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ツアー
第１弾 ラフティング

記念イベント

徳島県・吉野川（大歩危・小歩危）
2016年５月27日
（金）18時30分 府庁集合
29日
（日）15時00分 大阪着

ツアー

・スキー
第３弾 北海道スノボ

●日本屈指の清流・吉野川でラフティングを楽しもう
参加費：38,000円

2017年３月３日（金）〜５日（日）

〔

●北海道でスノボ ・ スキーをたっぷり
楽しもう
温泉ツアーやグルメツアーも計画中

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

〔

※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

集会
第４弾 地方自治研究
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2017年５月13日（土）
●住民とともに歩んできた府職労の歴史
を振り返り、私たちの仕事・職場のあ
り方を住民といっしょに考えよう

ー
第２弾 沖縄平和ツア

記念ロゴ・キャラクター募集延長!!

府職労70周年

府職労は、戦後間もない1946年４月６日に結成され、今
年で70年を迎えます。１月より実行委員会を開催し、さま
ざまな組合員・家族・府民参加型のイベントの開催に向け
た検討をすすめています。また、70 周年を記念して、①

「府職労」ロゴマーク、②「府職の友」タイトルロゴ、③
府職労オリジナルキャラクター、④「70周年スローガン」
ロゴの４つについて、下記のとおり募集します。みなさん
積極的にご応募ください。

2016年12月16日
（金）
〜18日
（日）

70周年スローガン

No Union No Life 〜今も未来も輝く社会を〜

５月13日
（金）まで

募集受付期間

募集するもの
①府職労 ロゴマーク 大きさは問いません
（宣伝物等に使用します）
②府職の友 タイトルロゴ 3.5㎝×8.5㎝
（府職の友のタイトルロゴとして使用します）
③府職労オリジナルキャラクター 大きさは問いません
（静止画・動画、平面・立体も含めて府職労公認キャ
ラクターとして幅広く活用します）
④No Union No Life ロゴ 大きさは問いません
（宣伝物等に使用します）

応募方法：組合員を通じて応募してください
府職労本部 FAX 06−6941−4541
Eメール info@fusyokuro.gr.jp
選

定：府職労本部・実行委員会で決定します

賞

品：①〜④に選ばれた作品には、 それぞれ１万円の
JCBギフト券
応募された方全員に 1000 円のJCBギフト券（何
点応募されても１人につき 1000 円分、①〜④す
べてに応募しても１人につき1000円分）
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この４月からＪＡＬのＣ

ったことでしょう︒

初は頭の中が真っ白で︑

周年を迎えま

何が起きているのかよく

Ａ全員が正社員になりま

ンは今年

わかりませんでした︒そ

わたる府民の命と暮らし

す︒次は私たちの職場復

を守る活動にエールを送

んな頃に府職労のみなさ

来いつも変わらぬ熱いご

るとともに︑これからの

年にも

支援を頂き︑感謝の気持

ご発展を心からお祈り申

大阪府職労の

ちで一杯です︒大阪維新

し上げます︒ともに頑張

帰を実現させる番です︒

の横暴な府政に決して屈

んが大会に呼んで励まし

することなく果敢に闘い

りましょう︒

て下さいました︒それ以

続けるみなさんに︑どれ

健康を守る会の連帯がこ

れまで以上に強められま

した︒全大阪生活と健康
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連︶は︑これからも﹁自

治体職員の不幸は住民の
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府民の命と暮らしを守る
活動にエール

ＪＡＬ不当解雇撤回争議

団 ︵右から︶小森啓子・

西岡ひとみ・神瀬麻里子

ＪＡＬで１６５名の解

うございます︒

﹁おおさか維新﹂の大

自治体職員の幸福は住民の幸福に

全大阪生活と健康を守る

会連合会
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●沖縄の戦跡や基地をめぐり、
「沖縄の実態」を学ぶととも
に、沖縄の人・歴史・文化に
も触れるここにしかない素敵
な旅を
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４月15日（金）
16時30分 難波高島屋前（中州）集合・宣伝
16時45分 御堂筋を歩いて移動
17時00分 アメリカ村三角公園で宣伝（18時終了）

♯最賃あげろ
アカンで
働きすぎはもう
識やで
時給1500円は常
No Union No Life

18時〜19時まで、なん
ば高島屋前で「ディー
セント・ワーク＆グロ
ーバルアクション宣
伝」
（大阪労連主催）
が行われます。引き続
きご参加ください。

給料up 最賃up 働きすぎstopのため
労働組合に入ろう！

最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会／大阪府関係職員労働組合

＜３＞ 第2037号 （第三種郵便物認可）

委員長

首都圏青年ユニオン

しを守るためにご奮闘さ

権利を守り︑府民の暮ら
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不幸になり︑自治体職員

治体職員の不幸は住民の
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れてきたことに対し︑心
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から敬意を表します︒
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す︒そのなかでも大阪府

合のさらなるご発展とご
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﹁職員基本条

民要求の実現めざす闘い

職労の皆さんから︑まさ

大阪府関係職員労働組

に﹁家族﹂のように連帯

活躍に期待します︒

していただいていること

で︑貴労働組合と生活と

など黒田革新府政時代の

上の老人医療費無料化﹂

が︑戦争法廃止の２００

とのたたかいは続きます

力でもある大阪維新の会
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情勢を見据えて﹁ぶれな
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事務局長
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住吉市民病院を充実させ

合の結成

屋台骨としての役割を果

０万署名を大いに広げ︑

皆さんとの連帯を励み

易な選択が今の維新政治

主的業者団体として闘い

大阪府職労の公務労働者

西成

竹内

智子

府職労結成 周年おめ

でとうございます︒

陽春の候︑ますます御
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の重要な一翼を担う大阪
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に 対 し︑ 敬 意 を 表 し ま

した政治に終止符を打つ

周年︑おめでとうご

大阪府関係職員労働組

人税の減税など︑国民生

大阪における国民運動

必要があります︒

す︒

安倍内閣は︑消費税増

組合員・府民の生活︑

活を顧みない姿勢を露わ

税︑社会保障制度の成長

日本の平和・民主主義を

にしています︒それに呼

ざいます︒
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守るために︑大阪府職労

事務局長
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が揺れ動いているときは
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喜びと誇りをもって奮闘しよう
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す︒

に︑
﹁運動を続けていて

の春
かり︑悲しみと絶望が蔓

ありません︒戦争の火種

い て い ま す が︑
﹁
たいと思います︒

神部

策決定の場への女性登用

かった女性の登用もいち

長としてはまだまだ少な

お祝いのメッセージ

和
歳以

府民目線の運動に知恵と力

杉本

新日本婦人の会大阪府本部

会長
を泣かせない﹂
﹁

たすとともに︑橋下維新

今年の参議院選挙で﹁野

首都圏青年ユニオン

に︑これからも団結して

いがあったということを

をはびこらせる要因にな

の歴史を刻んできまし

のみなさんとともに次の

連帯・共同の力があってこそ

府政の中での府民施策の

い﹂
﹁ひるまない﹂
﹁あき

は︑小さいながらも多く

年の歩みのなかで︑

切り捨てを許さないと声
党は共闘﹂の勝利をめざ
らめない﹂を実践してい

す︒

闘っていくことを誓いま

周年おめ
を上げ続けるなど︑私た
し維新勢力を追いつめて

の労働組合や民主団体︑

府職労結成

ち府民目線に立った組合

市民団体︑支援者に応援

知り大変感動しておりま

ったことも︑また大いに

始しました︒特に意図的

た︒そして今年︑府職労

私は大阪市内で約半世
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でとうございます︒
たたかう労働組合・大

る皆さんに︑多大な感謝

頑張る府の職員さんの姿
もたくさん見てきまし
大阪商工団体連合会会長

す︒大阪府においては橋

反省しなければならない

た︒しかし大阪府民の安
隆広

下維新政治８年間の悪政

な公務員バッシングを展

と同じく

藤川

を引き継ぐ松井府政が︑

開し︑府民との分断を図

大商連は府下唯一の民

ってきた橋下維新政治に

紀にわたり商売を続けて

ます︒私たちは今年を歴
に置かれることも多い府

て︑政府見解として﹁談

一歩を踏み出していきた

激しい憤りを感じまし

回総会を迎え

周年を連帯の

ん︑結成

大阪府職労のみなさ

府民不在の政治を再び開

と思っています︒

公務労働者とともに次の一歩を

をしてもらっ てきまし

と連帯を込めて﹁おめで

公共の何たるかを知ら

とうございます﹂の言葉

いくために共に頑張りま

ない︑あるいは︑誤解し

た︒そのことに組合員も

しょう︒

まったことから︑改革の

ている一般市民も必ず公

を送ります︒

運動のスタンスに︑知恵

名を借りて︑公共サービ

共の重要性を再認識する

町大阪を再生させようと

と力をもらっています︒

としたものとして確立し
ていくことが必要になっ
てくると私は思っていま

そのためには︑公共に

す︒

スの切り売りや民営化︑

ときが来ると思います

携わる皆様の役割はとて

そして︑際限のない公務

し︑そうしなければなら

財政健全化が全ての課題

員の減員とコストカット

ないと思います︒

も重要だと思います︒

が広く行われるようにな

立場からお祝いを申し上

の職員の皆さまには︑ど

きました︒その間には大

逆風が吹き︑辛い立場
しかしながら︑格差社

うか︑市民︑府民生活を

話﹂が出されるなど大い

た︒

ってくるようになりまし

の最優先課題になってし

さな政府論争が始まり︑

思います︒ところが︑小

公共に携わる役割は重要

雅司

周年おめ

中野

浪速産業株式会社

府職労結成

新自由主義が世界を席

でとうございます︒

巻して以来︑日本におい

会を是正し︑確たるセー

支えて頂きますよう引き

いと考えています︒

史の転換点と位置付け︑

フティネットを作り︑日

阪府の融資制度も利用し

た︒

本の真の経済再生を図る

にキャンペーンが展開さ

積極的な営業展開に取り

げます︒

従来︑地方自治体も公

続き頑張っていただき︑

れました︒その歴史と並

ても労使関係は︑大きく

共サービスの担い手とし

ためには︑今こそ公共の

ご尽力賜りますことをお

組んできました︒商売の

昨年は戦後

て︑地域経済の向上︑住

重要性を改めて見直し︑

ぶように大阪府職労の闘

変わりました︒

民の福祉︑生活向上に大

願い申し上げます︒

年とし
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更新期に来ている社会的
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きな重点を置いていたと
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共通資本をよりしっかり

阪府職労の皆さんには︑
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「

今も明るい会・府民要求
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また︑労働組合の委員

70

連絡会などの運動共闘団
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