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加入・カンパにご協力を！

「府職の友」
は組合費で作成しています。
組合未加入のみなさんにはカンパにご協
力お願いします。
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に不安に感じていること

参加者の声

◇月齢によって児の体調も全然違う。小さいう
ちはもう少し休暇が多くてもいいのでは。
◇いろんな働き方が認められたらいいのにと思
う。今の短時間勤務制度は取得しにくい。
◇育休手当金の１歳半までの申請について組合
役員から教えてもらい助かった。
◇育児時間をフルには取得できなかった。
◇１歳半過ぎて育児時間がなくなった後の時間
のやりくりはどうしよう？
◇小学校１年生ギャップなど就学後が不安。
◇育児時間は子どものための休暇。どの子にも
きちんと保障されるべき。
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６月30日
（金） 柏原市役所
（大和川河川敷）
→八尾市役所→若江岩田駅
（東大阪市）
→東大阪市役所
７月１日
（土） 河内長野市役所→富田林市役所→羽曳野市役所→藤井寺市役所→
（松原市役所）
７月２日
（日） 泉佐野市役所→貝塚市役所→岸和田市役所→忠岡町役場→和泉市
役所
い わ っ た
７月３日
（月） 和泉市役所→泉大津市役所→高石市役所→浜寺公園→石津太神社
→堺市役所
７月４日
（火） 住吉区役所→天王寺・あべのベルタ西側公園→大阪城・教育塔前
→中之島公会堂前・駅前広場→南森町→都島区役所→都島本通→
赤川１→旭区役所・大宮南公園
７月５日
（水） 守口市役所→門真市役所→友呂岐公園→寝屋川市役所→成田山不
動尊→香里団地→枚方市役所
７月６日
（木） 高槻市役所→総持寺団地→茨木市役所→摂津市役所→吹田市役所
７月７日
（金） 豊中市役所→池田市役所→兵庫県・川西市役所

それぞれ原爆が投下されま

府職労

などを出し合いながら交

● 就学後の不安の声も ●

した︒広島市だけで

原水爆禁止世界大会に向けて、今年も国民平和大行進がとりくま
れます。平和大行進に参加して、核兵器廃絶や原発ゼロの思いをア
ピールしませんか。皆さんの参加をお待ちしています。
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児中に活用できる制度について︑あらためて確認しながら交流しました︒

８月７日（月）〜９日（水）

原水爆禁止2017年世界大会・長崎
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大阪府内コースの日程
2017年国民平和大行進
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核兵器禁止条約を力に、核兵器のない平和で公正な世界を
テーマ
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