内子町職は５月 日、
青年部主催「賃金学習会」
を開催し 人が参加。今
回は総務課人事給与係か
ら給与や手当の説明、井
口委員長から『職員組合』
について、『自治労連共
済キャンペーン』の説明

がありました。当日は今
年の新規採用職員も参加
し、学習会後には懇親会
で親睦を深めることがで
きました。『共済キャン
ペーン』は、６月末まで
に組合員の約８割の加入
協力が広がり、福利厚生

の合図で交流会をスター
ト！テーブルを囲みなが
ら食事をすることで、職
場の先輩も新採さんも打
ち解けた様子で会話を交
わしていました。

意を述べました。大会終
了後同会場での「新採歓
迎会」では、お酒を酌み
交わし職場の悩みなどを
相談したり、先輩職員の
元気な姿が見られたりと、
青年部ならではの楽しい
歓迎会となり、深夜まで
交流を深めました。

担当役員から「健康告知
該当で保険加入をあきら
めていた組合員さんから
『私も加入できるのなら、
本当にうれしい』と言わ
れた」と報告されていま
す。

【７月】
15 内子町職定期大会
伊予市職労定期大会
23 県本部第75回定期大会
24 女性部全国代表者会議
26 新居浜市職労定期大会
27 人勧直前中央行動（東京）
29 西条市職労定期大会
南予総支部定期総会
30 現業評全国代表者会議
31 青年部全国代表者会議
【８月】
２ 非正規全国代表者会議
11 県子育て支援課要請懇談
17 県本部拡大執行委員会
20 自治労連全国部評会議
21 自治労連全国大会
（岡山～23）
26 元周病職員裁判判決
（高松高裁）

り、新たな役員体制で話
しあい、よりよい青年部
活動を行ってほしい」と
発言もありました。また
大会終了時に、新採職員
に自己紹介をしてもらい
ました。選任された佐伯
新部長は「青年部活動を
より盛り上げて『新しい
風』を吹かせたい」と決
27

６月４～５日、全労連
四国「第 回働くものの
学習交流集会 高知」が
室戸市が開かれ、四国４
県から青年ら１００人が
参加。愛媛から大学生・
社会人など 人が参加。
集会では、まずレク『み
んなでＦＦドッジビー』
で交流。夕方は『バーベ
キュー』で交流。翌日ワー
クショップで５つのテー
マ＝①最低賃金、②消費

in
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税、③原発、④ＴＰＰ、
⑤安保法制について、チャー
ト表に生活・仕事との関
わりについて付箋を貼り
討論。ワークショップの
後、岩佐和幸先生（高知
大学教授）の講演を聞い
て再度ワークショップ。
講演を聞いて１回目と２
回目の変化が可視化でき
ました。最後に、参議院
選挙に向けて投票をよび
かけるボードを持って記
念撮影。４県の青年が職
種・世代を超え交流でき
ました。

県本部青年部は６月
年が結集する大切さ」に
日「定期大会」を開催し ついて話していただきま
５単組 人が参加。山内 した。討論では「クリス
青年部長が部長としての マスパーティ」「賃金学
２年間の活動を振り返り、 習会」「映画会」など単
あいさつ。自治労連青年 組青年部活動を発言。経
部の岡崎書記次長から 過報告・運動方針案・新
『全国の青年が結集する 役員が確認され、力石新
大切さ』と題して「青年 部長の団結ガンバローで
の置かれている状況・青 締めくくりました。

14

月 ～ 日「ドキジャ みんなで協力して一生懸
ム 松山ｗｉｔｈ四国」 命走り、勝利をめざしま
が『レインボーハイラン した。レクの後『バーベ
ド』で行われ、県内外か キュー』で大交流！各地
ら 人（愛媛 ・高知２・ からお土産もあり、参加
徳島２・本部２）が参加。 者が互いに話しあい、楽
ドキジャムでは、レクで しく交流。翌日クラフト
『ポートボール』＆『キ で『木の輪切りキーホル
ンボール』を行い、みん ダー』や『うぐいす笛』
な真剣に競技。ニュース を作成。２日間でいろん
ポーツとよばれる『キン な人とつながりました。
ボール』は未経験者も多 次はもっと参加者を増や
く、大きな球を使うため、 そうと話しました。

34
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程
日

西条市職労は５月 日
「青年部定期大会」を開
催し 人が参加。八木委
員長が「西条市の青年部
は県内でも活発な活動を
行っていると評判です。
これからもより活発な活
動を」と激励。青年部の
活動予定に対しては討論
で「あくまでも予定であ
25

18

18

11

27
に加入しました。はじめ
に『自治労連共済』につ
いての説明を行い、食事
を待つ間、みな真剣にパ
ンフレットをながめてい
ました。食事と飲み物が
到着すると委員長の乾杯

19
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新居浜市職労は、６月
日、昨年好評だった
「新組合員歓迎焼肉交流
会」を行い 人が参加。
今回の歓迎会を機に、再
度職場で声をかけ、３人
の新採さんが新たに組合
17
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今年春、各自治体で『特定事業主行動計画』が策定されています。この『計画』は、
次世代育成支援対策推進法および女性活躍推進法にもとづき策定・公表されたもので、
県内のある市では「すべての職員を対象に、ワークライフバランス・子育てと仕事の両
立・女性の活躍の推進に向けて取り組み、市役所をより良い組織、より働きやすい職場
にするとともに、地方公共団体として地域社会の模範となろう」と提起しています。
私たち自治労連の組合は「職場の声を集め、学習し行動し、要求し交渉し、職場に返
す要求活動」が《組合活動の第１の原点》と考え、「職場づくり」「仲間づくり」とあ
わせて、全県各地・各単組で活動をすすめています。

す。２年前委員長になる
直前に、ひとりの組合員

まし た 。和 気 委員 長 が
「委員長３期目になりま
＆執行委員会」を行い
人が参加。共済説明を聞

県自治体一般ココロ分
会（内子社協）は６月
日「新採職員共済説明会

西予市職労は６月７日
「定期大会」を開催し
人が参加。執行部が《組
合活動の３つの原点》①

の感想や質問が出され、

きパンフレットをみた組
合員から「これってかな

スローガン』を全員で唱

要求活動、②職場づくり、 さんから職場の悩みを相
③仲間づくりに基づく活 談され『彼のために、仲

きめき続けられるよう、
もう１年頑張ります」と
和しました。

り安いですよね！」「退
職しても加入を続けるこ
とはできますか？」など

あいさつ。最後に『大会

【タテのカギ】

①真田家の家紋

②辺りかまわず怒鳴る。部下を○○○○○○

③類は友を○○

⑤水俣病の原因物質

■４７２号のパズルの答
えは「マイナスキンリ」
（マイナス金利）でした。
正解は 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）

【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】８月 日【発
表】４７６号（９月号）

片山 紘子（西 予）
白石
聡（今 治）
日野 明美（西 条）
大西 京子（周桑病院）
西崎みどり（西 予）
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■世代交代もあって、今

ルサイユ宮殿みたい…。
（西条・日野）

に日本の建築技術のすご
さを再認識しました。ベ

年から田植えデビューし
ました。ほとんど初めて

の農作業で、土日のたび
に四苦八苦。順調に育っ

て、秋にはおいしい新米
が食べられますように。
（今治・白石）

■ただいま西予市ではク
ロバネキノコバエが大量

（四国中央・山岡）

なかなか高いハードル、
人生初挑戦です。

■人間ドックの胃カメラ
が経鼻カメラとのこと。

■先日、今話題の迎賓館、 発生しています。色々な
赤坂離宮を見学してきま 所にうようよ…。
した。そのゴージャスさ
（西予・井上）

不安が募りました。
（西条・宮城）

ていても揺れがひどいと
身動きが取れず、実際に
起こったらどうしようと

して、地震の恐さを実感
しました。心の準備をし

してきました。初めて起
震車に乗り震度７を体験

された

役員がていねいに答えな

■この投稿が載る頃には
参議院選挙、決着がつい
ているのでしょうね。今

（西予・山里）
■孫が通っている小学校

を開催、７月の夏祭り浴 ているの、でしょうか。
衣着付、秋の日帰り旅行、 （今でしょ！）
月のクリスマスリース
づくりなどの計画を相談

⑨ずたずたにする。台風で鉄道が○○○○

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
戦国武将にして下さい。

トでは８割の職員が『残
業申請できないことがあ
る』と回答。長時間勤務

一度 歳の若い気持ちも
思い出し、この国の行く

⑧浅瀬などの水の流れ。小川の○○○○

とならないよう今後の交
渉で改善したい」と提案

おたより
ありがとう

映画「2001年宇宙の旅」にも登場

末を近々本気で考えてい
きたいです。♪君が描い
た未来の中に僕はどう映っ

⑦日本の歌。「○○○○秋みつけた」

がら共済加入を勧めまし
た。執行委員会では、職
場で書類作成ができるよ
うに保育士を採用し確保
してほしい」などの要求
内容が確認され、要求書
を提出することを確認。
これにあわせ『分会ニュー
ス・ココロ通信』を発行
し、要求内容を組合員に
知らせ、団体交渉の準備
をすすめていくことを決
めました。
承認し、新役員が提案・
確認されました。新委員
長の平井さんが「委員長

の大会開催はすごい。組
合員を一人ずつ増やして
がんばってほしい」とエー
ルを送りました。
度の方針では、現在交渉
中の『 協定』と『夜勤

④建築・彫刻に用いる一枚岩。

し、全議案が全会一致で
承認されました。大会前
には「女性部定期総会」

専従職員制度』について
「労働時間管理アンケー

金曜○○○○○○

で防災訓練があり、参加

大道○○○○

90
間のために何かできれば』
と思ったのが私の組合活
動の原点。組合活動にと

動経過と運動方針案を報
告・提案し、全議案が承
認されました。今年春の
新組合員 人が参加し、
議事終了後にひとりずつ
自己紹介し、抱負を語り
月に異動した組合員が新
内子町・特別擁護老人
ホーム・みどり苑労働組

を引き継ぎます。みんな
でチカラをあわせてがん

しい職場で組合員を拡大
するうれしいニュースも

合は６月 日「定期大会」 ばりましょう」とあいさ
に組合員 人全員が参加。 つ。最後に『団結がんば
最初に清水委員長が介護
現場の大変さや制度改悪
の状況も盛り込みながら

委員長がこの１年の活動
に触れ、◎夜間勤務の

ろう』で大会を締めくく
りました。県本部の若藤
副委員長が「全員参加で

ありました。新加入組合
員と執行部・職場役員が
和気あいあいと懇談し、
新組合員が自己紹介しま
した。「年に２回程度、

「組合員みんなで話しあっ
て、がんばりましょう」

松山市職労は６月９日

組合員がこうやって交流
したらええなあ」という

ている」など、人員不足
が深刻化している状況が

分切り捨て問題が賃金支
払されることで解決。◎
人勧もプラス勧告で差額

①特定の劇場で行う映画の封切り上映、

しました。

27

「新組合員歓迎会＆県本
部野球大会祝勝会」を開
催し 人が参加。 春の
『自治労連共済みんなの
安心・支えあいキャンペー

とあいさつ。その後、大
会で全議案を全員一致で

のチカラにつながる集い
となりました。

ン』で、９割以上の現業 意見もあり、団結を強め
組合員の共済加入があり、 るいい機会になり、現業
共済キャンペーン波及効 職員の新規採用に向けて
果で４月に 人が新たに
組合に加入しました。４

市立宇和島病院労組は
６月 日「定期大会」を
開催し 人が参加。川口

多く出され「奨学金制度
の活用をはじめた」など
のとりくみも紹介されま

支給できたと賃金改善が
すすんだこと、◎非正規

非正規にも離職が広がっ

参加。濱田会長があいさ
つし「医師・看護師を増
やす請願が松山市で初め

した。秋には『医師・看
護師増員への新署名』が

の療養休暇が新設され３
日間の有給となったこと

県本部医療介護評議会

て意見書採択されたが、
まだまだ課題が多い」な

始まり、すべての職場で
署名にとりくむことなど

は６月５日「定期総会」
を内子町で開催し 人が

ど報告。運動方針提起後
の職場交流では「看護師

は一歩前進と報告。新年

10

⑥俳優・落語家など演芸を職業とする人。

堀川孝行

出題者
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が確認されました。

36

【ヨコのカギ】
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不足で職場環境が悪化し
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