県民集会から国民集会へ

五月二十五日、国民大運動実

続く集会です。

れる 『
六 ・二三国民大集会』へと

た。六月二十三に東京で開催さ

増税に反対する決議を確認しまし

〇名が集まりＴＰＰ参加と消費税

で開催され、各団体から約一〇

『
五 ・二五県民集会』が市役所前

行委員会など七団体の主催で、

県民集会の様子

Ｎｏ．１４１
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心配された天気も何とか持ちこ
たえ、 会場となった市役所前広場
には、約一〇〇名が集まりました。
この集会は、国民大運動など七
団体で主催され、『
ＴＰＰ参加の反
対』『
消費税増税の反対』『
原発再
稼働の反対』など県民的な要求の
実現に向けたものです。 来賓には
日本共産党を代表して塚地県議が
訪れました。また、社会民主党高
知県連合と高知県建設労働組合か
らもメッセージが送られ、世論の関

「
心はコロコロ変わるから

こころという」
「
それでは

困るので楔を一本差し

込んで『
必』
として、『
必

ず』にする」
。昔読んだ本のメモ▲

理屈は絆創膏と同じで何処にでも

くっつく。 だが、 すぐに剥げ落ち

る。政治家の公約もどうやら、国

民にそう思われているらしい▲野田

首相は、「
命を懸ける」と言葉では

「
必ず」を強調する。 しかし、国

民の幸福についての理念がない分、

北ボランティアへ
参加した三名が、

マニフェストの全面撤回を迫られる

「
バラマキ攻撃」に弱く、自民党に

集会では、消費税各界連、食健

「
原発再稼働許さない」ため、六月

で平和委員会の徳弘理事長から

また、伊方原発差し止め訴訟団

ころが、 その政策の犠牲者の立場

られないために支持する人物。と

しで金もうけをし、税金を多く取

る。本来、都市の富裕層が規制な

の橋下市長のような人物が出てく

また、原発再稼働の問題について

十日に一〇〇〇人規模で実施する

にいる「
貧困層」
「
非正規の若者層」

表明されました。
は、民青同盟高知県委員会から東

愛媛県庁包囲行動へ
の参加が呼び

月書記次長の指示で、市役所前か

集会終了後には、自治労連の高

学習会の成功を呼び掛けました。

画されている各要求団体の集会、

三国民大集会』へ
の集結と今後計

三日に東京で開催される 『
六 ・二

運動の田口事務局長が、六月二十

最後に行動提起として、国民大

開されたのは、戦後もはるか一九

プリンの映画「
独裁者」
が日本で公

「
現状打破」の幻想を生む▲チャッ

見えない閉そく感が、「
独裁者」の

規にはなかなかなれない。 出口の

していく。一旦非正規になると正

年齢が上がるとともに格差は拡大

働者は一千万人超が続いている。

三人に一人。 二百万円以下の労

が彼を支持する▲非正規労働者は

ら中央公園まで、 シュプレヒコール

裁者の芽を摘むことが必要。（
田）

六〇年であったという。早く、独
た。

を上げながらデモ行進を行いまし

掛けられました。

デモ行進の様子

保障の改悪に断固反対する決意が

とふにゃふにゃになってしまう▲そ

心の高さが伺われました。

針路

現地の状況とそこに住む住民の復

【資料代】 200 円

連、社保協などの団体から県民の

(年金実務センター代表)

の政治不信の間隙をぬって、 大阪

【講 師】 公文 昭夫さん

興と放射能へ
の不安などが報告さ

【場 所】 県立大 203 教室

生活を守る立場として、消費税増

【日 時】 6 月 9 日(土)14 ： 00
れました。

社保協総会＆学習会

税とＴＰＰ参加反対、 そして社会

どうなる どうする 『年金問題』

き雨喜びの日はなく 今は舟に人

もう 泣かないよ 二、渦巻くほ

わたしに 春が来たよ 花が 笑うよ

岡村 万里

もなし ああ許すまじ原爆を 三

こり 油も汗も 若い血潮を 押さ

高知センター合唱団
一九五四年三月一日、アメリ
度許すまじ原爆を われらの海に

うたごえ 湧くよ もう 泣かない

カのビキニ環礁での水爆実験で静
今日も大地おおい 今は空に陽も

よ 三、つむぐ幾年 愛しい手だよ

えはしない 魂までも 奪えはしない

竜丸」
が死の灰を浴びました。乗
ささず ああ許すまじ原爆を 三

開けば太い 節くれ指よ 握れば

三、 ふるさとの空重く 黒き雲

組員二三人が急性放射能症にか
度許すまじ原爆を われらの空に

一九五五年、 電気産業労働組

しあわせの歌

よ もう 泣かないよ」

かり、帰港後の九月に無線長の
働にきずきあぐ富と幸 今はすべ

固い こぶしになるよ はたが 進む

犠牲者は私を最後に」とことば
てついえ去らん ああ許すまじ原爆

四、 はらからのたえまなき 労

を残して亡くなります。室戸の

を 三度許すまじ原爆を 世界の
上に」

合が新しい組合歌として一般募集し

合の重要性を感じます。

あり、原発をなくす運動との結

開発の流れの中で作られたもので

発事故を思う時、原発が核兵器

りました。 そして今、 福島の原

水爆禁止世界大会開催へ
とつなが

り、翌一九五五年に第一回の原

爆を」という声が日本中に広が

少女たちが、人間として、労働者

から安い労働力として集められた

た人権ストと呼ばれました。地方

開封・
私物検査の停止などを求め

を張りました。結婚退社、信書の

とストライキに立ち上がり、 ピケ

人が、奴隷同然の労働を変えよう

みけんし）紡績の女工等一万三千

一九五四年、 近江絹糸 （
おう

う 二、しあわせはわたしの願い

歌を ひびくこだまを 追って行こ

こと みんなと歌おう しあわせの

に未来を込めて 明るい社会を作る

仕事はとっても苦しいが 流れる汗

「
一、しあわせはおいらの願い

がい」という映画にもなりました。

幸子主演で「
しあわせは俺いらのね

載されました。フランキー堺、左

れ、 雑誌 「
平凡」「
明星」にも掲

入選した歌です。国民的に愛唱さ

「
一、ふるさとの街やかれ 身よ

として成長して行く姿を歌にしてい

紡績女工はもう泣かないよ

りの骨うめし焼土に 今は白い花

あまい思いや夢でなく 今の今をよ

に 二、ふるさとの海荒れて 黒

度許すまじ原爆を われらの街

嘆いていても 自由は来ぬと 悟る

「
一、 泣いて乾かぬ 涙の中で

と みんなと歌おう しあわせの歌

り美しく つらぬき通して生きるこ

咲く ああ許すまじ原爆を 三

ます。

浮き彫りにし、「
三度許すな、原

島 ・長崎の原爆の脅威、実相を

この出来事は、 あらためて広

漁船も多数被災しました。

久保山愛吉さんが、 「
原水爆の

岡県の焼津のマグロ漁船「
第五福

原爆を許すまじ

歌とメーデー
たたかいの中で生まれた歌（二）
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の歌を ・・・・」

すこと みんなと歌おう しあわせ

ものの平和の心を 世界の人にしめ

の願い 朝やけの山河を守り 働く

を ・・・三、 しあわせはみんな

全国で歌い継がれています。

ありと言われるぐらい、いまも

の闘いあるところ 「
がんばろう」

に歌われる馴染みの歌。労働者

県労連の新春旗開きで最後

一九六〇年、三井三池闘争

き上げて 「
団結がんばろう！」

で労働者が、右手のこぶしを突

一九五六年、 第四回九州うた

と叫んだ姿を歌にしたものと言

沖縄を返せ

ごえ祭典で発表され、 創作コン

われています。

一二七八人もの大量指名解

クールの大衆投票で第一位に入選し

ました。全司法福岡高裁支部の組

動員された警官ものべ三七万人

雇に反対する闘争で、全国から

といわれ、石炭から石油へ
のエネ

合員が作詞。その後荒木栄が行進

九州から東京へ
の沖縄返還国民

ルギー転換の国策をめぐる熾烈

三五万人もの労働者が支援に駆

大行進の中で歌われ、沖縄でもす

な闘いでした。森田ヤエ子作詞、

曲風に改作して今の形になりまし

ぐに広がり、沖縄返還闘争で大き

荒木栄作曲。

けつけました。しかし、一方で

な力を発揮しました。普天間基地

た。

撤去を求める運動の中でも、沖縄

を破りて 民族の怒りに燃える島

（
返せ） 沖縄を返せ 二、 固き土

等のものだ沖縄は 沖縄を返せ

た 沖縄よ 我等は叫ぶ沖縄よ 我

の祖先が 血と汗をもて 守り育て

りに燃える島 沖縄よ 我等と我等

「
一、 固き土を破りて 民族の怒

ています。

ちそと）の こぶしがある 勝ち

突き上げる 空へ 国の内外（
う

いは今から 三、 ガンバロウ！

こぶしがある 戦いはここから 戦

ぶしがある 押し寄せる仲間の

げる空へ 輪をつなぐ仲間の こ

から 二、ガンバロウ！ 突き上

がある 戦いはここから 戦いは今

がある 燃え上がる女の こぶし

る 空へ くろがねの男の こぶし

「
一、ガンバロウ！ 突き上げ

沖縄よ 我等と我等の祖先が血と

鬨（
かちどき）を呼ぶ こぶしは

と全国が連帯する歌として歌われ

汗をもて 守り育てた 沖縄よ 我

ら （
オゥ！）
」

一つ 戦いはここから 戦いは今か

等は叫ぶ沖縄よ ……」
がんばろう

こうち生協労組が拡大行動で、十三名の拡大という素晴ら
しい成果を挙げました。その拡大行動の内容について、こう
ち生協労組の中岡書記長に伺いました。

こうちの単組から取り組みに出

かけ、加入を訴えました。

ち生協労組は、 中四
席した東委員長、 古田副委員長

四月十九日、 こう
国地連とともに拡大

画、 女性の相談者へ
の対応などの

観点から、県労連は今回、女性の

委員を推薦。労側では初めての女

争を解決する機関。 組合関係の

高知県労働委員会は、 労使紛

さん 県(労連副委員長 は)、「
まだま
だ職場では、均等待遇が実現して

三月から委員になった畑山佳代

県労委初の女性労働側委員に
畑山氏 副(委員長 )

紛争だけでなく、個人的なトラブ

いる状況にありません。セクハ
ラ、パ

性委員が誕生しました。

ルも扱っています。

ワハ
ラの相談も増えています。女性

も年休を取り積極的に地連の行動

女性の委員は、公益側二名、使

行動を行いました。十

ならではの視点も含め奮闘したいと

に参加しました。参加した委員の

用者側一名です。しかし、労働側

時から会議室を借り

思います」と決意を語っています。

熱 心 な呼 びかけ （しつこい説 得

は五人全員が男性。 男女共同参

て論議を行いながら準

続しています。

【
笑】？）に応じたのか、当日は二

紹介します。この男性は、ハロー

いました。

備し、配送センターの

三月七日、 春の全国一斉

ワークの紹介で就職。 雇用条件

名、 その後に十一名の加入があ
こうち生協労組の職場の組織率

「
なんでも労働相談ホットライ

は六 カ月 間 の有 期 雇 用 契 約 で、

積み込みパートや総務

は二十二％程です。未加入の仲間

ン」が取り組まれました。組

り、嬉しい成果が出ました。

十五分ほどの休憩時

はパート、アルバイトなど非正規を

パートに呼びかけを行

間の間で、資料やチラ

時間給は八百円。雇用時の勤務

で。 しかし、会社から突然、夜

合加入は二人 （
清掃請負会

勤（
午後八時～翌日八時まで）
に

中心にまだまだ沢山います。今後

変更され賃金は八百円のまま。

シ、 お菓子やジュース

た。二人とも会社の身勝

一勤務十二時間という長時間拘

時間は、午前八時～午後四時ま

手な不当解雇に合い、解

束のうえ、時間外、深夜割増賃

社とレストラン経営会社に雇

雇撤回を求めるため労働

金未払いの疑いが濃厚です。労働

もこうち生協に 「
過半数組合」を

相 談 センター の紹 介 で高

などを用意して対話

知一般労組に個人加入し

基準法三七条 （
時間外、休日及

実現するため奮闘していきます。

ました。高知一般労組が

び深夜の割増賃金）では、 時間

を行い、合計二十名ほ
どのパートで働く仲間
に声掛けをしました。

組合加入直後に両会社に

労働時間・年休
労災
労働契約違反
労働条件切り下げ
その他

5人
組合加入
3人 加入
2人
3人
2人
5人

30代
40代
50代
60代
不明

「
昔、労組に入っていた
が、 色 々 あって辞 め
た。」
「
会議などに参加
できなくて申し訳なく
感じたこともある。」

外、深夜 （
午後十時～午前五時

ければなりません。 両方が重な

まで）労働をさせた場合は二割

れば五割増しです。問題解決に

五分以上の割増賃金を支払わな

ち取っています。 労働組
合の力を発揮した成果です。

むけ、組合加入を勧め相談を継

で、二人の解雇撤回を勝

申 入 を 行 った団 体 交 渉

用さ れていた男 性 ）でし

畑山佳代副委員長

今回は、セルフサービス・Ｇ

樫やん奮戦記 ２１

Ｓで働 く男 性 の相 談 事 例 を

雇用形態
正規職員
14人
パート・契約
6人
臨時・嘱託
3人
不明
33人

相談内容
解雇・雇止め
退職強要
賃金・残業代未払い
パワハラ

7人
1人
14人
6人

件数と男女・年齢構成
3月-4月
46人
男性
25人
女性
21人
20代
2人

1人
3人
11人
2人
27人

「
身近に労組があると
は知 ら なかった」 な
ど、いろいろな声が出
されました。地連の委
員は、 それぞれの問
題意識や労組に入るこ
との意味などを投げ

南国支所の取り組みの様子
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こうち生協『総がかり作戦』で１３名拡大！

高

労

連
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クロスワードパズル

図書券プレゼント
チャレンジ

当選 者の 発表

１４１号・クロスワードパ

ズルの答えは「カーネーショ

ン」でした。当選者は左の方々

田中 圭一 さん

（室戸市職労）

松井 康 さん

（香美教組）

クロスワードの答えと、 です。おめでとうございます。
機関紙の感想、組合名、郵 《当選者》

便番号、住所、氏名、年齢

を記入の上、
県労連書記局

宛にお送り下さい。

抽選で三名様に図書カー

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

川下 房代 さん

♪――の花が咲いている思い

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

出の道 ⑥試合の――予想 ⑧

（四万十町職）

カギを解き二重枠に入る文

元素記号はＺｎ ⑩高値で――

ル）
締め切りは六月三十日

字を並べてできる言葉は何で

先が――だ ⑧い ――に遭った

県

までとなります。

しょう

オーバー ⑪○○晴らし ⑬合

⑤内閣は総―― ⑫身重の妻が急に
せよ ⑦彼女は手 ――づく ⑭とんだ

【
タテのカギ】①記紀とは日

えば ⑪左派の対

○○で何円になるか

る仲の――友達

本書 紀 と― ― ②１ヵ月の

――休暇 ③英文和○○ ④

クロスワードパズル
【ヨコのカギ】②気 い○○が浮かばない
軽に――話をす
⑨北斎、 広重とい

知

《応募方法》

(4）２０１２年６月１日

2012 年原水爆禁止国民平和大行進

高知県コース日程

おたよりの紹介

一歩二歩でも平和のための行進に参加しましょう。
四万十町職労 （Ｆ ・ Ｋ）
読みやすい量でいいです。 原発再稼働問題は、 もはや対
岸の火事ではありません。福島原発で起きたことが伊方で・・・
と想像するだけでおそろしくなります。 尾﨑、 中村両知事に
「脱原発」 の英断を期待します。
☆毎年、 母の日にはお花を贈ります。 親不孝な娘のせめて
もの罪ほろぼしに…親はいつまでたっても偉大です。
こうち生協労組 （Ｙ ・ Ｆ）
ここ数年メーデーに出ていなかったので、 今年こそはと準備
していましたが、 仕事が急に入って ・ ・ ・ 。
来年こそは、 もっと皆をさそっていくぞ。 おー。

川柳コーナー

（
幸泉）

三つだけ買うても島は動かない
（
幸泉）

憲法をいじくる先に戦さ道

居眠りを強要させる夜行バス
（
幸泉）
東電 は頭 だけ下げて詫 びを言う

（
源朝光）

幸せの湯気 をオカズに団 らんす
（
源朝光）
長生 きの果 報 は年 金 、 世直 しだ

（
源朝光）

時事川柳を募集中！

日程
時間
場所
コース
6月17日 (日) 12:00 小川
愛媛県との引継ぎ
15:00 三原村
三原村役場 町部一周
18日 (月) 17:30 大月町
田代→大月町役場
19日 (火) 18:00 土佐清水
西町→鹿島公園
20日 (水) 17:30 四万十市
市役所→市内一周
21日 (木) 18:00 黒潮町
田の口→役場
22日 (金) 17:30 四万十町
役場→道の駅アグリ
23日 (土) 10:00 中土佐町
呉駅→町内一周
13:00 梼原町
役場→町内一周
15:00 津野町
新田支所→町内一周
17:00 須崎市
市役所→教育会館
24日 (日) 9:30 仁淀町
役場→西の町はずれ
12:00 越智町
役場→町内一周
17:00 佐川町
役場→町はずれ
25日 (月) 17:30 日高村
梅ヶ坂入口→役場
26日 (火) 17:30 いの町
椙本神社→役場
27日 (水) 18:00 土佐市
公民館前→市内一周
28日 (木) 15:00 大川村
役場→町部一周
18:00 土佐町・本山町
田井末広駐車場→本山町
29日 (金) 17:30 大豊町
大豊町役場→道の駅大杉
30日 (土) 17:30 高知市
能茶山交差点→市役所
16:00
旭イオン→市役所
16:30
新婦人事務所→市役所
☆網の目行進 16:00
比島交通公園→市役所
15:45
葛島フジ前→市役所
16:00
潮江水道局
7月1日 (日) 10:00 南国市
鹿児神社→南国市役所
2日 (月) 17:30 香美市
山田小学校前→香南市
3日 (火) 17:30 香南市
市役所前→赤岡支所
4日 (水) 17:30 芸西村
和喰川橋→叶木
5日 (木) 18:00 安芸市
旧安芸駅→安芸橋
6日 (金) 18:30 安田・田野・奈半利 安田町役場→田野→奈半利
7日 (土) 11:00 馬路村
役場→町部一周
13:30 北川村
役場→村境
17:00 室戸市
市役所前→町部一周
8日 (日) 11:20 東洋町
白浜農協前→水床トンネル
徳島へ引継ぎ

