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【コラム】
メーデ ーは１ ８８ ６
年５月１日にアメリカ・
シカゴで 労働者 が労 働
条件の改 善を求 めて ス
トライキ を起こ した こ
とに由来しています。
日本で は、１ ９２ ０
年に東京 ・上野 公園 で
第１回メ ーデー が開 催
され、第 二次世 界大 戦
中は一時 中断し まし た
が、労働 者の地 位や 労
働条件の 向上な ど、 社
会に向け てメッ セー ジ
を発信し続けています。
近年で は、組 合員 同
士の交流 の場や 、家 族
も楽しめ るイベ ント に
発展する など、 時代 と
ともに変化しています。

第８回本部執行委員
会は、４月 日（金）
時 分より本部１階
会議室で開催された。
経過報告と議事につ
いては次のとおり。
13

【経過報告】
（組織）
・組織の強化拡大
（経営協議会）
・事業計画、営業施策
に関する付議につい
て
（団体交渉）
・ 春闘（ＪＲ四国、
ジェイアール四国バ
ス）
（県協定期委員会・春

13

職場対話行動は、４
月 日の高知地区を皮
切りに、中濱執行委員
長をはじめ本部各担当
役員及び支部役員によ
り四国四県全ての職場
を対象に実施されまし
た。
この集会は、春闘・
夏季手当の団体交渉及
び事業計画・効率化施
策の経営協議会をはじ
め、直近の取り組みや

与要求の基本的な考
え方について（ジェ
イアール四国バス）
闘討論集会）
③第 回定期大会
・徳島
・選挙管理委員会の設
（青女）
置について
・本部青女冬季レク
・第１回選挙管理委員
（ＪＲ連合）
会の開催について
・青女役員セミナー
④ＪＲ連合「第 回安
・国会議員懇談会
全シンポジウム」の
・労働政策ＰＴ
開催について
・賃金対策委員会
⑤ＪＲ連合「第 回ユー
・組織財政検討委員会
スラリー」の開催に
ついて
【議事】
⑥ユニオンスクール
①団体交渉
「管理者コース」の
・新賃金、諸制度改善、 開催について
夏季手当の妥結承認 ⑦ユニオンスクール
について（ＪＲ四国、 「ユースコース」の
ジェイアール四国バ
開催について
ス）
⑧当面するスケジュー
②平成 年度の夏季賞
ルについて
30

当面する諸課題につい
て本部から報告すると
ともに、各職場におけ
る組合員の生の声を聞
き、今後の取り組みに
反映させることを目的
に開催しています。
集会に参加した組合
員からは、事業計画や
効率化施策などの会社
施策をはじめ、要員不
足や設備・制度改善な
どの職場諸問題、安全・

10

37

⑨その他
・次期（第９回）執行
委員会の開催につい
て
・ゴールデンウィーク
期間中における本部
への連絡体制につい
て
・その他

安定輸送の確立に向け 活動と位置付けており、
た課題、組織問題や政 今後も継続して取り組
策課題に対する取り組 んでいきます。
みなど、多くの意見が
出されました。
集会で出された課題
や問題点は集約・精査
し、今後の団体交渉や
経営協議会等を通じて
反映させていくことと
します。
職場対話行動は毎年
恒例となっていますが、
組合員にＪＲ四国労組
運動を周知し意思統一
を図るうえでも重要な

23

30

18

10

働く者のための働き方改革をすすめ
すべての仲間と結集しよう！
第 回 メー デー は、 ４月 日（ 土）に 愛媛 地区 、 日 （日 ）に 高
知地 区、 ５月 １日 （火 ）に 香川 地区 及び 徳島 地区 でそ れぞ れ集 会 が
開催された。
こ のう ち、 高松 市の サン ポー ト高 松多 目的 広場 では 、９ 時か ら 香
川県メーデー中央集会が開催され、ＪＲ 四国労組組合員を含む約１，
５００人（主催者発表）が集結した。
主 催者 を代 表し て挨 拶に 立っ た連 合香 川の 森会 長は 、働 き方 改 革
関連 法案 につ いて 触れ 、「 国会 審議 は混 乱し てい るが 、こ うい う と
きこ そ労 働組 合は 真に 働く 者の ため の『 働き 方改 革』 を実 現す る た
めにしっかり取り組もう」と呼びかけた。
続 いて 、「 すべ ての 仲間 の連 帯で 『デ ィー セン ト・ ワー ク』 の 実
現に 向け て、 全力 を挙 げて 取り 組も う」 との メー デー 宣言 を採 択 し
た後 、参 加者 はガ ンバ ロー 三唱 で機 運を 高め 、高 松駅 周辺 をデ モ 行
進した。
こ のほ か、 丸亀 ・西 条・ 松山 ・徳 島・ 高知 の各 会場 にお いて も Ｊ
Ｒ四国労組から多くの組合員が参加し、 働く者の生活改善を訴えた。
89

多度津管理駅
事 業 分 会

トの事も話 せる良い機
会となり、 組合員同士
の絆を深め る事ができ
ました。
これから も多くの組
合員の方々 に参加して
いただける よう明るく
楽しい分会 活動を計画
し、より一 層分会組織
の団結強化 に取り組ん
でいきたいと思います。
三浦

浩平

一年の 「作業安全」の
お祓い をうけ、分会に
結集す る全ての組合員
の無事 故と無病息災を
祈願しました。
その 後、分会旗開き
は吉岡 分会長の挨拶と
決意表 明で始まり、来
賓のご挨拶を頂いた後、
岡田乗 務員会長の乾杯
で懇親会 へと移り、
名の参 加者は気持ちも
新たに お互いに親睦を
深め、 成功裡に終える
ことができました。
今年 も、組織の強化
と活性化に向けた行事・
サーク ル活動に組合員
一丸と なって、積極的
（高松車掌区分会）
４６７ピン
○準優勝
山西 雄大さん
（運輸部分会）
４１５ピン
○第３位
中川 正樹さん
（高松運転所分会）
３７５ピン

10

青年女性会議
第２６回定期委員会の開催について

日

時

平成３０年７月２１日（土） １４時より

２

場

所

ホテルアネシス瀬戸大橋
香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁８１－１
電話：0877-49-2311

３

議

題

(1) 平成２９年度経過報告
(2) 平成３０年度活動方針（案）
(3) その他

島でランチバイキ ング
を楽しみました。
３日間で総勢 名が
参加し、おいしい 料理
とお酒に舌鼓を打 ちな
がら、皆でワイワ イ語
り合い交流を深め まし
た。
私たち徳島管理 駅分
会はこれからも積 極的
に増収活動を企画 ・開
催し職場を盛り上 げて
いきます。
徳島管理駅分会
歓声が沸いて いるチー
岩水 謙典 ム、なかなか ピンが倒
れずいろいろ な投げ方
を試す人、そ れを見て
財 務 部 分 会 アドバイスを 送ってい
る人など、チームによっ
ボウリング大会開催！ てボウリング の楽しみ
方は様々でした。
本社支部主 催ボウリ
ング大会での 奮闘を参
加者全員で誓 うととも
に、財務部分 会組合員
の親睦を更に 深めたボ
ウリングレク レーショ
ンとなりました。
財務部分会
市川
真

１

愛媛電気分会
ボウリング大会開催！

24

に取り組んでいきます。
多度津運転区分会
新田 真司

学習会・
花見を開催！

33

90

15

23

が丁寧 かつ分かりやす
弁当を準備しましたが、 く説明 していただき、
食べきれず残してしまっ 笹 岡 青 女 議 長 か ら は
た教訓を生 かし、今年 「今の は良い質問です
私たち愛媛電 気分会 はオードブ ルとおつま ね」と のコメントをい
みで控えめ にし、代わ ただく 場面もありまし
私た ち多度 津運転 区 は２月 日、松 山市の
りにお酒の 量を少し増 た。
分 会では、４月６日 に キスケボウルに てボウ
学習 会を終えると、
やしてみま した。その
学習会、ウォークラリー リング大会を開 催しま
結果、食べ 残しも飲み ＪＲホ テルクレメント
と花見を開催しました。 した。年齢や体 力差な 残しもなく 気持ち良く 徳島の 桂蘭にて懇親会
学習会では、分会 長 ど関係なく楽し める競
花見をする ことができ を行い 、お互いに親睦
よ り春季生活闘争の 経 技とあり、 名 と多数
ま
した。
を深めました。
過 や、職場諸問題・ ダ の組合員が参加 しまし
素晴らしい景色の中、 今回 のように本部か
イ ヤ修正についての 問 た。競技中はハ イスコ 年齢や世代 を超え皆ん ら講師 を招いた学習会
題 提起を受け、参加 組 アを目指す人や 、日頃 なで大いに盛り上がり、 は、分 会史上初の取組
合 員からの活発な意 見 のストレスを球 に込め
て力いっぱい投げる人、 楽しく有意 義な時間を と思わ れますが、今後
が出されました。
過ごす事ができました。 も徳島 管理駅分会らし
学習会終了後には 組 溝掃除ばかりし ている
人など、終始笑 顔の絶 今後もこの ようなレク く、労 働組合に業務に
合 員の家族も加わり
レーション を積極的に 盛り上 げていきたいと
名 の参加者のもと、 時 えない楽しいレ クレー
思
い
ま
す
。
開
催
し
、
組
合
員
が
一
丸
折 雨が降り肌寒い風 も ションとなりま した。
徳
島
管
理
駅分会
その後懇親会 も執り となり元気 で明るい職
吹 く中、力強く咲く 桜
岩水 謙典
場づくりに 努めていき
の 花を眺めながら桃 陵 行い、ボウリン グの疲
た
い
と
思
い
ま
す
。
公園までウォークラリー れと業務の疲れ を発散
松
山
運
転
所
分
会
増収レクを開催！
し、親睦を深め ること
を行いました。
鏡原
匠
その後お花見へと 移 ができました。今後も、
り 、雨に濡れて少し 冷 組織の団結力強 化に向
え てしまった体をバ ー けて様々な活動 を実施
徳島管理駅分会
ベ キューなどの温か い していきたいと 思いま
料理で体を温めながら、 す。
愛媛電気分会
学習会を開催！
お 互いの親睦を深め あ
盛實 勝汰
い 、より一層組織の 充
私たち徳 島管理駅分
実 と活性化を図るこ と
会は１月 日、徳島駅
が出来ました。
大会議室において、
松山運転所分会 立駐
今後も有意義なサ ー
名参加の もと学習会
ク ル活動に努めてい き
を開催しま した。本部
花見開催 ２０１８ の幸副執行 委員長を講
ます。
多度津運転区分会
私たち松山運 転所分 師に迎え、 労働組合の
新田 真司 会では４月４日 ～６日 歴史や組織 、必要性な
私た ち徳島管理駅分
の３日間、道後 公園に どについて 教えていた
会は３ 月７日～９日、
だきました。
て花見を行い、総 勢
その後の 質疑応答で 年度末 最後の増収の取
名の組合員が参 加しま
は、若手組 合員からの り組み として、「あじ
した。
昨年はオード ブルと 質問に幸副 執行委員長 な散歩 道」を利用しＪ
Ｒホテ ルクレメント徳
38

多度津管理駅事業分会

多度津運転区分会

31

２月２日、財務 部分
会では本社支部主 催ボ
ウリング大会での 上位
入賞を目指し、分 会主
催のボウリング大 会を
開催しました。今 年は
名の参加があり 、当
日は３チームに分 かれ
２ゲームをプレー しま
した。
ストライクを続 けて

38

安全祈願参拝を開催！
多度津運 転区分会で
は、恒例の 年頭行事で
ある「金刀 比羅宮安全
祈願参拝」 「多度津運
転区分会新 春団結旗開
き」を１月 日に開催
しました。
こんぴら さんでは雪
もちらつく 中、参加し
た組合員は 元気よく階
段を駆け上 がり、今年

なお、試合結果は次
のとおりです。
【団体賞】
○優 勝
香川支部Ａチーム
（小倉氏・中川氏・
苅田氏・橋本氏）
１５３４ピン
○準優勝
本社支部チーム
（横田氏・寶田氏・
金谷氏・山西氏）
１１９７ピン
【個人賞】
○優 勝
橋本 豊さん

19

!!

ゴルフコンペ開催！

私 たち多度 津管理 駅
事業分会では、２ 月
日に満濃ヒルズ カント
リークラブでゴ ルフコ
ンペを開催し、 ９名の
組合員が参加しました。
当日は気温も高 く絶好
のゴルフ日和で した。
参加者全員楽しくプレー
することができました。
また、仕事やプライベー
24

香川支部Ａチームが７連覇！
個人賞は橋本氏が優勝！

28

ＪＲ 四国労組は、３
月３日 （土）、高松市
「シー サイドボウル高
松」に おいて、総勢
名の組 合員参加のもと
「第 回ボウリング大
会」を開催しました。
腕に 自信のある参加
者によ るハイレベルな
戦いが 繰り広げられた
結果、 団体では香川支
部Ａチ ームが見事７連
覇を達 成し、個人では
高松車 掌区分会の橋本
さんが 見事優勝しまし
た。
16

