拡大につなげていきたい︒
ユ ニオン ・東労 組に行 った 人た

▼ 対象者 を絞っ て取組 みを した
が なかな か成果 は上が って いな

難 しい︒

☆

で話を するこ とを中 心に取 組ん
でいきたい︒
▼職場 の若い 人はほ とんど が大

ぜひしたい ︒
☆
☆

▼秋田 支社で は︑今 年も研 修中
に接触 するな ど会社 ぐるみ で行
われて いる実 態があ る︒コ ンプ

堀 内 副 部長 ︵

貨物・塩尻機関区︶

︵別掲︶ を行った︒
続い て︑因 泥東 日本本 部青年

泥青年 部長を はじ め４名 の参加 者を 得て﹁ 組織拡 大総 決起集
会﹂を開い た︒
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集会の 冒頭︑瀬下 委員長が
不採 用問題 の経過 を交え た挨拶

入 った︒
交流会 は若い 人を中 心に 大い

★
★
★
最後は 瀬下委 員長の 団結 ガン
バ ローで 集会を 締め︑ 交流 会に

４月１日の貨物入社行動では︑ ライア ンスの 点から も問題 があ
水道橋 の本社 前でプ ラカー ド︑ り︑会 社の姿 勢を厳 しく問 う必
ビラ配布でアピールをしてきた︒ 要がある︒

名になって︑

に 盛り上がり ︑青年部か らは
﹁ 先輩た ちはも っと自 信を持 っ
て くださ い﹂と 励まし を受 ける

大きい 掲示板を 申請 ︒他労 組か
らも注 目され ている のを実 感す
るとと もに︑ 数が必 要と痛 感し

希望を 聞きな がら取 組むと とも
に︑青 年部の 皆さん の声を 生か
していきた い︒

場 面もあ り︑元 気と活 力の ある
交 流会になっ た︒

たい︒
▼職場の組合員が

卒︒国 労活動 を地道 に続け なが
ら︑労 働条件 改善を 中心に ︑他
労組組 合員に も働き 掛けて いき

部長か ら﹁青 年部 は毎年 学習交
流会を 開催し ︑学 習と経 験交流
を通じ て国労 に対 する信 念はゆ

長野駅 では２ 名の青 年部員 が出
改札を 担当し ている ︒２名 とも

貨物 ・塩 尻機関 区︶

▼若い人との交流会を開 催した︒ ている ︒早め に組織 拡大に 取組
業研や 小集団 などに 時間を 取ら んでい きたい︒ いい おじさ んか
れ︑組 合の動 員に対 する若 い他 ら一歩 踏み出 すこと がなか なか

▼他労 組組合 員を行 事に誘 って
つなが りをも ってい る︒今 後も

るぎない ものがあり ︑ 採用と
して横 のつな がり を大切 に取組

高橋 青年部 員︵

んでい る︒和 解以降 ︑国 労敵視 乗務員 希望な ので︑ 実現に 向け
の雰囲 気はな くなり つつあ り︑ サポート していく︒
昨年以降３名の拡大をしている︒
☆
☆
☆
職場の取組みの中で仲良くなっ
て国労 に迎え 入れる 準備が でき

◇雇用の 問題が残って いるが︑

であ る︒神経が麻 痺すれば病 気

における神経

会議員など に対する要請 行動︑

政府は人 道上の問題と して解決

になっ たのも気が 付かない︒ ま

た︑ 国労は

借りれば︶
労働委員会 の労働者側委 員の意

に踏み出 したことから ︑司法に

おいて﹁ 採用責任なし ﹂との判

日 の 臨時 全 国 大 会は

年間
に及ぶ生活 援助カンパや 物資販

断が下されたとはいえ

◇４月

不 採用問題の解 決案受入れ を全

見 書 採択 獲 得 ︒ そ し て ︑

売などを通 じての闘争団 に対す

民主 主義の学校

体 で確認する大 会として成 功さ
せた︒

る生 活 支 援を 続 け て

より もそのことを 証明してい る

い続 けてきたこの 間の闘いが 何

◇こ うした取 組み

◇今 回参加して頂 いた東日本 青

道 上の 問題 と

の 地方本部には ない困難さ を抱

の中 で 分 裂以 降 ４ 人

が一定の 到達点を迎え たことか

年部 の皆さんの話 を聞き交流 し

し て引 き続 き

だ︒ 差別に抗して 仲間を支え 闘

◇ 秋田地本は２ ００１年︑ 地方

きた ︒

にも人
本 部役員を中心 に組織の３ 分の

え ︑しかも︑昇 進差別など 自ら

の仲間を国 労に迎え入れ ること

ら︑もう ひとつの重 要課題であ

なが ら

問 われ てい る︒ し︑ 一人一人の組 合員が肌身 に

の 差別を跳ね返 す闘いを取 組み

ができた︒ 今回のこの到 達点は

る組織拡 大の条件も広 がってい

へ

もう一人 の仲間を国 労

染 み付 いて い る︒

な が らこ の課 題を 闘 って きた ︒

我々地方本 部にとっても まさに

る︒

て 成功 させ よ う︒

の決意を固め あう集会と し

◇国労は ︵佐高信さ んの言葉を

◇ 不採 用問 題

◇ 由利本荘市や 潟上市︑に かほ

きる 内容 ﹂ では ない だろ う か︒

数年の闘いの成果を確認で

﹁
体 意見書採択︑ 労組・政党 や国

市 ︑北秋田市な ど数多くの 自治

委員長あいさつ︵要旨︶

２ が脱退・新組 合結成とい う他

JR

今年も高 崎で 歳の社 会人採用
新入社 員の加 入があ った︒ 国労
でなけ れば職 場の 労働条 件改善
はでき ない︒ チャ ンスを 生かし
て︑ あきらめ ない で組織 拡大に

☆

JR

取組み ︑先輩 達の 闘いを 引き継
いで退 職まで 一緒に やっ ていき
たい﹂と の挨拶があっ た︒

☆

引き 続き︑ 参加 した青 年部員
から自 己紹介 があり ︑そ れぞれ
から挨拶 を受けた︒
☆

貨 物・ 浜川 崎駅 ︶

森岡書記長︵

新人 研修で は国 労批判 のビデ
オを見 せられ ていた ︒父 親が国
労組合 員であ った のでユ ニオン
﹁先 輩・ ・自信 をも って ﹂と 励ま され る
場面 もあっ た集 会終了 後の懇 親会 参加者
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