月 日、県本部「保
健師のつどい」に５単組
人が参加し、『ＤＶＤ
日本の保健婦さん』を鑑
賞。日本の保健婦（師）
活動の先駆けとなった名
古屋市の前田黎生（あけ
み）さん（ 歳）の生い

立ちから現在にいたるま
での『壮絶な道のりをイ
ンタビュー形式で綴るド
キュメント』で大正・昭
和の激動の時代に翻弄さ
れながらも強い自立心と
努力で『保健婦として力
強く歩んでいく人間ドラ
マ』でした。視聴後の感

想交流では「前向きで意
欲的。チャレンジする姿
勢に感動」「実習生のこ
ろ１軒１軒家庭訪問した
ことを思い出した」「自
分の意見をはっきり言う、
一歩踏み込む、途中であ
きらめないことが大切」
「前田さんたちが築いて
くれた土台があっての現
在。感謝したい」「経済
成長期、公害、過労死な
ど時代で保健師に求めら
れるものは変わってきた。
社会問題にも目をむけつ
つ柔軟に対応した前田さ
んはすばらしい」「『
年戦争研究会』への参加
や『職場の同人誌』への
詩の寄稿、など人間的な
豊かさをもちながら保健
婦活動に活かした」など、
語られました。

県本部現業評議会は
月 日「定期大会」を開
催し５単組 人が参加。
この１年間、８月１日学
習交流集会、９月 日民
間委託学習会の成功、今
治ではパワハラ労働審判
による対策改善、伊予で
は来年４月の正規調理員
５人採用などの活動と前
進を共有し、運動方針と
新役員を確認。討論では
参加全単組が「職場の状

19

26

12

況」「現業の要求」とり
わけ「正規新規採用の実
現」について発言。◎現
業の仕事と正規採用の必
要性をもっともっとアピー
ルしよう、◎非正規の仲
間の声を、要求を取り上
げ、組合で一緒に運動し
よう、◎現場の声を聞き、
いろんなアンテナを張っ
て、あきらめず言い続け
ること―が強調されまし
た。

月 日、愛媛県公務 制の動き」を学習。人事
員共闘会議「定期総会」 院による制度設計では、
に 人が参加。愛媛県の 「職員の申告を考慮し、
人事委員会・人事課・議 できる限り努めると努力
会各会派への公務員給与 義務にされる」「１日の
改善の要請行動など活動 労働時間の弾力化で時間
経過と運動方針を確認し、 外手当削減・残業代ゼロ
新役員を選出しました。 につながるのでは」など
総会の中では「国家公 の問題点・懸念が明らか
務員のフレックスタイム になっています。

18

15
不調者の発見ではない、
◎衛生委員会等で社内規
定として明文化し、全労
働者に内容を周知する必
要がある、◎労働者に受
ける義務はない、◎結果
は本人に直接通知され、
事業主には返ってこない、
◎本人の申し出により医
師による面接指導を受け
ることができる、◎事業
主は必要な就業上の措置
や職場環境改善を行うこ
とが求められる―など、
準備と周知が急がれるこ
とが指摘されました。

12

12

26

12

月 日、いのちと健
康を守る愛媛県センター

の「第３回労働安全衛生
講座」に 人が参加。Ｎ
ＰＯ法人『こころ塾』の
村松つねさんを講師に、
月から事業主に義務化
された「ストレスチェッ
ク制度の準備と実施への
流れ・チェックポイント」
を解説。◎制度目的は、
職場環境改善を通じメン
タル不調の未然防止で、
12

程
日
95

【１月】
21 東予総支部代表者会議
23 四国ブロック青年部幹事
会・交流会（高松）
27 南予総支部代表者会議
28 自治労連中央委員会
（つくば市～29）
30 東予総支部書記学習会
（新居浜）
30 愛媛労連中央委員会
【２月】
６ ハラスメント対策・スト
レスチェック準備学習会
６ 県本部中央委員会
９ 保育担当課訪問要請
（各市町～10）
12 自治労連共済学校
（加賀市～11）
13 青年部幹事会
17 戦争法廃止を求める愛媛
の会講演会（愛大）
20 青年部反核へんろ
20 医療介護評幹事会（内子）
20 自治保育労働者全国交流
集会（岡山～21）
27 現業評幹事会
27 社会福祉評幹事会

12

12

18

12

19

１月２０日
２０１６年
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12月19日、県医労連の「街頭署名宣伝行動」に県本部医
療介護評の単組も参加。22人で松山市大街道で約1時間「さ
む～い」中、104筆の署名を集約。年末のためか急ぎ足の市
民も多く、少し反応は鈍かったのですが、学生さんは署名
中「ピース」のポーズもありました。

第 ４６８ 号

し、今年は親組合から執
行委員長ほか２人をあわ

内子町職は 月 日、
毎年恒例の「年末青年部
ボウリング大会」を開催

が送られました。今後も
イベントなどを通して職

績上位者および団体戦の
優勝チームには豪華景品

みなさん一投ごとに一喜
一憂し、おおいに盛り上
がりました。個人戦の成

れしい『カイロプラクティッ
ク＆エステ』、年賀状に

催し家族含め約１００人
が参加。今年は女性にう

新居浜市職労は 月
日、毎年恒例の婦人部の
イベント「愛彩会」を開

くり」を開催し 人が参
加（写真上）。先生の指

今治市職は 月 日、
女性部が「お正月飾りづ

日には給食部 会が
「クラフト教室」を開催
し６人が参加（写真下）。

が過ごせる」など感想が
ありました。

ができました。参加者か
ら「これで素敵なお正月

の試みでしたが、参加者
から「楽しかった」「ま

や太さのクラフトバンド ながら、『おいしいお茶
を決め、材料が決まると、 とスイーツ』で癒しの時
先生の指示に従いながら、 間を持ちました。初めて

で『キンボール』という
ニュースポーツを体験。

内の職員に声をかけ約
人の参加がありました。
第１部では、中央公民館

日「小豆島親睦旅行」
を実施し、 組の組合員
と家族が参加しました。

13

れを癒す良い休日となり
ました。新年１月 日に

では見学とお土産を購入
して楽しみました。天気
にも恵まれ、日ごろの疲

ですが紅葉を眺めること
ができ、『マルキン醤油』

食事をしながら交遊を広
げました。

会を開催。参加者で最ベ
テランの川井さん・河内
さんのご発声で乾杯し、

しく交流できました。第
２部は『居酒屋』で懇親

みんなで体を動かし、楽

「幸せのおすそ分け～！」

テン』は大好評。メイン
イベントに人気のゆるキャ
ラ『みきゃん』も登場。

と題した『餅＆お菓子投
げ』では、最近お祝いご
とのあった方から「幸せ
をおすそ分け」してもら

ました。

人も子どもも一緒に楽し
めるこの行事をこれから
も続けていきたいと思い

実施。食事にも工夫をし、 いました。会場でたくさ
『チョコレートファウン んの人の笑顔を見て、大

せ総勢 人が参加しまし
た。１チーム３人、計６

示を聞きながら、小物を
つけ始めると、みんな四
苦八苦しながら黙々と作

ボンドや洗濯バサミを使っ
て留めながらバンドを編

た別の機会でも試みたい」
とうれしい声をいただき

「青年部スポーツ大会」
を開催し、入庁 年目以

も使える『消しゴムはん
こ 教室 』 、子 ど も向 け
『皿回しゲーム』などを

業し『豪華なお正月飾り』

17
全員初挑戦で「かご」を
何に使うか、数種類の色

み込み。編み込む時間は
みんな真剣に作業し、様々

ました。

くさんの出店やバザーが
あり、景品付餅投げなど

『オリーブ公園』ではオ
リーブを堪能し、『小豆

新 居浜 市 社 会 福
祉協議会労働組合は 月

で大盛り上がりでした。
『綿菓子』をお買い上げ

西条市職労青年部は
月６日「丹原産業まつり」

な大きさや色のカゴが完

成。完成後は感想を述べ

チームに分かれて２ゲー 場を越えた組合員相互の
ム行い、個人と団体の優 交流の機会を作っていき
勝をめざして競いました。 たいと思います。

18

に『綿菓子』を出店。大
人から子どもまでたくさ

は「決起集会（兼）新年
会」を実施し、団体交渉
も計画しています。

④（柔道等）まだ段位のない人がつける帯
３階級制覇王者

⑦組織などを切り盛り。会を○○○○する

原因で急死または自死すること

①皮膚の最外層

②巨大な生物で日本近海の深海にすみ、

10本の腕を持つ。全長６メートル超も

③（野球）ライトフライ

⑤マグロの一種であるビンナガの腹肉

⑥愛媛の郷土料理の一つ。県内でも

■新年明けに地元の駅伝
大会に出場しないといけ

で続くやら…汗
（今治・越智）

グを始めました。来年の
今頃はきっと健康体に！
という意気込みはいつま

■人間ドックの結果に蒼
ざめて、慌ててジョギン

■新年明けましておめで
とうございます。
（大洲病院・松下）

（大洲病院・吉川）
■伊予市の自校式の給食

息子のお守りの方が疲れ
ます。

寒いけどがんばるぞ！
（西条・越智）
■マラソンの練習より、

カ月間で、どんな効果が
得られるか楽しみです。

■県のモニター事業で自
転車ツーキニストを始め
ました。 月～２月の３

いです（いや、走れよ！）
（西予・山里）

仲間たちに迷惑をかけな
いよう一歩づつ頑張りた

【タテのカギ】

も今年８月からセンター

⑨長時間労働など仕事の過重な負担が

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
２０１７年に向け各自治体で準備中！
にして下さい。

①日本の元プロボクサー。日本人初の

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

なくなりました…職場の

■４６６号のパズルの答
えは「ダンタイコウショ
ウ」（団体交渉）でした。
正解は６通でした。正解
者のなかから５人の方に
図書カードを進呈いたし
ます。（敬称略）

大田 陽市（内 子）
川名 良子（西 条）
小林 弘樹（宇和島）
宮城 恵子（西 条）
山里敬一郎（西 予）

【応募方法】パズルの解
答、氏名、住所、単組名
を忘れずに。また、余白
に紙面の感想、職場や家
庭での出来事などをお書
きください。正解者のな
かから５人の方に図書カー
ドを進呈いたします。
【送り先】自治労連愛媛
県本部パズル係 〒７９
０‐０００３ 松山市三
番町８丁目 ‐２（ＦＡ
Ｘ、メールも可 １面題
字下に記載）
【締切り】２月 日【発
表】４７０号（３月号）

（西条・川名）

ク！しばらく落ち込んで
しまいました。

りたいです。
（伊予・水元）
■田福さんの訃報にショッ

してます。みんなでがん
ばっておいしい給食を作

になります。今からどう
なるかドキドキハラハラ

10

12

島国際ホテル』のバイキ
ングでお腹いっぱいにな
ありがとうございました。 り、『寒霞渓』では少し

27

伊予市職労は 月５日

20
11

地域性がある

堀川孝行

出題者

18

「産業まつり」には、た

15

12

12

10

19

ん買いに来てくれ、約１ いただいたみなさん、協
８０個の売り上げでした。 力いただいたみなさん、

12

⑧染めた糸。色糸

12

22

29

12

20

１月２０日
２０１６年
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