12

務員給与改善署名』約
万筆を提出。今治市職代
表 も提 出 行 動 に 参 加 し

50

10

13

15

26 自治労連全国大会
【９月】

（さいたま市～29）

「愛媛でも人員不足が深
刻、職員１人の業務量や
負担が大きい。仕事に見
合う賃金改善を」と訴え
ました。次に炎天下の日
南予総支部は７月 日
比谷野外音楽堂で「中央 「定期総会」を開催し６
決起集会」を行い、最後 単組支部 人が参加。和
に銀座まで「デモ行進」。 気総支部長が「春闘集会
愛媛参加者も元気にシュ と同時開催のボウリング
プレヒコール＆デモ行進 で組合員交流し、若いカッ
を行いました。参加者か プルもできた。『共済実
らは「はじめての参加だっ 感キャンペーン』が加入
たが、これだけの人が集 者拡大につながっている。
まるなんてすごい。勢い 現在実施中の津島吉田病
がある」「デモ行進は、 院労組に期待している」
こんな都会で歩道じゃな とあいさつ。新総支部長 の機会を増やすため総支
いところを堂々と歩ける を竹内・内子町職委員長 部の交流予算増額を」の
んですね（笑）」などの とすることを確認。総会 要望も出るなど盛り上が
感想がありました。
後の交流会では「出会い りました。
18

28

宇和島病院労組は７月
日『牛鬼祭り』２日目
『うわじま音頭』に参加
する組合員さんを中心に
「女性部ゆかた着付け」

15

14

18

県本部は７月 日「第 る」今治、「人員増要求
回定期大会」を開催し を反映し今年４月採用
単組 人が参加。最初 人。財政難から管理職手
に『内子町社会福祉協議 当や住居手当削減の動き
会労働組合（ココロユニ あり」伊予、「 年近く
オン）』の県本部加入を 現業採用がなく今後５年
承認し『組合旗』を贈呈。 で１００人退職」松山、
その後、①活動経過、② 「６年半の裁判は残念な
運動方針案《この１年間 結果となったが、訴えた
の７つの特徴》《組合活 ことは間違ってない、声
動の３つの原点》《すべ あげたことが全国でのブ
ての単組がめざす目標と レーキとなったと思う」
視点・構えと重点》《具 周病裁判原告、「年休取
体的課題ととりくみ》、 得平均５・８日に減。残
③決算・財政方針案・予 業アンケートで『誰かが
算案を報告・提案。討論 倒れる前に組合がんばれ』
では 単組支部８部評、 の声」四国中央、「育休
市町村共済議員団・周病 取得代替で６人正規配置
裁判原告が発言。全ての が実現。安定的な住民サー
報告・議案が承認・採択 ビス提供のため職場全体
され、最後に高尾新委員 の要求とすることが大切
長・和気新書記長など新 だ」新居浜、など発言が
執行部を選出しました。 ありました。

80

21 76

22

「組合の残業アンケート
結果が人事課の労働時間
適正把握やノー残業デー
徹底に反映。職場の声を
集め目に見える活動広げ

18

程
日

10

「新採７人全員が組合加
入。共済キャンペーン
人が継続加入」内子、
「レクバレー大会で１人
組合加入し共済も加入」
津島吉田病、「青年部
『なぜ組合が必要か』考
える企画実施。『情報発
信』をよりわかりやすく
タイムリーに」西予、
「要求実現と組織強化拡
大に県本部の役割重要。
そのためには中長期的な
財政方針が必要」新居浜、
「昨年 月委員長に。
『会社としっかり話すた
めに』と職場で１人ひと
りと話し、組合員が３倍
増。若い人が仕事がんば
り、将来に夢が持てる会
社にしたい」新居浜清掃
など発言がありました。

22

27

（松山コミセン）
自治体にはたらく女性の
交流集会（名古屋～３）
９ 青年部幹事会
現業評幹事会
16 県本部拡大執行委員会・
「秋の重点要求学習会」
東予総支部総会
中予総支部総会
宇和島地域医療市民の会
総会

２ 愛媛労連定期大会
を今年も実施。着付け講
師２人に ～ 時頃まで、
新採２人を含む看護師・
医療スタッフ・実習生・
研修医に、着付けと髪ア
レンジをしていただき、
人の方々が大変喜ん
でくれました。病院９
階組合事務所と１階会
議室両方で行い、病院
組合役員も２人参加し
て、髪アレンジにお手
を拝借。「来年もぜひ
お願いします」と女性
部ならではの『心配り』
のゆかた着付けは今年
も大好評でした。

12

【８月】
９ 保育部会幹事会・県子育
て支援課要請懇談（県庁）
平和の使者千羽鶴を海外
に送るつどい（松山）
19 県本部拡大執行委員会・
「2017人勧学習会」
市職評議会総会
非正規公共評幹事会
日本母親大会（岩手～20）
23 食糧と健康を守る運動愛
媛連絡会総会（松山）

23

第 ４８７ 号
７月 日「夏季要求実
現・公務員賃金改善・中
央行動」に愛媛６人（今
治・伊予・内子…平均年
齢 歳代）が参加。 時
からの内閣人事局前宣伝
行動では、代表が『電通
問題』にも触れ「長時間
労働の是正」「退職手当
引き下げ反対」などを訴
え、全国から集まった
『退職手当削減反対署名』
を提出。昼休憩後の人事
院前の行動では、全国の
代表６人が人事院に『公
11
合の熱戦を展開。西条市
職労チームが１位となり、
「 ／ ～ 自治労連全
国 バレ ー ボ ー ル 大 会 」
（千葉県）の出場権を獲
得しました。

20

７月 日、今治市波方
体育館で「県本部第 回
女子バレーボール大会」
を開催。体育館の『熱中
症計』が「厳重注意」一
歩手前の熱気の中、３試

21

17
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２０１７年
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内子 町職は７月 日
「定期総会」を開催し組

活動の強化を」など提起。
最後 に 竹内 新委 員 長が

では「健康で住民のため
に働ける職場を」「多く
の仲間で要求実現、組織

新採組合加入者が１人ず

合員同士の助けあい『共
済支えあいキャンペーン』」
など提案し、周病労組の
合員など 人余が参加。
井口委員長が「豪雨災害

「若 い 人や 臨時 の 人が
『組合に入って良かった』

性」などあいさつ。活動

モットー『ハードな勤務
のなかでも笑顔で働ける
に自治体の仲間として可
能 な支 援 を行 い たい 」

つあいさつ。活動経過・
決算を報告、運動方針案

大会」を開催し 人が参
加。来賓として西条周桑
ココロとココロのつなが
りがある雰囲気・職場づ

と思えるような活動をし
たい」と決意を述べ『ガ
ンバロウ』で閉会し、懇

経過・決算を報告、運動
方針で豊田委員長が「組

労連から「元周桑病院職
員分限免職撤回裁判」に
「６月内子社協の仲間が
組合を立ち上げた。これ
まで以上に交流し連携し

周桑病院専心会職員労
働組合は７月 日「定期

ついて「結果は残念だが、 くり』をよびかけました。
全国的価値ある闘いとなっ 最後に議案を可決し、新
てい る 」、 県 本部 か ら 役員を選出。大会終了後、

新居浜市職労は７月

親会に移動しました。

交流会で楽しいひと時を
過ごしました。

よさこい祭り参加」のと
りくみなどを提案。討論
では、各単組の青年部活

どあいさつ。活動経過・

を、職場全体の人員要求

行いました。

マス目を埋め、二重枠の９文字で、
人生のはかなさを表す言葉にして下さい。

④違う言語を翻訳する人

飽きること。○○○○○○気味

⑦音読み⇔○○○○

参加。経過報告では「今
年４月に臨時保育士の経
験 加算 が 実施 さ れた 」

運動方針案・予算案を承
認し、２年目となった渡

の団結力』の確保へ、積
極的な組織拡大を」など
提案。活動経過・決算、

要」「要求実現の最大の
武器『より多くの組合員

方創生・地域活性化』を
真に実現するために労働
組合の役割はますます重

（西条・杉）
■若いリハビリの先生に

と思います。毎日、笑顔
で過ごせたらなおＨＡＰ
ＰＹ！

をしても、置かれた場所
で一生懸命生きることだ

■４月に転勤してはや４
カ月。職場にも慣れて頑
張ってマス。どこで仕事
「定期大会」を開催し執
行部・組合員など 人が

「県本部とも連携し、他
市の動向も注視しての交

（大洲病院・上野）

囲まれて、仕事がんばっ
てます。

⑨劇で担当する配役を決める

部委員長の『ガンバロウ』
で閉会し、集合写真を撮っ

⑧アイスコーヒーにつく甘味料の略称

渉が必要」と振り返り、
運動方針案では「今ある

おたより
ありがとう

①同じ物を食べ続けたり同じ事が続いて

て終了しました。

歴史、諸先輩方の不断の
努力によるもの」「『地

【ヨコのカギ】

労働条件は、組合の長い

西条市職労は７月 日

に」の５人が発言。執行
部提案が承認され、大会
後、恒例の『福引き』を

ていきたい」など述べ、

「病院や地域医療を守る
ための組合の役割・必要
る」など「一人ひとりが
団結してチカラをあわせ、
一歩一歩乗り越えていこ
う」と提案。討論では、

決算の報告、運動方針・
予算の提案の後、青年部

が参加。越智副委員長が
「育休代替６人正規配置
を実現、みんなが声を上

日「定期大会」を開催し
執行部・組合員など 人

認。大会宣言とスローガ
ン「守ろう、未来のくら
し！つなごう、みんなの

げ行動することで職場を
変えられる」、高橋委員

現業評議会、保育部、青
年部が発言し、議案を承

が参加。久保委員長のあ
いさつのあと、県本部役
員が「今年の人勧、定年
笑顔！」を確認。「団結
ガンバロウ」で大会を終

長が「新しい組合員を迎 保育部会「東予４市の担
え組合のチカラを大きく、 当課懇談に参加」、市民
たくさんの仲間の声と行 課「育休代替の正規配置

後藤県本部委員長と山内
愛媛労連青年部長が来賓
あいさつ。自治労連本部

動の報告があり、活動方
針と新役員を確認し大会

「毎年賃金学習会と組合
加入よびかけ」、婦人部
「年代別懇談会・産休育

延長、労働時間管理」の
情勢を報告。経過報告の
了。大会後の懇親会では
「くじびき」（１等『簡
易テント』）もあり、和

動参加と組合加入を」な

青年部の市江弥生部長が
「青年同士がつながるこ

を終了。大会後、交流会
を行い、松山の『土曜夜

休者懇談会」、調理員部
会「正規採用実現が課題」、

後、 運 動方 針 提案 で は
「働きやすい職場環境を
めざす」「給料・賃金改

やかに交流しました。
どを紹介しました。活動
経過を報告し、活動方針
では「学習活動」と「青
年の交流」を柱に「ドキ
ジャム」「フットサル大

との大切さ」のテーマで
講演。自身の経験、青年

市』も楽しみました。

日「第 回定期大会」を 会」「反核へんろ」「県
開催し７単組 人が参加。 自治研青年講座」「高知

県本部青年部は７月８

善要求」「組合力を高め

伊予市職労は７月７日
定期大会」を開催し 人

60

①（英語）散弾銃

②書き損じの紙を○○○○○○に丸めて

捨てた

③○○元、○○登る、○○熟語

⑤大相撲で九勝六敗の成績。弱い大関へ

⑥新年にはじめて書物を読むこと。

の皮肉

て３カ月ほど苦悩の日々
が始まります（笑）
（今治・白石）

苦しい夏がやってきまし
た。夏嫌いな自分にとっ

■今年はほぼ平年通りに
梅雨が明けてしまい、寝

【タテのカギ】

ました。「お星様、希い

をしよう。七夕の笹かざ
り、子ども達と楽しくし

そ良い職場が生まれると
思う。質の高い良い仕事

■４８５号のパズルの答
えは「リーダーシップ」
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）

上野 美子 大(洲病院 )
杉 まき子（西 条）
岡崎 美郁（宇和島）
藤原恵美子（西 条）
川名 良子（西 条）

【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】９月 日【発
表】４８９号（ 月号）

を」と…。我家でも小さ
な笹で大きな夢を欲張っ

て書きました。
（新居浜・西原）

■ＮＨＫ朝ドラ「ひよっ
こ」にはまってます。ナ
ツメロ唄いにカラオケに

行きたくなっちゃいまし
た。

（四国中央・山岡）

げに合流しましたがヒッ
トは打てませんでした。

見事準優勝で県大会へ。
どさくさに紛れて打ち上

よう声をあげて」と言わ
（宇和島・竹田）
れている通り、良い職場、 ■技師さんの野球大会の
みんなで力を合わせてこ 応援に行ってきました。

■書記長さんが「みんな
で職場を良くしていける
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堀川孝行

出題者
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自治研集会のとりくみな
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