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党派の一点共闘でＴＰＰ参加反対

の声を上げた宮城県の代表、 超

テーションを阻む野田政権に怒り

東北の復旧に必要な社会のリハ
ビリ

対して声を上げた浪江町の代表、

いさつ。

さない決意と行動を示そう」とあ

にすべき。 伊方原発の再稼働を許

は、再稼働ではなく、原発を廃炉

「
人類と原発は共存できない。政府

とめる会の草薙順一事務局長が、

どに脱原発を訴えました。県(庁申

商店街をデモ行進し、買い物客な

保護、年金、保育など社会保障

滋賀県の代表のほか、医療、生活

費税増税反対の運動を進めている

の配備に反対する沖縄の代表、消

去と危険な欠陥輸送機オスプレイ

代表、米軍普天間基地の即時撤

れば、高知県は甚大な被害を受け

の徳弘理事長が、「
一旦事故が起こ

民連絡会」を代表して平和委員会

知からは、 「
原発をなくす高知県

島の被爆二世などが決意表明。高

続いて、大分、山口、福島、広

場もそうだろう。 ＪＡＬの争議団

られない。 労使紛争の絶えない職

場 環 境 でなければ、 安 全 性 は守

か▲労働者に誇りと輝きがある職

しないよう要望する集会決議を満

彦伊方町長に対し、再稼働に同意

その後、中村時広知事、山下和

は何かを犠牲にしている。 （
田）

事故が起きてからでは遅い。 安さ

の闘いはそれを教えている。 一旦

事故を招いた。 これとどう違うの

争、 悪化する労働条件。 これらが

のか。 規制緩和、 過当な価格競

自動車道のバス事故をもう忘れた

改悪に反対す人たちが連帯のあい

る。高知も地元。」と再稼働を許

政党あいさつには日本共産党の

どの声援も飛び交いました。

も、『
そうだ！』
『
がんばろう！』
な

さない決意を表明しました。

性への信頼 も高めてくれる▲関越

いが、 気持ちの良いマナーは、 安全

客に媚びるようなサービスは要らな

わない。 安全とサー ビスは一体 。

れた乗務員に命を預けようとは思

針路

さつや発言を行い、 参加者から

愛媛県庁前をデモ行進する様子

し入れ三面 )

の運動に頑張っている北海道の十勝

集会後は、渋谷 ・原宿 ・新宿三
安売り航空会社の話題
コースに別れ、 都内をデモ行進し
がマスコミを賑 わせてい
ました。沿道からは時折、「
がんば
る。 成田 ・福岡五一八
れ！」などの声かけや拍手が送ら
〇円。 破格の安さ▲更
に話 題 を呼 んだのが某
れ、国民全体の怒りや憤りがすで
機内での
に限界まで達しているということを 社のサービスコンセプト。 「
六月二十三日、東京 ・明治公 志位和夫委員長が訪れました。
苦情は一切受け付けません。 消費
強く感じるものとなりました。
生活センター等へ
ご連絡ください」
。
園で「
いのちと暮らしを守れ！～
マスコミ報道には誇張もあるだろう
六 二･三怒りの国民大集会」が開
伊方原発再稼働反対
が、 ここまで言うかという思い▲よ
催され、全国から二万四千人が
愛媛県庁包囲に一三〇〇人！
く読めば、 「
安全管理」優先で運
参加しました。 高知県からは十
航しており、 客室乗務員には 「
保
二人が参加し、原発再稼働や民
場の拍手で採択しました。
「
伊方原発をとめる会」
は、六月
安要員」の役割しかなく、 丁寧な
自公三党による消費税増税談合、
参加者は集会の後、県庁前まで 言葉使いや接客、 乗客同士のトラ
ＴＰＰ参加など、政治に反対する 一〇日、伊方原発再稼働反対の集
デモ行進。県庁前でシュプレヒコール ブルの処理は役割外だということ。
会を松山市堀之内の城山公園で開
怒りの声を上げました。
アスタイル、 メイク、 私語も自由
をあげ、愛媛県の中村知事に再稼 ヘ
催、 一三〇〇人が参加しました。
働反対の立場をとるようアピールし だと▲しかし、 これを読んで安全
集会では、 大飯原発再稼働に 高知県からは、三〇〇人。
ました。その後、松山市中心部の 優先で結構だと素直に思う人が何
人いるだろうか。 服装や言葉の乱

いのちと暮らしを守れ！
国民大集会に二万四千人
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高い工場の 壁の下で どれだけ春

を待つのでしょう 数えた指を優し

……」

高くそびえる 我等の砦 雨風耐え

なたの胸の想いのように 心に咲いた

花より 嵐の空を見つめ続ける あ

た ……三、ガラスの部屋のバラの

どんな花よりタンポポの 花をあな

を越える国鉄労働者が自ら命

の仕事のとりあげなどで、百人

る者へ
の差別 ・人権侵害、本来

鉄分割・
民営化の際に、反対す

一九八八年の歌。 前年の国

人間の歌

る この旗に 心の涙を おさえて

花だから どんな花よりタンポポの

を絶ったのが、 創作の動機とい

く開き 空き地に咲いた花だから

ミュージカル「
ほうりだされてな

誓う 放り出されてなるもんか 紙

花をあなた ……」

岡村 万里

一九七一年、 第一七回原水
るもんか」
のテーマ曲。作詞は中島

切れ一枚で 勝利の日まで ハ
チマキ

高知センター合唱団

爆禁止世界大会を前に、日本原
氏と全金浜田精機支部の合作。
印刷機メーカー浜田精機（
三菱

一枚で 出て行くもんか 俺たち

放り出されてなるもんか 紙切れ

典の構成組曲 「
俺たちのシルクロー

一九八一年の国鉄のうたごえ祭

人々に励まされて作詞作曲した

難 病 を抱 えつつ生 きる多 くの

いを馳せ、 入院中に出会った、

闘うわれら

水協と日本のうたごえが新しい原

締める 決意あらたに 闘うわれら

資本）による企業閉鎖により労働

だって 生きているんだ 職場を守

と言われています。

われています。新江義雄は、そ

一九七四年の歌。

作詞、 小森香子、 作曲、大
者五百人は全員解雇されました

れ」

ド」の中の一曲。国鉄のローカル線

る国鉄合理化、ローカル線切り捨

国鉄のＪＲへ
の分割民営化につなが

眼差し注ぐ 人はいるか 病み

「
一、傷つき倒れた 友の背に

の一人ひとりの家族と人生に思

西ススムです。このコンビの歌には
が、不当な首切り ・リストラ ・合

廃止の攻撃を組曲にしたものです。

俺たちのシルクロード

他に 「
タンポポ」があります。
理化反対の共通の想いがこの歌に込

一九七五年、 日立武蔵工場で

たんぽぽ

「
一、 青い空は青いままで 子ど
父の 【
父

められ、解雇撤回闘争へ
の支援が

影まで燃え尽きた

紙切れ一枚で…」のフレーズは、

に入れられた。この歌は、一九七

りで、 ローカル線を守る 『
四国祭

り組まれ、 西土佐村など持ち回

よろこび 歌に託して わたしは

生きる悲しさ 翼に替えて 人の

「
♪～ほうりだされてなるもんか

重みを 肩に背負って 胸に抱いて

今の派遣切りに対する怒りにも通

六年に作られた。大企業における
を励ます歌です。

「
一、どんなたからよりも 大切な

人間の歌 共に歌おう 人間の

歌う 希望の歌 共に歌おう

だ 職場を守れ 二、錆びたハ
ンドル

風と土の中で 青い空を夢に見なが

「
一、 雪の下の 故郷の夜 冷たい

断ちがたい別れをのせて 夕立を

気高さ 歌に託して わたしは歌

生きる苦しさ 翼に替えて 人の

放り出されてな

くれ立った この指と 長い間の つ

顔に包む 職場の仲間を 信じ

の】 母の【
母の】兄弟達の命の重
三、青い空は青いままで 子ど
戦（
いくさ）の火を消して 平和

さみしくないか 分身だから この

けって 走り抜ける トレーン ト

も等に伝えたい 全ての国から
と【
平和】 愛と 【
愛と】 友情の

ら 野原に咲いた花だから どんな

う 仲間の歌 共に歌おう 人

腕と 心通うよ 怒りがたぎる 放

間の歌 」

命の輝きを この堅い握手と 歌

れて暮らしていても いつまでも忘れ

花よりタンポポの 花をあなたに贈
りましょう どんな花よりタンポポの

ない 心つなぐ トレーン トレーン

り出されてなるもんか 紙切れ一
枚で 出て行くもんか スクラム組も

花をあなたに贈りましょう 二、

声に込めて」

う 生きているんだ 生活守れ 三、

レーン ……三、遠いふるさと 離

歌 二、くずおれた痛みを 笑

攻撃の陰湿さとは裏腹に、冬か 愛をのせて 朝もやの中を 走り抜
ら春へ
の明るい希望と粘り強い闘いへ ける トレーン トレーン トレーン俺

ているか 死を選んだ 仲間の思

き合いだから

るもんか 紙切れ一枚で 出て行く

の思いが感じられます。

いを 心に暖めて 闘っているか

みを 今流す灯篭の 光に込めて

もんか 俺たちだって 生きているん

シルクロード 二、水色のときは

たちのシルクロード 俺たちのロード

温もりを添える 人はいるか

二、青い空は青いままで 子ど
じます。

不当な合理化や思想差別との闘い

疲れた 乙女のその手に

も等に伝えたい あの夜星は黙っ

「
一、汗と油が しみてる機械 節

六名の女性労働者が見せしめの「
ガ ての攻撃でした。 四国でも高知の
ラスのオリ」
（
衆人環視の隔離部屋） 窪川線などを守れなどの運動が取

て 連れ去って行った 父の 【
父

り』が取り組まれました。

の】 母の 【
母の】 兄弟達の命の

急速に全国に広がりました。

も等に伝えたい 燃える八月の朝

その時の第一位入選曲です。

水爆禁止の歌を公募しました。

青い空は

歌とメーデー
たたかいの中で生まれた歌（三）
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組織拡大月間も残り少なくなった五
月二十六日 （
土）に組織拡大行動を実
施しました。加盟組織から二十名、県
労連から二名が参加しました。テレビ出
演や須崎地域でのビラ撒き、二ヶ所で
の「
看護師 ・介護士一一〇番」の労働
相談を行いました。地元須崎市のちひ
ろ労組からは何と十名の参加！医労連
の労働相談ビラとティッシュのセットにし
て、 二千戸へ
手分けして配り切りまし
た。ちひろ労組の組合員は地元という
こともあって、顔見知りがたくさんいま
す。そうした方と会話をしながらの活
動は、より宣伝効果を増すことと思い
ます。 この日の相談は一件のみでした
が、その後労働相談センターには「
ビラ

ないという実態が浮かび上がり

相談。雇用主は、解体業の下請

とでと、 親御 （
母）さんからの

①アルバイトで働いている息子のこ

払いの相談事例を紹介します。

今回はきわめて悪質な賃金未

ることから、県労連 労･働相談
センターとして、 ①この業者に

業者は、賃金未払いを認めてい

てもこの偽装雇用主とみられる

派遣法違反にあたります。せめ

は、 労働基準法違反と労働者

樫やん奮戦記

け業者 （
自称）
。お母さんの話で

対し、労働債権 （
賃金未払い）

ます。もちろんこのような行為

は、きちんとした雇用契約 （
具

もった怒りの相談です。 毎月の

気 遣 う 母 親 からの気 持 ちのこ

われない」という、息子のことを

ているのに、まともに賃金が支払

とです。「
息子が一生懸命に働い

解体現場で働いてきているとのこ

ければとの一心で、建築物等の

は、今年１月から、仕事をしな

しょうとアドバイスしています。

要求し、 問題解決をはかりま

を通じて、未払賃金の支払いを

際の雇用主と直接の団体交渉

加盟労組に組合加入をして、実

と、④また、息子さんが県労連

③民事請求訴訟も提起できるこ

の行政指導要請ができること、

署へ
の申告や賃金支払い勧告等

体的な賃金 労･働条件等の明示） の確認を書面でしておくこと、
がなされないもとで、 息子さん ②そのうえで、 労働基準監督

賃金は、全額ではなく一部しか

支払われず、前述の雇用主も認

めている同年四月までの未払額は

五 十 万 円 程 度 とのことです 。

が、実際の雇用（
賃金支払者）
当

事者関係が疑われます。雇用主

とみられる業者は、元受けの解

体（
業）
・
請負会社に労働者を送

り込む口入れ屋 （
手配師）・あっ

せん役の疑いありです。この相談

からは、雇用主を装う業者が、

元請け会社から、労働者あっせ

ん料を受け取り、 賃金相当分

5人
組合加入
1人加入
3人
3人
1人
3人

を見て」との相談者が相次ぎました。

すことはしないか」と質しました。

22

（
額）を当該労働者に支払ってい

30代
40代
50代
60代
不明

今後も組織拡大月間には地域へ
出たア
ピール活動を継続していきます。

との批判の声が続出しました。 こ

これに対して推進監は、「
他の県

も取らずどうやって伝えるのだ」 定を結ぶことに反対や不快感を表

一面の続き )
(
十一日、 愛媛県との交渉が行

の推進監は、原子力安全保安院か

高知でも、伊方原発再稼働反対

われました。知事、副知事は、公

と疑わせる不誠実な対応でした。

の議会決議を積み上げ、 愛媛と

が安全協定を結ぶことについては、

愛媛県内、徳島、高知、山口

県労連の田口書記長は、「
私た

同等の安全協定締結へ
向け尾崎知

らの出向者。安全はまさに名ばか

と次々と訴えました。また、福島

ちは高知の知事に愛媛と同等の安

事にもう一歩踏み込んだ対応を取

務で庁外におり、 原子力安全対

の被曝者 （
原発の派遣労働者の母

全協定を四国電力と結ぶように求

らせ、再稼働阻止の一手段にする

関知しない」と答えました。

でもある）も訴え。しかし、推進

めている。ところが、高知の知事は

ことが重要になっています。愛媛知

りで、「
原子力推進監」ではないか

監は表情 一つ変 えずメモも取ら

愛媛の知事に気兼ねしている。 愛

事宛の四十万署名も重要です。

策推進監と職員二人が対応。

ず、 「
知事に伝えます」の繰り返

媛県以外の県が四国電力と安全協

雇用形態
4人正規職員
2人
1人パート・契約 4人
4人臨時・嘱託
3人
1人不明
10人

2人労働時間・年休
0人労災
4人労働契約違反
1人退職金
11人その他

医労連
地域活動の強化で躍進を！
し。これに対し参加者から 「
メモ

件数と男女・年齢構成
相談内容
5月
19件解雇・雇止め
男性
13人退職金
女性
6人賃金・残業代未払い
20代
1人パワハラ
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クロスワードパズル
図書券プレゼント

《応募方法》

当選 者の 発表
１４１号の答えは
「アジサイ
ノハナ」でした。また、１４０
号の締め切り日が間違えてお
りました。申し訳ありません。
今回に限り、
１４０号の正解者
を含め、
４名の当選者選ばせて

クロスワードの答えと、
機関紙の感想、組合名、郵
いただきました。

佐井 ひとみ さん

（四万十町職労）

池田 康人 さん

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

気。 株式――

⑫人間――で体

⑦きのう、 ――

全体をチェック

の話ではない

⑭速く吹く風。

⑧逆もまた○○な

――迅雷

「
川柳 せ(んりゅう 」
と
) いうものを読ん
だり聞いたりしたことがありますか。

県労連ニュ
ースをお読みの皆さんは、

待ちしております。

労連書記局まで送ってください。お

たいと思います。ぜひ、作ってから県

て、簡単な作り方のコツをお教えし

○辞書をよく引くようになり、

ます。

り、 いろんなことの勉強になり

○何事にも関心を持つようにな

川柳を作ってみませんか 一( ～
) 楽しみは頭をひねって五七五～

おそらく、新聞やテレビ、ラジオなど
そうです、洒落 し(ゃれ た)五 七･ 五･の
短い文です。 面白いだけでなく、 皮

で見聞きしたことがあると思います。

に関係なく、 誰にでもできます。

○老若男女、職業、体力、財力等

きれば誰でも作れます。

○紙と鉛筆があり、考えることがで

川柳をするメリット

○川柳が楽しく生き甲斐とな

○経費があまりかかりません。

くさん出来ます。

○川柳を通じて仲間の柳友がた

になります。

言葉の意味や漢字を覚えるよう

肉、風刺、軽妙、味わいなどのある

○何歳からでもできます。 何歳ま
ででもできます。

り、 生活に張り合いが出てきま

また、句の対象も、暮らし、家族、

句がたくさんあります。
友人などの人間、社会など幅広く何

す。

時事川柳を募集中！

（
源朝光）

この夏 が原 発 ほしさ もピー クなり
（
源朝光）
票 ほしさ 民 自 もす り寄 る橋 の下

（
源朝光）

超脅威トンダお荷物オスプレイ
（
高橋狸）
忘れない繁藤災害四十年
（
高橋狸）
カメラにはゆがんだ日本写らない
（
幸泉）
若者よもっと野心を持ちなさい
（
幸泉）
マニフェスト書いてないことに命かけ

川柳コーナー

（
年金者組合 小澤幸泉）

○頭の体操になり、 老化防止にも

と聞いたことがありますが、 一株から複数の色の花が咲くもの
もあり、 不思議です。 R ３８１はとってもきれいですよ！

（県教組）

えび、○○神社

でも作られています。皆さんに、その

いろんなところでアジサイが花を咲かせています。 白、 ピン
ク、 青、 紫と色とりどりです。 土の質によって花の質が決まる、

ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。

すること ⑪○○

い ⑤市場の景

なります。

四万十町職 （F ・ K）

小野川 恵利 さん

つき。 ――がい

川柳をつくってみませんかとお誘いし

カーテンを昼間閉めているので夕方帰った時に涼しいですよ。
お試しを。

さん

四万十町職 （E ・ O）
節電、 暑さ対策が大事な季節になります。 我が家は、 遮光

（四万十町職）

ことも追い風に新エネルギーの推進そして脱原発へと日本は大
きな動きを見せるべきだと思います。

理

四万十市公労 （G ・ Ｋ）
原発再稼働問題、 国民の関心が高まっている今こそ、 その

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー
高橋

おたよりの紹介

ル）
締め切りは七月二十五
日までとなります。
（香美市職労）

――を経てここまで来た ⑧公

カギを解き二重枠に入る文 翌日 ③○○かあの間柄 ④強
字を並べてできる言葉は何 敵 相 手 に― ― す る ⑥ 紆 余
でしょう

り ⑨免職・解雇

り○○を引く

【
タテのカギ】
①――ゆかしく 立の対 ⑩事業が――に乗る
儀式が行われた ②月曜日の ⑪○○の上にも三年 ⑬当た

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】②体

ＮＯ．１４２
連
労
県
知
高
(4）２０１２年７月１日

