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しかし、憲法改正

称と同時に「私が何をしたいのか」

という１人称で語りかけることが重
要です。

昨年、私たちは３つの新規組合を

作り、組織に迎え入れました。一

２００９年から
「あったか村なんで

昨年の４つに続く成果でした。

参で３分の２を超え

も相談会」を始め、県下各地で相

に積極的な勢力が衆
るという結果になり

昨年は「子ども食堂」の活動が、

談活動を継続し、相談窓口の存在
改憲項目の絞り込

の拡大へ
の市民の側の１つの対案とい

を知らせてきました。

み、 改憲勢力間の
温度差、安倍内閣の下での改憲反

えます。この活動とも連携し、相

ました。いよいよこれ

対多数という国民世論など、 改

談会で餅つきを行いました。餅つき

からが正念場です。

憲には時間がかかります。改憲を

体験をする多くの子どもたちの笑

県下に広がりました。格差と貧困

裏で推進する日本会議との「草の

顔が見られました。「包摂する社

会」が、そこには感じられました。

体質を作り上げていかなければな

県政課題にも果敢に挑戦する組織

雇用や人口減少、貧困問題など
迎合 大(衆操作 のポ
リズム政治が
) ピュ
広がろうとしています。 日本の安

りません。いま、組織の活性化と
それを推し進める手段の１つは、

高知と徳島は合区となり、 高知

改憲を許さないためにも、 民主

らさせる社会」「平和が普通である

させ、
「普通の人が普通に幸せに暮

衆議院選挙での野党共同を実現
的な社会を守るためにも、私たち

日本社会」を守るため共同の力を

返し。
候補を実現しました。そして、高

の側も言葉を磨かなければなりま

強めましょう。

を守れの大義を掲げ、 野党統一
知では７０００票差まで追い詰め、

せん。組織内のみに通じる言葉で

ともに進んでいきましょう。

よ！

ドアは叩いてみよ！手はつないでみ

道が分からなければ聞いてみよ！
はなく普通の人たちの心に届く言

そして、「われわれ」という２人

ん。

葉を探し出さなければなりませ

高知市をはじめ７自治体で自民党

利することが出来ました。

統一を実現し、 １１の選挙区で勝

全国的にも３２の１人区すべてで

候補を上回りました。

団体が、安保法制廃止、立憲主義

強化にも取り組んでいる最中です。

倍政治もその１つと言えます。

いま世界では、 保護主義と大衆

根対決」となります。

県労連 田口委員長

憲法アクションとオール徳島の市民 「言葉」です。強い言葉とその繰り

昨年は、参議院選挙の年でした。

ております。

しようと役員一同決意を新たにし

この１年を皆さんと一緒に良い年に

県労連運動へ
の結集に感謝をし、

加盟組合、 組合員のみなさんの

ます。

新年あけましておめでとうござい

民主主義を守る正念場
組織の飛躍と改革の年に
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2017 年 「新年号」 特別企画

2016年を振り返る

様々な 分野で共同が実現
安保関連法廃止を出発点に、オスプレイ、原発、Ｔ
ＰＰなど様々な分野で共同が実現しました。７月の参議
院選挙では、
「野党統一候補」が誕生し、その流れは
衆議院選挙へ。安倍内閣が推し進める悪政にストップを
かける強い労働組合を今後も作っていきましょう！

非正規の均等待遇を実現す

２月
１月
る会 ・第１回交流会

野党統一候補の誕生

３月

新春旗びらき

２月
２０００万署名推進
学習交流集会

３月

４月

５月

伊方原発の再稼働反対を

名が集まりました。

高知市中央公園に１２００

高知県中央メーデー

ました。報道４社が取材に

訴え、 ２８００人が松山に

４・２３松山集会

伊方原発の再稼働反対

訪れ、世論の関心の高さが

結集しました。

安保関連法の廃止を訴え

戦争法廃止・
早朝宣伝行動

伺われました。

５月

安保法制違憲訴訟

成立によって受けた精神的苦

弁護士１１人が、安保法制

４月

全労連四国地区協は、熊

痛の回復と国へ
の賠償を高

県内住民３２人と代理人
組織代表者会議

本地震を受け、伊方原発の

知地裁に求めました。

４月

県労連は参議院選挙で野

再稼働中止を求め、四国電

四国地区協 ・四電申入れ

党統一候補の大西聡さんの

力へ
申入れを行いました。

参議院選挙勝利に向けた

推薦決定を行いました。

６月

６月

７月

１０月

１１月

朝倉ユニオン結成！

組合が新たに誕生しました。

朝倉病院に医労連の労働

ＴＰＰの批准強行に反対

ＴＰＰ強行反対の行動

四万十の宿で労働組合が

いやしオニオン結成！

民主的な職場の実現をめざ

１１月

的には問題ない」
としながら

中央最低賃金審議会の目

し、山本有二農水大臣の辞

して、取り組みを進めていま

最賃引き上げを求める宣伝

結成されました。 １年ごと

職を求める自民党県連前で

す。

９月

まもろう平和

高知県で開催された働く
安に引きずられず、大幅な

の契約更新から無期雇用へ
の

の昼休み抗議行動を行いま

働くものの学習交流集会
ものの学習交流集会には、
引き上げを求める労働局前

変更を求めています。

「立憲 ・平和 ・共生県民連

合高知」が事務所開きを行
四国から１００名が参加し、
行動を実施しました。

県民連合高知・
事務所開き

い、 １５０人が参加しまし
学習を深めました。

６月

高校生の修学保障で要請

徒を対象に「これから働く

１９日集会には、５００人が

も様々なことから実施しな
８年目を迎えた相談会は、
いとの回答に留まりました。 弁護士など７０名がボラン

あったか村 ・何でも相談会

１２月

６月
戦争法廃止１９日集会

ティアとして参加し、２０件

あなたへ
」と題し、出前授業

参加しました。

公契約条例については、
「法

太平洋学園で出前授業

教育長へ
は、 アルバイトの単

太平洋学園で通信制の生

なくそう原発ｉｎこうち
教組 共闘四 国ブロックと
丸の内緑地で開催された
３回目の開催となる集会に
安保関連法の廃止を訴える 「高校生・青年の修学・進路
保障を求める四国キャラバン」 は、６００人が参加し、デモ

の相談が寄せられました。

を行いました。 今年で３度
目となりました。

行進後はマルシェも開催。

位化などを求めました。

副知事 ・教育長交渉

１１月

した。

た。
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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》
クロスワードの答えと、
機関紙の感想、組合名、郵
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。

当選 者の 発表
１９２号の答えは「カガミ
モチ」でした。当選者は以下
の方です。おめでとうござい
ます。
【当選者】
（高教組）

藤田 智子 さん
藤本 昴宏 さん

今回はお二人から新たな年への決意を表明してい
ただきました。

組合と関わり始めて、いつの間にか四半世紀が過

ぎました。気持ちは青年部のままですが、職場の

高知西病院では昨年から組合の支部長という重圧

を担う事となり、問題が起こる度にまだ四苦八苦

新年、あけま

しておめでとう

ございます。

干支をめぐり

めぐる吉獣が指

おり数えて十二

頭。四国山脈に

ほど近い山間の
町で産声を上げて以来、四度のめぐりに

しています。プライベートでは７年前に趣味として軽

人に伝わるよう

という私の夢を

徴でもあります。 流れ込む新たな風は

揶揄されることもありますが、飛躍の象

酉年は、とかく地に足が着かぬなどと

した岡本でございます。

追い続け、何事

意気揚々と今年もよろしくお願い申し

（源朝光）

時事川柳を募集中！

居場所かな

子ども食堂 大人にも要る

失言王 国政の椅子 守れるか
源朝光）
（

高橋狸）
（

紅白の 視聴者投票 意味がない

高橋狸）
（

紅白で タモリをマツコト ４時間半

川柳コーナー

上げます。

鶏の羽音、あるいは鳳のはばたきなるや。

な踊り手になる

めぐまれて、 時は平成二十九年。 新年

い気持ちで始めたフラメンコが、今では生き甲斐とな

では、 笑えない現状ですよね。 自治労連 （Ｓ ・ Ｙ）

早々吹き荒ぶ寒風の中、 年男となりま

〇労働相談センター通信より” 退職したくても強引な引き留
めに合い、 辞められない” ... 少子化 ・ 過疎化が進む地方

り私の原動力となっています。仕事も組合活動も
忙しいですが、

か。 自治労連 （Ｆ ・ Ｋ）

（自治労連）
細木 麻沙恵 さん

完全なる平等はあり得ないと思います。 お互いが尊重し合
い、 できる事をするという姿勢が大切なのではないでしょう

抽選で３名様に図書カー
ドを プ レ ゼ ン ト し ま す。
（自治労連）
※ 申し 訳 あ りま せ ん が 、事務 の

新年の抱負
「年男･年女」
〇はたらく女性の中央集会の記事を読みました。 男女平等
が叫ばれてずい分経ちますが、 まだまだ格差は感じます。

自治労連 （越知町）
岡本 亜嘉瑠さん

にも努力は惜し

は 「モノが言える職場づくり」 からですね。 高教組 （Ｔ ・ Ｆ）

ル）
締め切りは２月８日ま

列

（ハガキ、ＦＡＸ、ｅメー

の単位 ⑧相

でとなります。

功労。 ――序

まない年にした

いる、 おかしなことはみんなで声を上げて変えていけるという
のが組合の良さだと思うので、 記事にもありましたが、 まず

都合上、図書カードの発送が遅れ
る場合がございますので、ご了承
ください 。

すこと ⑦千㎏

いと思います。

配になって声をかけるのがやっとで、 なかなか自分の職場で
は拡大が進んでおりません。 年末ですし反省 ・ ・ 。 仲間が

れた ④――淑女諸君！ ⑥

対 ⑯多年の

カギを解き二重枠の文字を

者 ⑭陰気の

⑤客をもてな

高知県医労連副委員長
全ＪＣＨＯ病院労組高知西支部
支部長 田辺 由紀さん

〇朝倉ユニオン結成のニュースに元気をもらいました。 若い
先生方が文句ひとつ言わずに頑張って働いている姿を見て心

――は損気 ⑧待ち続けるこ

――に巻いて

並べてできる言葉は何でしょ

と。 核――国 ⑨売手のいう

を持つ人 ⑫医

う？

③♪包丁一本

【タテのカギ】①旧国名で三

⑬体の○○まで冷える ⑮○

ままの値段 ⑪個人的な用事

表 ⑩行進で旗

重 県 の大 半 ② 切 る こと。

①○○同文

○も鳴かずば撃たれまい
撲の○○取り

テープ―― ③○○は投げら

クロスワードパズル

【ヨコのカギ】
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おたよりの紹介

