□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）

氏名

日
月
年
19
生年月日

★新規加入特典★

▶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。

低いですし︑都道府県に

の制度というのは非常に

ん︒実際に今の最低賃金

大した金額にはなりませ

間︑週５日で働いても︑

れ ま せ ん が︑ １ 日 ８ 時

すると高く感じるかもし

を展開しています︒一見

円を掲げてキャンペーン

私たちは時給１５００

商品を提供しています︒

同じクオリティーの同じ

はありますが︑だいたい

て︑メニューに少しの差

えば全世界に展開してい

ます︒マクドナルドでい

のが普通の感覚だと思い

かしいじゃないかという

バラなのです︒これはお

する労働者の賃金はバラ

のに︑なぜかそれを提供

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。

⑦原因と︱︱

⑨日直や宿直の当番

⑬俳諧連歌を職業とする人

⑮これで○○借りなしだ

⑯同輩や目下の人を呼ぶと
き︒田中〇〇

⑰平日をはさむ︱︱連休

⑱人生の︱︱とは配偶者

⑲カステラ生地にゆず餡な

どをまいた愛媛︱︱

㉑すぐその時︑即刻

㉓○○責任問う新自由主義

②首の長い動物

⑧︱︱を垂れ引きを待つ

④新しい時代の︱︱

①日常生活︒︱︱を共に

⑳後悔︒〇〇が残る

⑲〇〇は道連れ

⑰︱︱で本を借りる

⑮負けいくさの対

⑭絵描き

⑫左派の対

㉗２番目のむすめ

㉖旧年を越し新年を迎える

㉔親からの︱︱が頼り

㉒似ていること︒︱︱品

㉕父母の兄弟︑叔母の夫

③♪○○闇迫れば

⑩︱︱に負えない腕白息子

㉑〇〇得勘定

勝てるという保障もあり

なります︒また︑選挙で

の解決は﹁選挙待ち﹂に

のは難しいですし︑問題

たないと政策を実現する

いった方法では選挙に勝

うイメージですが︑こう

賃金が上がるだろうとい

政党が政権をとると最低

めるということを徹底し

け︑ビラを配り署名を集

すべての労働者に声をか

べてのお店をまわって︑

レムでは︑そこにあるす

けたニューヨークのハー

合への組織化の研修を受

的に紹介すると︑私が組

くあると思います︒具体

んが︑学ぶべきものも多

用するわけではありませ

ます︒

ことも紹介したいと思い

務員労組なのです︒その

すめている最大勢力は公

そして︑この運動をす

組まれています︒

ことも戦略をもって取り

てまきこんでいくという

動やキャンペーンによっ

権を持つ政治家なども運

やかに訪問し︑意思決定

らうために労働組合が細

金の引上げを支持しても

の事業主に対し︑最低賃

守系の政治家や中小企業

をやっているのです︒保

て︑丁寧に組織すること

どを全部リストに落とし

のある人が誰なのか﹂な

のか﹂
︑﹁いちばん発言力

団体交渉の機能も不十分

し︑労働基本権が奪われ

企業のほうが多いです

合のない民間企業や中小

メリカでは現在︑労働組

戦略化されています︒ア

いくということがかなり

の接点を探して関わって

ミュニティーと労働組合

は職場が位置しているコ

を変えていくには︑まず

運動もありますが︑状況

ーガナイジング﹂という

す︒
﹁コミュニティ ーオ

いくことが必要なので

るめて引き受けて考えて

そのものを丸ごとひっく

ったり︑学校とか暮らし

域のインフラの整備であ

もの教育であったり︑地

す︒いま︑こういった思

って結びついているので

た︒こうした連帯感をも

ない﹂ と言っ ていまし

応えていかなければなら

ているのだから︑それに

公務労組が先導してくれ

は﹁私たちのたたかいを

ードのストライカーたち

した︒また︑ファストフ

善はない﹂と話していま

ば︑自らの労働条件の改

のたたかいに勝たなけれ

務労組が最低賃金引上げ

公務員労組の役員は﹁公

ニューヨークで会った

ます︒

なるのではないかと思い

出している姿は︑参考に

れるたたかいに足を踏み

ヨコのキー♢

⑤髪をすく器具

⑪〇〇の下の力持ち

ません︒ですから︑選挙

て こ だ わ り ま す︒ そ し

ルを掲げて︑さまざまな

し ま す︒﹁ い ち ば ん 虐 げ

かということをリスト化

の生活までもが良くなる

交渉するだけでは︑家族

労働組合は使用者側と

す︒そういった中で地域

な状況が広がっ ていま

な公務員労組にも危機的

はないかと思います︒

でも求められているので

い切ったとりくみが日本

紅さん

で政権をとらなくても社

て︑それぞれの職場に︑

とりくみが展開されてい

住民に支持され︑共感さ

神部

会を変えていく道も模索

①煙草を吸うこと

⑥雨天のときに用いる

タテのキー♡

クロスワードクイズ

しなくてはなりません︒

「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

どういう労働者がいるの

加入・カンパにご協力を！
わけではないので︑子ど

首都圏青年ユニオン委員長

よって違います︒日本全

しかし賃金には雲泥の差

最低賃金を引上げてい

がある︒

て 下 さ い︒ 同 じ サ ー ビ

く運動というと︑日本で

国にチェーン展開してい

ス︑同じクオリティー︑

は政治家を動かして政治

るような企業で考えてみ

同じスピードで仕事をし

あなたの力を府職労へ

アメリカでは時給 ド

たたかう若者たちとブラック企業の実態⑫

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）

られている労働者は誰な

１月号の解答と当選者

答】

【解

答え＝マタノボル

答え＝一億総貧困化社会

職場名
ます︒すべてが日本に適

12月号の解答と当選者

加藤 貴仁（消費生活センタ−）
有馬 彩花（中央子ども家庭センター）
小田 和雄（大阪府道路公社）
平沢 加恵（中小企業支援室経営支援課）
堤
理浩（南大阪高等職業技術専門学校）
丸毛 篤也（下水道室）
福元 真生（都市居住課）
松本 篤志（南部流域下水道事務所）
福永 良一（南部流域下水道事務所）
伏尾智栄子（三島府税事務所）
井上 広行（三島府税事務所）
野口 裕司（南河内府税事務所）
松島 美穂（富田林保健所）
馬迫れいか（茨木保健所）
新海のり子（四條畷保健所）

女 職員番号
男
性別

日
月
年
20

で決着をするとか︑革新

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。

1000円分図書カード

府職労加入届
て︑商品を提供している

資子（寝屋川保健所）

香西

橋爪 麻美（藤井寺保健所）
安岡 政光（寝屋川水系改修工営所）
山中 優司（地域生活支援課）
高津 秀夫（南部流域下水道事務所）
廣 幸智子（寝屋川保健所）

再生紙を使用しています。

府職労本部まで
２月25日
（木）

応
募
締め切り

5000円分図書カード

▶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。
15

2016年２月３日 ＜４＞
第2033号 （第三種郵便物認可）

