憲法をいかし実行しよう！
私たちのくらし・仕事と日本国憲法

２

公務員は憲法の実践者

各試合日の 週間前までに
お申込みください
※チケットのお問合せは︑府職労もしくは
職員生協まで

現政権﹂ と指摘してい

対︒それを反故にしてる

コメントの約９割は反

を改悪してしまう﹁立法

くることで事実上︑憲法

釈だけでなく︑法律をつ

護法﹂にいたっては︑解

憲法と仕事・くらし

改憲﹂である︒

る︒
伊勢谷さんの指摘どお
り︑
﹁秘密保護法﹂ は民

入り口と出口を遮断する

自由﹂を侵害するもので

民の知る権利﹂
﹁表現の

生活をしていくなかで

私たちが日々︑仕事や

主主義の根幹である﹁国

ような法律ですから︑ジ

あ り︑ 明 確 な 憲 法 違 反

康則

勢康弘︑田原総一朗︑岸

ャーナリズムは機能しな

だ︒

府職労書記長 小松

井成格︑川村晃司︑大谷

くなる﹂と鳥越俊太郎さ

を考える

昭宏︑青木理︵敬称略︶

んは指摘している︒

いま︑安倍政権は︑憲

で会見し︑秘密保護法の

らジャーナリストが共同

﹁この法案は修正で済

最近では︑俳優の伊勢

﹁集団的自衛権の行使﹂

の 反 対 が 大 き い の で︑
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1月14日（火）午後２時〜４時

前回は︑いま国会で大

むような話じゃない︒廃

法そのものを変えてしま

た︒ こ の 法 案 に つ い て

案にするしかない︒だっ

など︑憲法の解釈を変え

反対をアピールした︒

は︑マスコミや多くの著

谷友介さんも﹁参加型民

てしまう︵解釈改憲︶動

保護法﹂ について書い

名人からも反対の声があ

て︑何が秘密かわからな

主主義に逆行中の日本︒

きを急速に強めている︒

日には︑鳥

う︵明文改憲︶には国民

がっている︒世論調査で

い︒国民は何も知らされ

︵秘密保護法案に対す

参加型民主主義
に逆行

も国民の ％が反対して

ないまま︑戦争状態に入

いる︒ 月

そして︑今回の﹁秘密保

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きる言葉
は何でしょう。

⑱長所の対

⑰幕末の︱︱︑井伊直弼

⑯赤ん坊を○○車にのせて

⑮高齢により職の○○表明

⑬︱︱５年︑執行猶予３年

㉗子ども︒帰国︱︱

㉖和裁の対

㉔︱︱と生徒の仲がいい

㉒卵の中には︱︱と黄身

㉑図書館で○○を借りた

⑳○○で高価なものを買う

㉑亡父の︱︱で田舎に帰る

⑲大相撲初︱︱は国技館で
③上位の対

㉓カトリック教会の中心的

な祭礼︒○○曲

㉕手段︒知る○○もない

日々の生活や仕事に密接

しかし︑憲法は私たちの

は少ないかもしれない︒

﹁憲法﹂を意識すること

り︑憲法を実践し︑国民

﹁憲法の担い手﹂ であ

る︒ ま さ に︑ 公 務 員 は

義務を負ふ﹂とされてい

の憲法を尊重し擁護する

条には﹁⁝公務員は︑こ

⑭世間ずれしていないこと

⑫福は○○！

⑪○○あれば苦あり

⑩遅刻した︱︱を述べよ

④ゴミ屋敷からゴミを︱︱

①︱︱一貫から再出発する

ヨコのキー♢

にかかわっている︒憲法

生活にいかしていく役割

努力すれば︑この国はも

し︑それをいかすために

もっともっと憲法を意識

記されている︒私たちが

なければならない﹂と明

によって︑これを保持し

利は︑国民の不断の努力

民に保障する自由及び権

いるということに他なら

の実践者﹂が減らされて

﹁憲法の担い手﹂
﹁憲法

が進んでいるが︑これは

も相まって︑公務員削減

昨今の公務員バッシング

を負っているといえる︒

⑲やられたら○○返しだ

⑰優勝候補と争う馬

⑮引き分けとなった将棋

この連載では︑次回か

ない︒

と憲法の各条文を結びつ

らそれぞれの生活や仕事
て公務員は︑全体の奉仕

る︒乞うご期待︒

けて考えていくことにす

る︒憲法 条には﹁すべ

かと思うことも多々 あ

っと良くなるのではない

⑧さつま芋の別称

条には﹁この憲法が国

⑨旅行の参加︱︱書に記入

⑦日舞の対

⑥ボールを用いて行う競技

⑤海や川へ○○に出かける

の︱︱︒︱︱した生活

②不健全になること︒政治

顔

①処置︒粋な︱︱に皆が笑

タテのキー♡

クロスワードクイズ
者であって︑一部の奉仕
者ではない﹂とあり︑

答え＝汚染水は地下へ海へ世界へ

先生

城塚健之
顧問弁護士

問題となっている﹁秘密

秘密保護法に
広がる反対の声

府職労 定例法律相談 のご案内

前売価格
5,000円
4,000円
4,000円
4,000円
3,000円
2,300円
1,300円
2,000円
900円
1,800円
800円
当日価格
5,700円
4,700円
4,700円
4,700円
3,700円
3,000円
2,000円
2,700円
1,600円
2,500円
1,500円
特別価格
4,500円
3,600円
3,600円
3,600円
2,700円
2,070円
1,170円
1,800円
810円
1,620円
720円
券種
ＫＩＮＣＨＯシート
コートサイド２列目
１階
ベンチ裏Ｈ指定席
指定席
ベンチ裏Ａ指定席
１階指定席
１階自由席（大人）
１階 １階自由席（小中高）
自由席 ゴール裏自由席（大人）
ゴール裏自由席（小中高）
２階 ２階自由席（大人）
自由席 ２階自由席（小中高）

浜松・東三河フェニックス
VS
大阪エヴェッサ

秋田ノーザンハピネッツ
VS
大阪エヴェッサ

る︶９万件のパブリック

99

場 所：池田市五月山体育館
日 時：12月28日(土) 試合開始18：00
12月29日(日) 試合開始14：00

対 戦
カード

所：住吉スポーツセンター
時：12月21日(土) 試合開始18：00
12月22日(日) 試合開始14：00
場
日

対 戦
カード

る危険性もある︒情報の

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。

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

府職労本部まで
12月25日（水）

直子（泉佐野保健所）
幸雄（枚方土木事務所）
淳子（守口保健所）
尚生（公共建築室住宅建築課）
静江（枚方土木事務所）

Go Go Evessa！
越俊太郎︑金平茂紀︑田

答】

【解

選 者

当

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月の第２火
曜日を予定しています。※11月は第１火曜日の予定です。
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、１月10日（金）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。
15

応
募
締め切り

新海
物袋
尾崎
中野
鶴田

11月号の解答と当選者

クロス
ワード

59

11

12

大阪エヴェッサは12試合を終了して６勝６敗の５割で
スタートを切りました。
シーズンが中盤に差し掛かるここからが、チーム間の
力が出てくる熱いゲームが繰り広げられます。
11月はチームの開幕連勝記録を樹立し好調な滑り出し
でした。中でも、大阪エヴェッサ ケビンガロウェイは
11月の週間MVPを受賞するなどチーム成績に加えて個人
の活躍も光っています。
貯金を作る為にもこれから熱戦が繰り広げられる大阪
エヴェッサのホームゲームは白熱する事間違いなし!!
大阪の優勝への道のりを是非会場でご覧ください!!
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