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歓
い
笑 と 声 が
いっぱい

６月
日︑毎年恒例の府
あちこちで歓声
が沸き上がりま

ゲームのあと

職労ボウリング大会を心斎

た︒今年度の新規採用職員
の交流会・表彰

した︒

を含め︑たくさんの青年も
式では︑食事や

橋サンボウルで開催しまし

参加し︑全体で 名の大会

みながら︑各賞

ドリンクを楽し

が発表されるた

となりました︒
ボウリングは３人１チー

憲法 をを職場 とと暮らし のの
すみずみに！
強志

︵保健所支部／府職労執行委員︶

ここが好き！ 日本国憲法 ❹
辻

件に関する基準を定める

ようにも規定されていま

す︒

然のことです

労働組合の存在と
行動が必要

﹁雇う側﹂と﹁雇われ

弱くなるのは当然です︒

われる側のほうが立場か

る側﹂
では︑
どうしても雇

公共職業安定所︵ハロ

誰もが安心して
働ける社会に

ーワーク︶が存在してい

しかし﹁雇われているか

ら﹂
という理由で︑
なんで

ムで２ゲームを楽しみまし

条

に基づく義務を課せられ

るのも︑国家がこの

は働いて税金を納めてく

びに歓声が沸き
上がりました︒

た︒ 会 場 イ ベ ン ト と し て
﹁レッドピンチャレンジ﹂

うか︒一定決められたル

も言われることを守らな

ールは守るべきですが︑

ければならないのでしょ

の権利﹂を行使し︑誰も

何もかも言いなりとなっ

ているからです︒ハロー

条を読むと︑国民

が安心して職につけるよ

てしまうことには違和感

ワークは︑国民が﹁勤労

に対して児童とされる期

う職業紹介などの就労支

があります︒一部の人の

ださい﹂ ということで

間を過ぎれば︑税金を納

援を無償で行う厚生労働

法第

めるために働くことのみ

省の出先機関の一つで︑

みの奉仕者ではなく︑全

す︒そのうえで日本国憲

した︒

を課しているように思わ

そこに従事する職員の身

れますが︑

ところで︑国家公務員

て︑健康に働けてこそ︑

務員が︑やりがいをもっ

体の奉仕者であるべき公

わけではなく︑国民が勤

や私たちのような地方公

国民の義務のみを定めた

労の権利︵人間らしく働

分は国家公務員です︒

条は︑単に

府税支部中央分

単位で大いに盛り上がり︑

ボウリング大会に参加した新規採用職員の感想
ことができたように思いま
す︒
組合では︑多くの府職員
や他の自治体の人と交流す

ったつながりは大事にした

言 わ れ て い ま す︒
﹁国民

が日本国民の３大義務と

﹁教育・勤労・納税﹂

す︒そのために︑勤労条

しているものと言えま

う国家に対して義務を課

ょうか︒そんなことはあ

特別扱いの身分なのでし

利・義務から除外される

の存在はなくてはなりま

そのために︑労働組合

本来の住民のための仕事

務員は果たして

条の権

く権利︶を行使できるよ

いと思います︒今回︑ボウ

しく働く権利を保障

リングとして参加させてい

る機会が多いので︑こうい

スコアが伸びませんでした

変わりはありません︒し

っても国民であることに

り得ません︒公務員であ

支えるのは組合員一人ひ

す︒そしてその行動力を

大きな行動力が重要で

するだけではなく︑その

せん︒さらに︑ただ存在

ができると思います︒

が︑チームメイトとワイワ

瞬

新規採用職員として府職

加藤

労ボウリング大会に参加さ

ただきましたが︑これから

たがって︑民間企業の労

すべて国民は︑勤労の権利を有し︑義

働者等と同様に︑労働者

とりの思いと行動だと強

務を負ふ︒

２ 賃金︑就業時間︑休息その他の勤労条件

としての権利が保障され

条

イとゲームを楽しむことが

のかなと感じました︒

に関する基準は︑法律でこれを定める︒

く感じています︒

日︑府職労女性部は第

名の代議員が討論に参加し︑

パワハラ・セクハラ問題︑

休・育休代替職員の問題︑

キャンペーン﹂の結果︑健

ま た︑
﹁セット共済拡大

﹁次の方のた

ができた﹂

も入れること

治労連共済に

のおかげで自

ら﹁みなさん

康告知該当だった組合員か

決意も語られました︒

ざして︑引き続き取り組む

続けられる職場の実現をめ

職員が健康で安心して働き

などの発言が相次ぎ︑女性

実態︵妊婦の長時間労働︶

なければならないのは当

た︒

病院職場からは﹁職場改

善 ア ン ケ ー ト﹂
﹁共済拡大

キャンペーン﹂など︑職場

活動のとりくみや診療科の

新設に伴う業務量増量によ

って︑休暇が取りにくい状

母性保護が守られていない

向こう１年間の運動方針案を全会一致で決定しまし

しました︒大会では

回定期大会を開催

児童は︑これを酷使してはならない︒
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せていただきました︒１年

ったので︑意外とスコアは

り︑企画などしても面白い

いろいろな会に参加した

伸びなくても豪華な景

位単位で飛び賞があ

輩方をはじめ同期が何人も

あり

参加していたので︑いい交

た︒私は外れましたが

品がもらえるようでし

ない人ばかりでしたが︑先

できました︒また︑景品も
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府民が安心して
利用できる病院を

性部第63回定期大会を開催

流の機会になりました︒
ボウリングは残念ながら

ボウリングの後の交

気分もリフレッシュでき楽
しい大会でした︒役員の皆
様︑調整︑準備等︑有難う
ございました︒
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︵笑︶
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直子

11

流会では︑大部屋で大
人数が参加しており︑
記念撮影をしたり︑雑
談などを楽しむことが
できました︒交流会で
は︑違う部署の方が多
く︑かえって気を遣わ
ずにリフレッシュする

藤原

先輩の日頃は見られない一面も
気分もリフレッシュ
保健所支部
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で安心して働ける
安心して働ける
して
て
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目ということもあり︑知ら
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すべての国民に人間ら

会の若手チーム
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︵レッドピンだけ残すとド

が好き

リ ン ク プ レ ゼ ン ト︶ も あ
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が見事優勝しま
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り︑各レーンで支部・職場

私は
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つながりを大事にしたい！
いろいろ参加・企画したい

府職労ボウリング大会

自治労連第５回青年自治研集会
６月10日、11日に自治労連主催の「第５回青年自治研集会in
神奈川」が開催され、全国の 22 地方組織から 114 名の参加があ
りました。府職労からは塚元青年部長が参加しました。

ボウリング大会へ初めて
リングでは︑同じ職種の同

うこともできました！ボウ

直子

参加しました︒３人１チー
期や職場の方とも交流を深

藤原

ムでゲームが行われ︑同じ
めることができました︒先

保健所支部

レーンのメンバー で勝負
輩方の日頃の職場では見ら

ボウリングの後は食事会

し︑ゲームはとても盛り上

いただいた方々の温かい励
があり︑おいしい食事を食

れない一面も見ることがで

ましによって︑ゲームを重
べながら他の部署の方とも

きたと思います︒

ねるごとに成績を上げてい
たくさんお話しをすること

がりました︒同じレーンで

くことができました︒久し
ができました︒日頃関わり

一緒にボウリングをさせて

ぶりのボウリングでしたが
のない職種の違う他部署の
方ともたくさん交流でき︑

位︒それでも表彰

結果は
していただき︑景品をもら

労連が目指す自治研活動﹂

保中央執行委員から﹁自治

１日目は︑自治労連の久

として住民のためにいい仕

ために︒そのことが︑結果

拠して︑まずは自分たちの

そ︑一人ひとりの思いに依

弊 し て い ま す︒ だ か ら こ

す︒私たち公務の職場は疲

幸せはないとの考えからで

えて︑賃金問題の一つとし

人事評価制度の在り方に加

ばかりです︒分科会では︑

与しているのか疑問を呈す

のモチベーション向上に寄

下させかねないほか︑職員

し︑全職員の賃金水準を低

は職員同士の格差を助長

寛貴

をテーマにご講演を頂きま

事ができることにつながる

て非常勤職員の任用につい

青年部長 塚元

した︒このテーマは︑青年

と改めて考えさせられまし

印象に残っています︒自治

ればならないということが

の意味と意義﹂を考えなけ

久保さんのお話で﹁憲法

の実態は賃金へのリンクが

い人事評価制度ですが︑そ

めました︒一見聞こえのい

と賃金﹂の講座で理解を深

かれ︑私は﹁人事評価制度

その後９つの分科会に分

りが考え︑府民のみなさん

に︑府政について一人ひと

環境を向上させるととも

感じています︒青年の労働

間を過ごすことができたと

とで︑とても有意義な２日

いても知ることができたこ

り︑入院を断る人も多く︑

プンで入院費などが高くな

センターからは新病院オー

しくオープンした国際がん

報告されました︒また︑新

況になっている実態などが

って︑休暇が取りにくい状

た︒

もありまし

た﹂との報告

ればと思っ

とで役に立て

入しておくこ

めに自分が加

﹁次の方のた

大会の最後

このままでは一部の富裕層

しか受け入れない病院にな

出

演

した︒

致で確認しま

議﹂を全会一

たたかう決

には﹁共謀罪

欠員が生じている実態や産

他の職場からは︑職員の

母性保護︑女性の
権利を大切に

るのではないかとの発言も

★ ご優待専用電話番号でお申込みください
受付番号： 0570ー02ー9999 （Pコード：599ー364）でご予約を承ります。

反対に向けて

（定価 8,800円）

ありました︒

全席指定 6,800円

①7/26
（水）14:00（スペシャルカーテンコール）
②7/26
（水）18:30（終演後アフタートークショー）
③7/27
（木）12:00

過去の反省から生
まれた﹁地方自治﹂

部として自治研活動へ精力

多くの青年と意見を交わ

た︒

ても旺盛な議論がされまし

モチベーション向上に

体職員は過去の反省から︑

されていることから︑１回

にいいサービスを提供する

06-6377-3821
（平日10時〜18時） 劇場営業部：服 部

【お問い合わせ先】株式会社梅田芸術劇場

た︒
いたこともあり︑私自身と
ても楽しみにしていまし

﹁地方自治﹂という役割を

の評価が一生の賃金に大き

ことができるよう︑これか

し︑先進的な取り組みにつ

憲法で与えられました︒地

な影響を及ぼし︑また評価

す︒

らも頑張りたいと思いま

つながらない評価制度

方自治体であるからこそ果

する側も非常に疲弊してい

た︒

たすべき義務があり︑地域

る状況があります︒これで

受付日時 各公演日３日前23：59まで ※１回のお申込みにつき、12枚まで。
予約方法 音声ガイダンスに従ってご予約下さい。 ※ご予約後の変更・キャンセルはできません。
引取方法 全国のチケットぴあ店舗、サークルＫ・サンクス、セブン-イレブンにてお引取り下さい。
予約時にお伝えするチケットお引換番号９桁とお電話番号下４桁、または払込票番号13桁を必ずお控えください。
チケットのお引き取り期間は、予約時にお伝えいたします。
予約枚数に達し次第、終了いたします。

★
★
★
※
※
※

的に取り組むことを考えて

女性部

住民の幸せがなければ︑私

ご優待価格

ご案内日程

吉田 栄作（ジョー・ブラッドレー）
朝海ひかる（アン王女）
小倉 久寛（アーヴィング・ラドヴィッチ）

世紀を超えて愛される名作「ローマの休日」が今ここに復活
誰もが知っている名作の舞台版、５年ぶりに上演決定！
登場人物はわずか３名！オリジナルキャストが再び集結！

マキノノゾミ
シアター・ドラマシティ
脚本・演出
梅田芸術劇場

ローマの休日
第36回菊田一夫
演劇賞受賞作品

女性が健康で安心
女性が健康で安
職場をめざして

たち自治体で働く労働者の

特別優待チケットのご案内
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一人ひとりの思いに依拠することが
住民のための仕事に

＜３＞ 第2062号 （第三種郵便物認可）

