斉

嶋田

剛好

新年明けまして
おめでとうござ
います︒未熟者
につき︑昨年は
多くの方々にご迷惑をおかけし
ました︒少しずつであれ︑今年
は進歩していければと考えてい
ます︒今年も引き続き︑皆様の
ご指導をよろしくお願いいたし
ます︒
副執行委員長

書記長

浅岡

秀幸

新年明けましておめ で
とうございます︒昨 年
は体調管理と心臓リ ハ
ビリをかねて︑毎朝 １
時間のウォーキング と
禁煙を継続しましたが︑
徐々 にお酒の量が増えた結 果︑ＢＮＰ
︵心 臓炎症︶データは正常 値となったも
のの ︑ γ
ＧＴＰのデータは 右肩上がりと
なり ︑主治医の先生からお 叱りを受ける
こと となりました︒今年も 体調管理︵適
度な アルコールと休肝日の 設定︶に気を
つけ て︑本部書記長という 大役にしっか
りと 向き合い頑張っていき ます︒組合員
の皆 様におかれましても︑ 健康に留意さ
れ健 やかな１年をお過ごし 下さい︒

私 たち を取り 巻く環
境 は依 然とし て厳し
く ︑先 行きも 不透明
で あり ます︒ そのよ
う な中 にある 時だか
ら こそ︑ ﹁そこ に働 く組合 員と家 族
の 幸せ実 現 ﹂ をめ ざし︑ 先輩方 が
こ れまで 築かれ ︑受 け継い できた 頼
も しいＪ Ｒ四国 労組 の﹃良 さ﹄を 大
事に︑気持 ちを新たに﹁運動の実践・
継 承﹂に 全力で 頑張 ります ︒本年 も
よ ろしく お願い しま す︒
執行 委員 大谷 清
!!

年頭 の ご 挨 拶

中濱

新年あけま しておめで とうございま す︒
組 合員 ︑ ご家 族の 皆様 にお か れま して
は︑ 気持 ち も新 たに 新年 をお 迎 えの こと
とお 喜び を 申し 上げ ます ︒ま た ︑日 頃の
﹁安 全・ 安 定・ 安心 輸送 の確 立 ﹂に 向け
た取 り組 み に対 し敬 意を 表し ま すと とも
に︑ ＪＲ 四 国労 組の 運動 に対 す るご 理解
とご協力に 感謝を申し 上げます︒
さ て︑ 昨年 はＪ Ｒ 発足 年目 にし て実
施さ れた 新 たな 支援 措置 のも と ︑経 営自
立計 画目 標 達成 に向 けて 再ス タ ート をき
る重要な年 度となりま した︒
そ の支 援 措置 のお かげ で何 と か順 調な
スタ ート を きる こと がで きま し たが ︑高
速道 路の 新 たな 延伸 や︑ 来年 に せま った
﹁全 国共 通 の料 金水 準﹂ 導入 等 は︑ ＪＲ
四国 の今 後 の経 営に 大き な影 響 をお よぼ
すこ とが 想 定さ れま す︒ この よ うな 状況
の中 ︑組 合 員の 雇用 と労 働条 件 を守 るた
め︑ ﹁安 全 ・安 定・ 安心 ﹂輸 送 を継 続し
つつ ︑将 来 への 基盤 強化 に向 け た取 り組
みに協力すると共に︑これらの施策によっ
て影 響を 受 ける こと が予 想さ れ る鉄 道︑
バス ︑フ ェ リー 等の 公共 交通 に 対し 適正
な支 援措 置 を講 ずる よう しっ か り取 り組
んでいかな くてはなり ません︒
私 たち を 取り 巻く 環境 は︑ 今 後︑ 一段
と厳 しく な ると 思わ れま すが ︑ この 間築
き上 げて き た労 使関 係を 基軸 に ︑﹁ 組合
員と 家族 の しあ わせ ﹂に 向け 努 力を 積み
重ね てい き たい と考 えま す︒ 最 後に ︑迎
えま す２ ０ １３ 年が 皆様 にと っ て素 晴ら
しい 年と な りま すよ う祈 念申 し 上げ 年頭
のごあいさ つとします ︒
四国旅客 鉄道労働組合
執行 委員長
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新 年明け まして おめ
で とうご ざいま す︒
今 年も担 当業務 に引
き 続き全 力で取 り組
む のは当 然です が︑
３回 目の 年男と なる今 年は ︑本部 青
女担 当と して︑ 青女組 合員 に負け な
いく らい の若さ を出し たい と思い ま
す︒ そし て︑﹃ 自分ら しさ ﹄を大 切
にし なが ら更に パワー アッ プでき る
よう 頑張 ります ︒今年 も一 年よろ し
くお 願い いたし ます︒
執行委員 眞鍋 健治

皆様︑ 明け まして お
めでとうございます︒
旧年中 の様 々な取 り
組みに 対す る組合 員
皆様の ご理 解ご協 力
に感 謝い たしま す︒自 分の 中では ︑
がむ しゃ らに走 ってき た一 年間で し
た︒ しか し結果 を問わ れれ ば？今 年
は自 分本 来のマ イペー スで 何事に も
じっ くり 取り組 んで行 きた いと思 い
ます ︒結 果より もまず 行動 ！今年 も
よろ しく お願い 申し上 げま す︒
執行委員 石川 哲也

新年明けましてお
めでとうございま
す︒旧年中は色々

と御指導をいただ
きましてありがとうございました︒
今年も︑私達ＪＲ四国労組は組合

員の皆様の生活を第一に考え︑皆
様の力になれるよう運動を展開し

松下

正弘

ていきたいと思っています︒今年
も宜しくお願いいたします︒

執行委員

井内

貴志

茂和

教幸

特別執行委員

筒井

麻衣

新年あ けまし てお
めでと うござ いま
す︒今 回新し く特
別執行 委員に なり
ました ︒本部 青女
の副議 長とい う大役も 併せて させ
ていた だく事 になり︑ 大変恐 縮し
ており ますが ︑精一杯 頑張り たい
と思い ます︒ どうぞよ ろしく お願
い申し 上げま す︒

本部書記

木村

真由美

新年明けましておめ
でとうございます︒
組合員の皆さまのお
力添えにより︑昨年
もなんとか乗り切る
ことができました︒微力ではありま
すが︑皆様方に少しでも恩返しがで
きるよう︑職務に取り組んでまいり
ます︒本年もどうぞよろしくお願い
いたします︒

新年 明けま して おめ

竹崎

でと うござ いま す︒

前田

松浦

庸之

誠

お 願いい たし ます︒
本部書記

みゆき

新 年明 けま して おめ
で とう ござ いま す︒
昨 秋よ り採 用し てい
た だき ︑皆 様か らた
く さん のご 指導 を賜
り あり がと うご ざい まし た︒ これ ま
で のご 指導 を今 年は 更に 活か せる よ
う 努め る決 意で おり ます ︒い たら ぬ
点 も多 々ご ざい ます が︑ どう ぞよ ろ
し くお 願い いた しま す︒
本部書記 松井 里 香

板倉

張 りたい と思 います ︒今年 も宜 しく

１ 年を送 れる よう新 たな気 持ち で頑

を 終える 事が できま した︒ 充実 した

に支 えられ 無事 １年

昨年 もまわ りの 皆様

新年あ けまして お

特別執行委員

あけましておめでとうござ
います︒昨年は青年女性会
議議長として至らないこと
が多くありましたが︑多く
の皆様に青年女性会議の取
り組みへのご理解ご協力を
いただきました︒ありがと
うございました︒今年は青年女性会議発足 年
の節目の年となります︒引き続き魅力ある青年
女性会議の活動を創造︑企画︑開催していきた
いと思います︒みなさまのご意見︑ご協力をい
ただければ幸いです︒今年もよろしくお願いい
たします︒

特別執行委員

今年もよ ろしく お願いし ます︒

じめ︑政策提言を行っていきます︒

ＪＲ三島 ・貨物 の経営安 定化を は

策プロジェクトで︑

す︒Ｊ Ｒ連合の 政

めでと うござい ま

執行委員

大

新年 ︑あけ ましてお め
でと うござ います︒ 昨
年は ︑大変 お世話に な
りま した︒ 今年も多 く
の組 合員と のコミュ ニ
ケーシ ョンを 大切に し︑しっ かりと 声を
聞き︑ 運動を 展開し ていきた いと思 いま
す︒ま だまだ 力不足 ではあり ますが ︑少
しでも 皆様の お役に 立てるよ う努め てま
いりま す︒本 年もど うぞよろ しくお 願い
申し上 げます ︒

執行委員

芝

幸

新 年明け まして おめ で
と うござ います ！昨 年
９ 月に香 川支部 の書 記
長 となり ました ︒若 輩
者 でござ います が︑ ご
指 導・ご 鞭撻よ ろし く
お 願いし ます ︒﹁企 業の繁 栄の 源は人 に
あ る﹂こ の言 葉の意 味を考 え︑ 組合員 の
声 を聞き 働き がいの もてる 職場 環境実 現
に 向けて 行動 してま いりま す︒ 本年も 宜
し くお願 い致 します ︒
執行委員 中野 圭司

久司

執行委員

新年 明け まし てお め
でと うご ざい ます ︒
昨年 ︑大 病を 患い 皆
様方 には 大変ご 心配 ・
ご迷 惑を おか けい た
しま した ︒公 私共 に
取り巻く環境 は厳しいもの があります が︑
今年 は体 調管 理に 気を つけ ︑組 合員 の声
を身 体全 体で しっ かり と聞 き︑ 諸課 題の
実現 など 組合 員の 皆様 方が 安心 して 笑顔
で働 ける よう 精一 杯頑 張り ます ︒今 年も
よろ しく お願 いい たし ます ︒

執行委員

新年明 けまして おめ
でとう ございま す︒
昨年は 様々なご 指導
を頂き ながらの １年
でした ︒今年も まだ
ま だ力不足 のため 御迷惑 をおかけ す
る かもしれ ません が︑組 合員の皆 様
と の対話を 大切に ︑改革 ・継承を 実
践 していけ るよう全 力で頑張 ります ︒
本 年もよろ しくお 願いし ます︒
執行委員 浦川 英樹

健二

新年明けましてお
めでとうございま
す︒昨年は︑多く
の方々に支えられ
試行錯誤しながら
組合活動に取り組んでまいりまし
た︒今年一年︑飛躍の年になるよ
う精一杯頑張る所存です︒本年も
よろしくお願いいたします︒

中川

新 年あけまし ておめ
で とうござい ます︒
旧 年中は大変 お世話
に なり︑あり がとう
ご ざいました ︒私事
で すが︑昨年 は長男
が誕 生し︑﹁イク メン﹂を目 指して
奮闘 した１年でし た︒今年も ︑組合
員の 皆さんが︑よ り働きやす い環境
とな るよう努力い たしますの で︑ど
うぞ よろしくお願 いします︒
執行委員 武智 義治

執行委員

竹原

隆

新年明けましてお
めでとうございま
す︒昨年は大変お
世話になりました︒
微力ではあります
が︑本年も組合員の皆さまとご家
族のしあわせ実現に向け︑労働環
境・条件の向上を目指して取り組
んで参りますので︑よろしくお願
いいたします︒

２０１３応援歌︒どうし
ようもない時︑﹁寒い夜
だから﹂︵ＴＲＦ︶で少
し元気になり︑倒れそう
な時︑﹁負けないで﹂
︵ＺＡＲＤ︶で前向きに︒
そして﹁林檎可憐歌﹂︵ビートまりおの母︶
でパワー全開︒何よりも︑支えてくれる女
房には﹁心を開いて﹂︵ＺＡＲＤ︶感謝を
し︑﹁出逢った頃のように﹂︵ＥＬＴ︶い
つまでも︒ＢＧＭに背中を押され２０１３
年全力疾走︒

執行委員

新年明けましておめで
とうございます︒昨年
は大変お世話になりあ
りがとうございました︒
巳年の今年は脱皮の年
であります︒心身とも
に一回り大きく成長できるように頑張りま
す︒昨年に引き続き﹃明るく働きがいのあ
る職場づくり﹄を目指して︑諸問題の解決
及び改善に向けて取り組んでいきますので︑
本年も宜しくお願いいたします︒

井浦

新年明けまし
ておめでとう
ございます︒
昨年よりツアー
バスがひしめ
き︑苦戦を強いられていま
す︒負けるな︑ジェイアー
ルバス！本年もよろしくお
願いいたします︒
執行委員

20

賀正

本年もよろしく
お願い申し上げます

執行委員長
中濱
斉
副執行委員長
嶋田 剛好
書記長
浅岡 秀幸
執行委員
大谷
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井浦
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芝
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大
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