月２日投票

の選挙で前進させること

１９５２年３月
日東

読者の
つぶやき
日本中が歓喜したサッカ
ー女子なでしこジャパンの
優勝︒今回の優勝は︑東日
本大震災で被災された人々
に勇気を与えただけではな
く︑日本中のすべての人々
に夢と希望と勇気を与えて
くれたのではないかと思い

歳︒八尾

高︑静岡大卒︒大阪民主
ます︒何事も最後まで諦め

大阪生まれ︑

新報記者を経て︑東大阪

ということを痛感させられ
だとか⁝︒

ば原子力発電もなくなるん

保健所支部

Ｆさん

考えたいと思います︒

なのか︑この夏はしっかり

本当に必要なものはなん

ました︒
健康福祉支部 Ｍさん

年前の生活に戻れ

人間の奢りが招いた原発
事故︒

タテのキー♡
①空を飛ぶ鳥

②蚊を追い払う煙

③○○・空・海

⑤○○の親︑○○の苦しみ

⑥薬などのききめ
⑦打撲傷

⑨エイプリル・フール

⑬欧文で固有名詞の最初の
大文字

は絶えず自然に支えられ

のものにおいても︑人間

﹁形態を変える労働そ

は︑自然の法則にさえ反

する財界と政府の思惑

だに原発を推進しようと

染され続けている︒いま

⑮○○ぎわ︑○○内海

ている︒
﹂
﹁労働は素材的

している︒

り︑人間と自然とのあい

然的なものの取得であ

ては︑今後に委ねるとし

る資本主義の本質につい

欠な自然と労働を破壊す

る︒
﹂

蔵庫であ

きる言葉は何でしょう。

東大阪市長選挙

阪市長選のダブル選挙前

員会で長尾さんを推薦し
が大変重要であり︑府職

プロフィール

さ を推薦決定
ん

大阪府関係職員労働組
の前哨戦ともいえる︑こ

長尾淳三
合は︑７月 日の執行委

てたたかうことを決定し
労としても大いに奮闘し
ましょう︒

日に

ました︒今年 月
行われる大阪府知事・大
ずにやり遂げる事が︑人間
として一番大切な事である

市議５期
︵ 年間︶
︑東大
阪市長２期
︵５年間︶︒大
阪市立大大学院で都市政
策修士を取得︒現在︑民

然および労働をかく乱す

クロスワードクイズ
富の父であり︑土地はそ
の母であ
る︒﹂
﹁土地
は︑彼の本
源的な食糧

係﹂
﹁人間と人間との関

だにおける物質代謝の一

や土地が︑
放射能で汚

⑲︱︱は必ずしも真ならず

⑱︱︱と言えばネロ

⑰︱︱を解読する

⑯○○の内︑○○闇

㉗麺類︒きつね︱︱

㉖中空︑うつろ

㉔冗談

㉒商家などの称号

㉑ギターの︱︱を覚える

㉓○○の大木

㉕○○もないのに来た

ヨコのキー♢

①親の七︱︱

④先攻の対

⑧跡継ぎとなる子

⑩家族や親類︒︱︱で祝う

⑪別れた二人が○○を戻す

⑫ピカソは偉大な○○

⑭競馬等の○○行為は禁止

⑮︱︱な︑そんなに値切ら

ないでくださいよ

⑰前払いの対

⑲金・○○・銅メダル独占

⑳いい○○が来たぞ

㉑○○私混同

答え＝太陽エネルギーの季節だ

主市政研究会代表︒青春
時代は陸上競技に没頭︑
いまもアスレチックジム
で汗を流すのが趣味︒好
きな作家は向田邦子︑田

前回まではその準備体

辺聖子︒
家族は妻と３男︒

い が ち だ︒ マ ル ク ス も

東日本大震災か

ついてマルクスが言うと

その人間の生存に不可

土地はその母である

労働は素材的富の父

放出され続けている︒人

３・

実︑第一章﹁商品﹂で挫

ころを聞いてみよう︒

るのが資本主義的生産だ

折する人が数多くいる︒

マルクスは︑労働は︑

と言っている︒

しかし︑民主党政権は

資本主義社会のもと

﹁人間の欲求を満たす自

操︒準備体操はまだ続く

このような事態のもとで

で︑
﹁人間と自然との関

が︑自然と人間の関係に

れている人が大勢いる︒

も︑政治の舵取りができ

﹁すべてはじめはむずか

この現実を前に︑日本

ず︑自民党も党略と政争

しい﹂と言っている︒事

の政治のあり方が根本か

類の存続さえ脅かす原発

ら問われている︒何より

６６

倉庫である
のと同様
に︑彼の労
働諸手段の

係﹂が見えなくされてい

て︑マルクスが自然と労

本源的な貯

るからだ︒
﹁モノとカネ﹂

般的な条件であり︑人間

働について書いているこ

小山 国治

第二部第１回目に予告

﹁物と物﹂との関係にみ

生活の永遠の自然的条件

労働はその一過程

力をコントロールする術

した﹃資本論﹄にやっと

えるマジックを見破るの

福島原発事故は︑原子

を人間が持っていないこ

入 れ そ う だ︒
﹃資本論﹄

その自然

とを見せつけた︒いまだ

とを紹介しておこう︒

大阪自治労連副執行委員長

何よりも人命を優先する社会へ

世紀丸﹂
物語

にあけくれている︒人命

の利益を後押しする政治

﹁蟹工船︱

も人命を優先する社会に

よりも利益に固執する電

との決別こそが必要だ︒

力会社︒人命よりも財界

天災と人災と区別し︑

め︑人災を起こさない国

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、９月12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。

であり﹂といい︑その自

人間と自然の物質代謝

天災を最小限に食い止

い︒

変わらなければならな

はなくすしかないだろ

９月13日（火）午後２時〜４時

40

府職労 定例法律相談 のご案内

も
﹃資本論﹄
のテーマだ︒

づくりが急務だ︒

2

カギを解き、二重ワクに入る文
字をアルファベット順に並べてで

大津波後の岩手県陸前高田市街地（小山撮影）

15

らもうすぐ５カ月︒死者

13：00〜
大阪グリーン会館２階ホール

先生

城塚健之
顧問弁護士

59

・行方不明者は２万人を

2011年８月６日（土）

10

う︒

〜大阪府庁「９条」のつどい〜

27

超え︑避難生活を強いら

平和が一番！YA９

18

19

11

といえば﹁難しい﹂と思

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

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。①解答②お名前③支部分会職場名④最近のできごとやメッ
セージを書いて、府職労本部まで、届けて下さい（はがき、メール
やファックスも可）
。当選者は、次の１日号で発表します。メッセ
ージは、つぶやきに採用させていただくことがありますので、匿名
希望の方は、その旨お書き添え下さい。

幅田 彩香（砂川厚生福祉センター）
橋本 信夫（西大阪治水事務所）
斎藤 彩佳（男女参画・府民共同課）
幸田三恵子（藤井寺保健所）
河南 仁史（八尾土木事務所）

21

府職労本部まで
８月25日（木）

応
募
締め切り

者

当 選

11

に収束されず︑放射能が

７月号の解答と当選者

クロス
ワード

答】

【解

2011年８月１日 ＜４＞
第1935号 （第三種郵便物認可）

