2016年１月１日 ＜４＞
第2031号 （第三種郵便物認可）

ところ

エルおおさか南館ホール
お

自治体職員・教職員が
「戦争法
廃止」
「 大幅賃上げ」のたたか
いの先頭に！
冨田宏治さん（関西学院大学教授）
決意表明・行動提起など
話

□大阪府職員労働組合

□府立病院機構労働組合

□府立環境農林水産総合研究所職員労働組合

□府立産業技術総合研究所職員労働組合

に加入します（いずれかに㾎）
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ｒ

〟
︵時給

氏名

称は﹁補助的栄養支援プ

公的扶助の１つ︒正式名

ている食料費補助対策︒

首都圏青年ユニオン委員長
ドルの

キャンペーンを紹介しま

ためにたたかう︶という

めにたたかう︶というキ

ロ グ ラ ム﹂
︶ を受けてい
ます︒こういった働き方

圏青年ユニオンでは︑常

ることが重要です︒首都

どう運動を組むのか考え

の戦略を持ち︑具体的に

底上げのために︑組織化

問題の解決や労働条件の

いま︑若い人の生活の

・低処遇の大手のファス

アクセスできず︑低賃金

たちの多くは労働組合に

富の格差も拡大し︑若者

す︒日本も同じです︒貧

下の一途をたどっていま

１３年のデータ︶で︑低

っと低く６・３％︵２０

％です︒民間企業ではも

ったら銃を突きつけられ

﹁２つしか渡せない﹂
と言

・３

に日本の労働運動全体で

の組織率は全体で

何ができるのか︑自分た

トフード店で働くという

をしている労働者の時給

ちのできる位置を意識し

選択をせざるを得ない状

んな不平等は許せないじ

きる賃金がほしい﹂
﹁こ

も あ る︒
﹁せめて生活で

けられるような身の危険

ない︒しかも銃を突きつ

低賃金で働かないといけ

ードスタンプを受けて︑

たと証言しています︒フ

のマニュアルに従っ て

とよこせ﹂と言われ︑店

ナゲットのソースをもっ

いるある男性は﹁チキン

マクドナルドで働いて

は７〜８ドル程度です︒

ながら活動しています︒

で低所得者向けに行われ

タンプ︵アメリカ合衆国

多くの労働者はフードス

ク︑トリプルワークし︑

そ こ で︑ ダ ブ ル ワ ー

況です︒

でしょうか︒

で︑それぞれ何ができる

京中心で︑府職労は大阪

首都圏青年ユニオンは東

す︒

す︒アメリカの労働組合

ドルのた

15

ャンペーンを紹介しま

〟
︵時給
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職場名

タテのキー♥
①順位︒⁝⁝イン

②少ない人でも７つはある

③舞踏家︒バレー⁝⁝

ライキをやる﹁ストライ

て︑事前に仕込んだスト

ライキの決行日﹂を決め

っせい行動日﹂や﹁スト

のキャンペーンでは﹁い

リンクさせています︒こ

て︑最低賃金の引上げに

業全体をターゲットにし

組織するのではなく︑産

企業や事業所の労働者を

アメリカでは︑特定の

界中で起きています︒

アメリカだけでなく︑世

ゃないか﹂という運動が

なければ労働組合と認め

を組織して手続きを通ら

メリカでは職場の過半数

ーンをはっています︒ア

せようといったキャンペ

での不当な行為をやめさ

益を許さない︑我が地域

職場で働く労働者の不利

リカでは地域全体がその

研修も受けました︒アメ

働者に声をかけるという

トフード店をまわって労

ムというところでファス

にニューヨークのハーレ

ら集まった活動家ら一緒

るみなさんと︑世界中か

アメリカで活動してい

のかといえば︑文字通り

者がどのように抵抗する

る大資本に対して︑労働

界的な事業展開をひろげ

ています︒こういった世

で店舗を展開して搾取し

ような大資本は︑世界中

また︑マクドナルドの

りなのです︒

するというのは長い道の

労働組合をつくって交渉

のです︒アメリカでは︑

別の新しい店舗をつくる

て労働組合をつぶして︑

ぶしてしまいます︒そし

が知ったら︑その店をつ

る﹂という状況を会社側

う少しで過半数を組織す

は﹁ある店舗で組合がも

⑦﹁森の人﹂と呼ばれる猿

⑥高い低いの差

⑤猿の⁝⁝渡り︒⁝⁝引き

アメリカには︑ウォー

カー﹂を準備する︒それ

られず︑団体交渉もでき

ードグローバルアクショ

④女性のかん高い⁝⁝声の

をコミュニティーが︑よ

ません︒労働者が一人で

の国際連帯によって不当

ルマートという大手の資

ってたかって支援をする

交渉を進めようとすれば

な搾取をやめさせていこ

悲鳴

というスタイルで運動を

不当労働行為に問われて

ひろげています︒
私は﹁ぜひ︑日本でも

⑨木下藤吉郎︵秀吉︶のあ

だ名

谷⁝⁝

⑧１月７日に食べる⁝⁝が

⑩苦あれば⁝⁝あり

ゆ

⑬ドライの反対語は？

⑪猿・豚・河童が登場します

⑫犬歯︒⁝⁝歯

⑮コレのある鷹は爪を隠す

⑭ときには木から落ちます

⑳ベンジンやガソリンは⁝

⁝年

⑱２月が１日多い今年は⁝

⑯区域︒サービス⁝⁝

ソコン

⑮持ち歩き可能な⁝⁝型パ

⑰海に潜ってアワビなどを

取る女性

した

⑲優勝して興奮の⁝⁝と化

㉑お年玉つきの年賀⁝⁝

㉓丸いお供え︑⁝⁝い切り

餅

㉕⁝⁝は⁝⁝の風が吹く

㉔敷布団の上に敷きます

㉒はしかともいいます

⁝油

㉖⁝⁝の正面だーれ？

㉕ロシア語でスパシーバ

㉔先生が走る月

㉘一泊二⁝⁝︒衣⁝⁝住

㉗へのへのもへの顔文字が

㉙真綿で作った花嫁のかぶ

定番

㉚釣り人が見つめます

㉜子どもは⁝⁝折り数えて

お正月

り物

㉝一⁝⁝の虫にも五分の魂

㉛レディーのことです

㉞空気・水素・酸素など

ヨコのキー♦

①砂漠の乗り物

１月

歳︑女

日
︵金︶

㊱男

歳は⁝⁝年

㉟煮炊きで勢いの弱い火

④日本髪の⁝⁝を付けて初

もうで

締め切り

⑦猿も入浴する長野県地獄

府職労本部まで

うという行動が必要にな

募

しまいます︒労働組合の

応

一緒にこういう運動やり

ンの国際会議に参加して

15人に1000円の
図書カードプレゼント
っているのです︒

本がありますが︑ここで

ードルがあり︑時間がか

「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。
振込先 りそな銀行大手支店 普通0006688
大阪府関係職員労働組合

かるのです︒

加入・カンパにご協力を！

招待されてニューヨーク

あなたの力を府職労へ

で開催されたファストフ

▶リーズナブルな掛金で安心・充実の保障内容の自治労連
共済に加入できます。
また、
余った掛金がすべて加入者に
還元されるしくみです。
いま府職労に加入すると、
セット
共済
（生命・医療・交通災害・手術見舞金）
10 型
（月掛金 1070
円）を１年間プレゼントします。 ※健康告知に該当する
方は加入できない場合があります。
▶府職労には、結婚、出産、子どもの小中学校入学・卒業祝
金、
死亡弔慰金、
住宅災害見舞金、
退職餞別金、
障害見舞金
などの慶弔制度があります。
また、
顧問弁護士による無料
法律相談や
「ろうきん」
も利用できます。

結成には︑かなり高いハ

紅さん

★新規加入特典★

たい﹂と︑昨年の５月に

神部

セット共済10型の掛金一年間プレゼントを希
望しますか？
□する □しない □説明を詳しく聞きたい
（いずれかに㾎）

きました︒

１人に5000円

ドーンと

日
月
年
19
生年月日

女 職員番号
男
性別

日
月
年
20

たたかう若者たちとブラック企業の実態⑪

19時〜20時20分
15

ここでアメリカの運
Ｆｏ

33

正解者の中から抽選で1人の方に5000円分、15人の方に1000円分の図書カードを進呈
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。

府職労加入届
11

42

１月14日
（木）
き
と

動︑
〝 Ｆ ｉｇ ｈ ｔ

22

府労組連新春決起集会
15

