生まれ︑国民学校では﹁天

でした︒戦争の真っ只中に
ど︑いろいろな話をして︑

状況や支部の活動報告な
ができたと思います︒

お互いの親睦を深めること

題して﹁ママの会＠大阪﹂

ら私たちにできること﹂と

﹁戦争法はいま⁝これか

を聞き︑ランチタイム交流会をはさんで︑午後から

今年の女性労働学校は︑午前中には戦争法のお話

り︑９日後には２２６７人

け に︑ Ｓ Ｎ Ｓ な ど で 広 が

記者会見したことをきっか

ズを掲げ︑母親たち６人が

ない﹂とのキャッチフレー

がり﹁誰の子どもも殺させ

育て中のママたちが立ち上

山本さんのお話では︑子

争中のお話を聞きました︒

ょう﹂とチャレンジし︑み

自分のリースをつくりまし

では﹁世界にたった一つの

クリスマスリースづくり

葉で締めくくられました︒

もにしたくない﹂という言

後は﹁だから戦争する子ど

話もありました︒お話の最

と貧困が生まれたというお

女性労働学校
皇中心なので命をささげて
頑張ろう﹂という教育を受

の森本久美子さんからママ

んなでワイワイ楽しく過ご

けた︒戦争後も大変で差別

の会発足の経過や戦争法案
もの賛同が集まったという
しつつ︑全員無事につくる

はクリスマスリースづくりに挑戦しました︒

をストップさせるためたた
お話が印象的でした︒

お茶を飲みながら︑参加

ことができました︒

かってこられた活動のお話
植田さんのお話は︑聞い
ていてその光景が目の前に

タテのキー♡
①坂︒急︱︱
②世間の人
③〇〇消沈

⑦一晩中寝ないでいること

⑥ガ︑ザ︑ダ行などの音

⑲ジャングルには血を吸う

⑰単葉機の対

⑳〇〇よりうまい十三里

〇〇がいっぱいいる

㉑足は

⑨無芸︱︱

⑬台風は九州に︱︱した

本

⑮損して○○取れ

ないというような若者も

選挙に行ってもしょうが

い︑政治が変わらない︑

どうせ職場は変わらな

く︑この繰り返しによっ

感しながら︑変化してい

れているということを実

の構造によってもたらさ

している困難さは︑社会

ンペーンをはってひっく

覆うものであれば︑キャ

です︒それが業界全体を

も労働組合の１つの役割

して法規を持ち込むこと

職場の違法行為を告発

はまずい﹂
と︑
﹁法律を守

業界全体も
﹁このままで

と告発したことにより︑

を︑私 た ち が
﹁おかしい﹂

り前になっていた働き方

ないとか︑業界では当た

料から天引きしてはいけ

トのための水光熱費を給

ャンプーやリンス︑カッ

くてはいけないとか︑シ

もとづいて︑消費者庁は

た︒その後︑この告発に

証拠を示して告発しまし

って消費者庁に出向き︑

で︑私たちは２回にわた

だ﹂と言っていましたの

の弁護士は﹁何が悪いん

直っていました︒会社側

団体交渉では完全に開き

れていました︒しかも︑

雑誌の景品水増しが行わ

秋田書店では︑漫画や

る︑全国的なキャンペー

発で︑すき家を追い詰め

た︒団体交渉と社会的告

などの問題がありまし

や数億円の残業代不払い

き家では変形時間労働制

たかいの始まりです︒す

首都圏青年ユニオンのた

がすき家・ゼンショーと

イトを雇い止めしたこと

合わせて従業員・アルバ

街の店舗で︑店舗改装に

０６年︑渋谷のセンター

の問題も同じです︒２０

牛丼チェーンのすき家

などを通じて首都圏青年

解決していく︒メディア

労働相談を次々に交渉し

ます︒日々持ち込まれる

渉を同時並行で進めてい

オンは 件ほどの団体交

現在︑首都圏青年ユニ

火をつけていくわけです︒

界全体へ横断する問題と

にせず全国的な問題︑業

白です︒一人だけの問題

取が行われているのは明

とどまらない全社的な搾

ではなくて︑その店舗に

だけが搾取されているの

⑮︱︱で本を３冊借りた

⑭海よりも深い〇〇の恩

⑫〇〇を見せて１点返す

⑪剣道の決まり手の一つ

⑩屁︱︱をこねる

㉕敵に〇〇を送る

㉓○○のせい︑と諦めるな

㉑誠に︱︱に存じます

⑲原告の対

⑱鉄分を含む赤い色の土

⑰果物︒︱︱ポンチ

⑯桃栗三年○○八年

㉖クリスマスプレゼントを

㉔ソースの二度付けお断り

㉒テニス︱︱一杯走り回る

権利を主張すれば
変えられる

また︑これは１人では

働かせ方について団交や

している美容室Ａｓ ｈの

す︒
﹁この業界では当た

力が労働組合にはありま

告発する︑改善していく

うに職場の中を監視して

いくことは労働組合の力

社会的な問題に転化して

的な問題で終わらせず︑

とになったのです︒個別

８００万円の不払い残業

３８人の社員も含めて４

人でしたが︑未加入の３

は︑加入した組合員は１

働組合の何よりの武器は

よる解決が中心です︒労

が︑実際には団体交渉に

われてしまいがちです

紅さん

なくて︑仲間の組合員と

裁判︑キャンペーンを張

団体交渉です︒私たちは

神部

一緒にやるわけですか

りました︒結果︑美容業

代を認めさせました︒

職場の問題を
解決する力がある

首都圏青年ユニオン委員長
当事者があきらめなけれ
ば︑時間がかかっても必

うせ何も変えられない

ら︑仲間とたたかい︑つ

によって可能なのです︒

ず勝てます︒自分が遭遇

よ﹂ といっ た無力感を

ながることによって︑前

り前﹂といった〝常識〟

①体の構え︒︱︱を崩す

④育児を別の言い方で

⑧東海道中膝栗毛の二人

㉗全くの︱︱で唄は超苦手

入れるもの？

いるかもしれませんが︑

てたたかう力は醸成され

り返していく︒青年ユニ

﹁権利を主張すれば変え

界の業界誌が︑このキャ

１つの職場の問題
が社会問題に

こうした無力感を誰かに

て︑無力感は克服される

ユニオンの紹介記事を見

たたかう若者たちとブラック企業の実態⑩

お任せをしてひっくり返

記者会見しました︒この

ると︑裁判闘争型だと思

られる﹂という経験を通

向きの変化を起こせると

や悪しき風習を一掃させ

自 分 で 声 を 上 げ る︒
﹁ど

じて︑ていねいに覆して

ンペーンを取り上げた特

持ち込まれた相談のほと

いう深い実感︑次のたた

ることも︑たたかい方に

すき家でも︑たった数

いくことが大切です︒違

集を組みました︒店長で

んどは団交により解決し

かいの動機となっていく

名の非正規労働者の問題

法な行為に関しては仲間

よって可能なのです︒

ています︒

あっても残業代を払わな

であっても︑その労働者
のです︒

１人の行動が
みんなの成果に
に伝えながらたたかい︑

府職労本部まで
１月８日（金）

応
募
締め切り

40

ヨコのキー♢

してもらうのではなく︑

ンにとりくみました︒先

⑤彼とは〇〇が合わぬ

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。
述の美容室のケースで

者みんなで自己紹介と職場

クロスワードクイズ

ことで︑世に知られるこ

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、１月８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。

り ま し ょ う ﹂と い う 特 集

１月12日（火）午後２時〜４時

を組んだのです︒このよ

現れるようなリアルなお話

先生

城塚健之
顧問弁護士

オンのスタイルを紹介し

府職労 定例法律相談 のご案内

ます︒全国チェーン展開

員長から実際に体験した戦

親大会連絡会の植田晃子委

を聞きました︒
また︑
大阪母

クリスマスリースづくりを
楽しむ参加者たち
と考えています︒

10

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、２月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。

再生紙を使用しています。
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