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人事局長に提出しまし

求めるべきですし︑施策の

ラフティングのあ
との温泉とビール
は最高！！！！！
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そう冷え込ませる府職員

団体署名を提出する府労組連
（３月17日）
た︒

見直しをするべきです︒

参加費：38,000円

府職労︑
総務省に要請
春闘共闘は﹁労働者総決起
務員の労働基本権が制約さ

大阪府の全国ワーストの

・中央行動﹂をとりくみま
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お問い合わせ：府職労06-6941-3079まで

ボートを転覆させな
い「ゆったり安心コ
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泳げないけど存
分に楽しめた！
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府職労70周年記念事業第１弾
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下することも危惧されると

大阪着

洗練されたプロのイ
ンストラクターとい
っしょだから安心

この楽しさ・連帯
感は味わったもの
にしかわからない

思ったより安全だ
し、楽しかった！

こんなおもしろいスポ
ーツがあったのか!!

〔

２泊４食（朝２・昼１・夜１）
・交流会費・交通費・保険代・
ラフティング１日コース料金（12,000円）込み

〔

が展開されました︒
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指摘しました︒

再生紙を使用しています。

女性部春闘討論集会

務員部給与能率推進室が対

５月29日（日）15時00分

マイナンバー制度に
ついて学習
応しました︒

府庁集合

※宿泊は１日目「大歩危祖谷阿
波温泉あわの抄」２日目「ホ
テルサンリバー大歩危」
※28 日（土） 朝からたっ ぷり
ラフティング、そのあとは温
泉と交流会でゆったり！
※往復貸切バスの予定ですが参
加人数によっては乗用車にな
る場合もあります。
※申込みは中学生以上

５月27日（金）18時30分

大阪府関係職員労働組合
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