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（１） 第５０７号

9.22西条市職労青年部サイクリング

７月西日本豪雨災害ボランティア、全国からの支援

12.15四国中央市職労ＵＳＪツアー

12.6～8全国バレーボール大会
新居浜市職労チーム

第 ５０７ 号

5.26～27四国保育団体合同研究集会

1.18西予市職労青年部学習会・新年会

12.9県本部青年部フットサル大会

日

8.10～11四国青年部よさこいプロジェクト

3.3～4自治労連青年・女性ステップセミナー

10.20伊予市職労青年部バブルサッカー

程

【４月】
14 女性部幹事会
保育部会幹事会
医療介護評議会幹事会
（内子）
14 女性部幹事会
保健師部会幹事会
20 県本部拡大執行委員会
非正規公共評議会幹事会
中予総支部代表者会議
（松山）
23 大洲病院労組定期大会
24 東予総支部代表者会議
（新居浜）
【５月】
１ 愛媛中央メーデー集会
（松山市城山公園）
３ 愛媛憲法集会
（松山市コミセン）
６

国民平和大行進

17

（高知・愛媛県境出発）
自治労連中央委員会
（横浜～18）

19

国民平和大行進

25

（四国中央市→香川県）
県本部拡大執行委員会

（２）第５０７号
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じく「制度変更はわかる
が、どうなるのかが理解
できていない」との声が
多数でした。高尾県本部
委員長がパワポで制度概
要を説明し、喜井市職労
委員長が「アンケート結
果からみなさんの要望・
不安がよくわかった。
『より良い制度』にし処
遇改善できるよう要求し
ていくために、みなさん
の意見を取り入れた『要
求書』を提出しましょう」
とよびかけました。

年の枠がなくなると、年
金支給までの雇用保障が
なくなるのでは」「期末
手当が支給されるようだ
が、月額ベースでも現行
を下回らない要求を」
「病気休暇は正規職員の
日に対して非正規は現
在３日」「病院独自の要
求もしていきたい」など
３日間の意見をふまえた
『要求書案』を作成し、
非正規組合員に要求項目
を周知して、４月の執行
委員会で確認後、当局に
提出します。
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①男女同権論者。女性を大切に扱う男性
②自分の思いどおりに道具を使うさま
③東西○○北
⑤林のように多くの物が並び立つ。
高層ビルが○○○○する
⑥蕎麦の実の殻。枕などに詰める

■５０５号のパズルの答
えは「定年延長」（テイ
ネンエンチョウ）でした。
正解は３通でした。正解
者のなかから３人の方に
図書カードを進呈いたし
ます。（敬称略）

白石
聡（今 治）
山里敬一郎（西 予）
小林 弘樹（津島吉田）

【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】５月 日【発
表】５０９号（６月号）
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た。実は私の母、オジ、 てもらってます。クロス
イトコも所属していたこ ワードを後輩と楽しんで
のサークル。先日解散式 います。
が行われ、その場に行け
（西予・井上）
なかったことが悔やまれ
ますが、歌い踊ったあの
日々は青春の思い出です。
にーふぁいゆー（ありが
とう）八重芸！
（西予・山里）
■勤務校での卒業式。個
性的な現代の卒業式の内
容にビックリ！私が仕事
から卒業出来るのは、あ
と？年（笑）
（西条・山内）
■いつも楽しく拝見させ

【タテのカギ】

マス目を埋め、二重枠の７文字で、
地球温暖化の原因の一つにして下さい。

おたより
ありがとう

【ヨコのカギ】

■また、出会いと別れの
季節がやってきました。
若いころは当たり前のよ
うに過ぎていたけれど、
最近、しみじみと思いに
ふけることが多くなりま
した。
（今治・白石）
■看護学生時代所属して
いたサークル 琉球大学
八重山芸能研究会（通称：
八重芸）がついに 年の
幕を下ろしてしまいまし

10

堀川孝行

出題者

「４月から年休５日取得
義務化、どうするのか」
「夏季休時期の年休しか
取れていない人もいる」
内子社協労組（ココロ 「賃金改善や人員増は必
ユニオン）は３月６日 要。職員のモチベーショ
「執行委員会」を開催し ンにも関わる」など意見
７人が参加。この間とり が出されました。６月予
くんだ『働くみんなの要 定の「定期大会」に向け、
求アンケート』結果を見 ３月中に新役員への声か
ながら、職場状況を交流。 けをすすめ、４月執行委
「年休取得がみんな６日 員会で、定期大会資料作
未満なのは、人が足りず 成を始めることを確認し
休めないことの現れ」 ました。

四国中央市職労は３月
日、４回目となる「会
計年度任用職員制度の説
明会」を開催し 人が参
加。参加者から「職場で
上司に聞くと『組合の説
明会に参加し勉強してき
た方がいい』と言ってく
れた」など、初参加の人
も多くいました。２月実
施のアンケート結果と同
13

宇和島病院労組は３月
・ ・ 日と会計年度
任用職員制度についての
「非正規組合員の意見交
換会」を開催し、３日間
で 人と役員が参加。船
田副委員長がパワポで
「制度内容」と「要求項
目」を説明。組合員から
「現在は希望すれば 歳
まで働ける制度だが、定
18

①ただ一つしかない。かけがえがない
④御輿が神社の境内に入ること
⑦特に女性の流行に左右されない着こなし、
○○○○ファッション
⑧支障なく事が運ぶ。役員は○○○○決まっ
た
⑨残らずなくなる。財布が○○○○かんに

52
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12

きやすい職場をめざして
います。今日は職場を越
えて交流を深め、より良
い市役所づくりを一緒に
すすめましょう」とあい
ご狩り」に組合員・職員・ さつ。「いつも婦人部の
家族３０７人が参加。小 イベントを楽しみにして
雨が降るもハウスの ます」と家族の方、「子
中は暖かく、いちご どもの看護休暇の改善は
の甘い香りに包まれ、 助かった」と組合員、
家族や友人たちと楽 「介護休暇を取りたいの
しく美味しい時間を ですが」と相談もあり、
過ごしました。婦人 婦人部のいろんなとりく
部代表の帆谷さんが みが浸透していることが
「組合は人員増や賃 実感できた「いちご狩り」
金・休暇の改善、働 でした。

津島吉田病院労組は３ 華景品』が当たる「くじ
月８日「旗びらき交流会」 引き」では、名前が呼ば
を開催し 人が参加。昨 れる度に大きな歓声が上
年７月豪雨災害対応の慰 がっていました。お腹いっ
労も兼ね、近年の企画で ぱい食べ、しゃべり、心
は最多の組合員が参加し が和らぐ時間となりまし
ました。和氣県本部書記 た。職場で組合員が参加
長、高橋県医労連書記長、 を誘った正規看護師２人
四国労働金庫支店長より が、この機会に組合に加
あいさつを受け、上田書 入。「くじ引き」で２人
記が「自治労連共済」に とも『豪華景品』が当た
ついて説明し乾杯！『豪 り大喜びでした。
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新居浜市職労は３月３
日、婦人部恒例の「いち

14

伊予市職労は３月３日 は中止となりましたが、
春恒例で今年 回目となっ 「いちご狩り」を家族ぐ
た「ボランティア＆レク るみで楽しみました。い
リエーション」を開催し ちご園ではいろんな種類
１３３人（大人 人・子 のいちごを食べ「すごく
ども 人）が参加。朝か 大きくて甘いね～」「お
ら雨で肌寒い天気のため、 腹いっぱいになったね～」
前半に予定していた『双 など楽しそうな会話が聞
海翠小学校』の清掃活動 かれました。
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