服部緑地公園で開催しまし

ツ祭典ソフトボール大会を

５月９日、府職労スポー

態でストレスが溜まる日ご

と、長時間で過密な労働実

人員配置がされていないも

業務量に見合った適正な

なさんのご意見などお寄せ

ーションなどについて、み

文化・スポーツ・レクレ

れ様でした。

た。 好 天 気 に も か か わ ら
ください。

ようなハッスルプレーの連

ろのうっぷんを晴らすかの

ドコンデションが悪く午後
続。

ず、前日までの雨でグラン

からの試合開始となりまし
決勝は土木現場支部のチ

読者の
つぶやき

会に対し、各国の翻訳者

な っ て お り、
「蟹工船」

と「貧困」が社会問題と

「蟹工船」劇を予定して

る。来春には別の劇団が

の違法行為に腰が引けて

者をモノ扱いする大企業

た。
ーム同士のたたかいとな
り、
「 ど げ んＪ ＡＰ ＡＮ 」
が「枚方土木」をやぶり優

消費税が導入されても日
１年あっという間でした。 常生活が豊かになったと実

藤井寺保健所

ば生活が潤うのか…。

うに思います。いつになれ

感できない人も多くいるよ

（クロスワードクイズ）で

元気に保育園に通っていま

泉佐野保健所

す。

が「 蟹 工 船 」 に よ っ て

梶村のり子さん

安川氏や浅川監督役の川



井康弘氏らから舞台に挑

いる。

新海直子さん

脚本執筆中、ファスト

が役立つと思ったとの翻



フード店を深夜訪ね歩

「連帯」力を広げようと

訳者の話はひと事ではな

工労働者た

働者や期間

業の派遣労

いま大企

いる。

キューバ、イタリアのそ

いる。韓国・フランス・

さに現実を変革する力に

翻訳者の意気込みは、ま

忠実な翻訳をと心がける

月

だけでなく、今夏には新

い。今回の「蟹工船」劇

っして一時のブームでな

ーリングオフ」など、私

り店長」
「偽装請負」
「ク

広 が っ て い る。
「名ばか

切りなどに対して反撃が

えることこ

抜本的に変

この根本を

る。しかし、

取っ てい

タテのキー♡

①奈良
 東大寺の ――

②ふりがな用活字

③マツカサの別名

④ともしび。 ――
親しむ候
⑤とこ
 ろ変われば○○変わ
る

を調べる
――

⑭冗談

⑮朝○○晩

⑰恒星の周囲を公転する星

⑱１年
 間の費用。国会議員

に国が支給する１年間の

⑰彼の
 口の

だ

は評判もの
――

⑲にんにくを英語で

○○飯、するめ○○

○○
 でもない男と付き合

レディーメイド

う

⑲ヤード・ポンド法の体積

選択を英語で

手当など

の単位。約３・８㍑

⑳ ←→闇夜

病気や傷のある部分

⑥火災の

⑨米国の通貨単位

長○○、車○○

が合わない
――

⑯食○○、貪○○

⑬話の

⑫○○は友を呼ぶ

⑩火災を防ぐこと

⑧うなぎどんぶりの略

⑦「歪」の訓読み

①輪抜き達磨とも言う

ヨコのキー♢

⑪彼とは妙に○○が合う

だ。

（安川修一脚本）

「皆、もう一回だ」

んだ意気込みを聞いた。

している姿が印象的だっ

かった。

労働者の反撃続く

いる政府のもとで、違法

き、そこで夜を明かす派
現実の社会への憤りと若
た。

「蟹工船」ブームとい

カギを解き、二重ワクに入る文字をアルファ

「もう一度！」

遣労働の若者たちからじ
者へのエール、俳優一丸

方言や比喩などの言葉

何よりも、違法な派遣

クロスワードクイズ
行為が止まらなくなって

っ く り 話 を 聞 い た。
「働
となった身体ごとの演技

われた昨年。しかし、け

大企業の違法行為に

きたいと必死に願ってい

に苦労しながらも原作に

「蟹工船

ちが労働組
合を結成
し、 裁 判 で

この記事が出た日にはす

れぞれの翻訳者のトーク

作映画が公開され、

達が耳にする話はすべて

勝利を勝ち

でに全席完売という注目

したいとの思いにあふれ

には井上ひさし脚本の小

そが必要

国治

された舞台だった。

セッションがあり、観劇

ていた。韓国では、日本

違法行為ばかりだ。労働

小山

舞台を観るのは久々だ

とセットで上京した。人

林多喜二劇が公演され

府税支部なにわ東分会

世界に広がる
「蟹工船」
現象と反撃

―世紀丸」物語

には観客の拍手が鳴り止

まだまだ続く「蟹工船」

「蟹工船」は、いま再

ブームと「連帯」の力

の 取 材 記 事（
「読売」 ５

び世界で翻訳され始めて

ったが、俳優の熱演は期

よりも一足先に「格差」

月

日）の一文である。

本・演出の安川修一氏へ

俳優座「蟹工船」の脚

るのに仕事がない。彼ら

たので同じポーズの写真ば

大勢を前にして固まって

真です。

子どもの生活発表会の写

新しいクラスになっても

かりでした～。

府職労では、毎年６回、顧問弁護士による定例無料法律相
談を実施しています。毎年１・３・５・７・９・11月の第２
火曜日を予定しています。
１回、１人30分、４名をメドとしています。
◉相談の申し込みは、７月13日（月）午前中までに
電話（06－6941－3079）
で府職労本部福祉法制部まで
申し込んで下さい。
＊なお当日は、相談時間の10分前には、府職労本部書記局ま
でお越しください。

まなかった。

勝。参加者のみなさんお疲

７月14日（火）午後２時～４時

すね～。

最近なかなか複雑な解答

先生

河村武信
顧問弁護士

に罪はない」
と言い切る。

ソフトボール大会
間の尊厳を踏みにじる社

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

前回の応募は17通でした。正解者の
中から抽選で５人の方に図書カード
（1000円分）を進呈します。クイズの
解答とあわせ、読者の皆さんのメッ
セージ、要望、意見、趣味の写真な
ど通信してください。

新海 直子（泉佐野保健所）
梶村のり子（藤井寺保健所）
湯浅 泰則（池田土木事務所）
増田 宏美（健康づくり課）
大西 壽志（危機管理室）

府職労 定例法律相談 のご案内
10

府職労本部まで
６月25日
（木）

当

選

者

応
募
締め切り

答え＝消費税20年福祉悪化

府職労

待以上だった。公演後、

４月号の解答と当選者

クロス
ワード

10

答】

【解

21

ベット順に並べてできる言葉は何でしょう。

写真は、俳優座「蟹工船」上演の
舞台と安川修一氏
（一番右）
と俳優

どげんJAPAN（土木現場支部）が優勝
15

2009年６月１日 ＜４＞
第1887号 （第三種郵便物認可）

