笑顔あふれる未来をつくろう
すべての仲間の連帯で！
第 回メーデーは、４月 日（土）に愛媛地区、高知地区及び徳島地
区、４月 日（土）に香川地区、５月１日（水）に池田地区等でそれぞ
れ開催されました。
このうち、連合香川は坂出市の瀬戸大橋記念公園で、 時から「２０
１９ワークフェスティバル」を開催し、連合に結集する多数の組合員が
参加をしました。
主催者を代表して挨拶に立った連合香川の森会長は、「統一地方選挙
では、連合香川の推薦候補者 名を当選させることができた。今夏の参
議院議員選挙においても『働くことを軸とする安心社会』実現のため、
推薦候補者の当選に向け取り組もう」と呼びかけました。
今回のフェスティバルでは、構成組織によるブースが設けられ、ＪＲ
連合香川県協議会が設置した「プラレール」には、多くの子どもたちが
集まり賑わいました。
このほか、松山・西条・徳島・池田・高知の各会場においてもＪＲ四
国労組の組合員が参加し、働く仲間の生活改善を訴えました。
90
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【コラム】
メーデーは１８８６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、１９２０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。

職場対話行動は、４月
８日の東予地区を皮切り
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。
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
り組みや当面する諸課題

第８回本部執行委員会
は、４月 日（土） 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。
【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、
効率化施策
（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・春闘
討論集会）
・高知

について本部から報告す
るとともに、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、２０１９年度事
業計画及び駅・ワーププ
ラザの効率化施策などの
会社施策をはじめ、要員
不足や設備・制度改善な

（新入社員）
・組合加入行動、新入組
合員歓迎会、共済説明
会
（職場対話行動）
・愛媛、香川、高知
（レク）
・第１回ハイキング
（財政）
・第１回組織財政専門委
員会
（ＪＲ連合）
・青女役員研修会
・新中期労働政策ビジョ
ン策定ＰＴ
・労働政策委員会
・組織財政検討委員会
【議事】
①新賃金、諸制度改善、

どの職場諸問題、安全・
安定輸送の確立に向けた
課題、組織問題や政策課
題に対する取り組みなど、
多くの要望や意見が出さ
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

夏季手当の妥結承認に
ついて（ＪＲ四国、ジェ
イアール四国バス）
②２０１９年度の夏季賞
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）
③線路閉鎖工事に伴う列
車誤認について
④第 回定期大会
・選挙管理委員会の設置
について
・第１回選挙管理委員会
の開催について
⑤ＪＲ連合青年・女性委
員会「第 回ユースラ
リー」の開催について
⑥ユニオンスクール「ユー
スコース」の開催につ
いて
⑦粟島「城の山」ボラン
ティア活動の実施につ

うえでも重要な活動と位
置付けており、今後も継
続して取り組んでいきま
す。

いて
⑧当面するスケジュール
について
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
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催し、組合員が一丸とな
り元気で明るい職場作り
に努めていきたいと思い
ます。
「
リカバリー 」
松山運転所分会
増収レクを開催！
豊嶋
亮

復興支援
増収レクを開催！

30

10

高知支部では、２月
日～ 日の４日間、「リ
カバリー 」への取り組
みと組織の活性化のため、
あじな散歩道「高知パレ
スホテル」を利用したレ
クを開催しました。
年度末を控えた４日間
ではありましたが、総勢
名に参加いただききま
した。日頃は中々顔を合
わせることもできません
が、今回のレクで、皆さ
んそれぞれの話題に花が
咲き、各日とも大いに盛
り上がりました。高知支
部組合員の友好と親睦を
深め、組織の活性化につ
ながったと思います。
今後もレクレーション
を有効に活用し、組合員
が一丸となった職場づく
りに努めていきます。
高知支部
22

河野 憲司

10

本社支部では、２月
日にシーサイドボウル高

ボウリング大会開催！

54

60

２０１９年７月２０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) ２０１８年度経過報告
(2) ２０１９年度活動方針（案）
(3) その他

松にて、組合員相互の交
今後も多くの組合員が
流を目的に『本社支部ボ 参加しやすい行事を企画
ウリング大会』を開催し、 し、組織の強化・拡大に
８分会から総勢 名が参 努めていきます。
加しました。
本社支部
日頃のストレス（？）
下野 桂馬
をボールに込め、全力で
プレーが行われました。
また、ストライクが出た
際には大きな歓声が上が
り、会場全体が熱気で溢
れていました。

青年女性会議
第２７回定期委員会の開催について

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。

私たちＪＲ連合香川県
協議会は、 月２日に復
興支援レクリエーション
を「リカバリー 」商品
を活用して実施し、香川
支部・本社支部の組合員
や家族を含め総勢１３６
名が参加しました。
組合員の家族にもご参
加いただき、和気あいあ
いとした雰囲気の中で日
頃の疲れを温泉で癒し、
豪華な料理に舌鼓を打ち
ながら、職場の系統を超
12

学習会と
ウォークラリー開催！
私たち多度津運転区分
会では、４月４日に学習
会とウォークラリーを開
催しました。
学習会では、吉岡分会
長より春季生活闘争の経
過や、職場諸問題・ダイ

その後開催した分会旗 えて交流を図ることがで
開きは、吉岡分会長の挨 きました。
家族の組合活動へのご
拶・決意表明で始まり、
ご来賓のご挨拶を頂いた 理解・ご協力に感謝する
後、岡田乗務員会長の乾 とともに、各分会の横の
杯で懇親会へと移りまし 繋がりも強くなる良い機
た。 名の参加者は、気 会となりました。
持ちも新たに、お互いに
ＪＲ連合香川県協議会
親睦を深め、成功裡に終
杉本 慶太
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
クル活動に区員一丸となっ
て、積極的に取り組んで 花見開催 ２０１９
いきます。
私たち松山運転所分会
多度津運転区分会
では、４月１日～３日の
山本
剛
３日間、道後公園におい
て花見を開催し、総勢
名の組合員が参加しまし
た。

51

こんぴらさんでは、天
候にも恵まれ、参加した
組合員は元気よく階段を
駆け上がり、今年一年の 復興支援レクを開催！
「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。

30

（しゃしんがたけ）から
の瀬戸内海を見渡す絶景
に、参加者の疲れは吹き
飛びました。
ＪＲ四国労組では、今
後も組合員だけでなく家
族も参加できるレクレー
ションを開催し、組合活
動への理解を深めてもら
うとともに、組織の強化
を図っていきます。

92
私たち徳島管理駅分会
は、１月 日と２月８日
の２日間、「復興支援あ
じな散歩道」を利用した
増収レクを開催し、高知
パレスホテルで四万十米
豚しゃぶしゃぶとビュッ
フェを楽しみました。
高知県出身の笹岡さん
を筆頭に、徳島管理駅管
内の酒豪が集結し、美味
しいお酒と料理を堪能し
ながら、皆で語り合い交
流を深めました。ちなみ
に、私は酒豪というには
程遠いレベルのため、補
欠組として２日目に参加
しました。
私たち徳島管理駅分会
はこれからも積極的に増
収活動を開催したいと思
います。
徳島管理駅分会
岩水 謙典

時

アドレス http://jrsu.jrsis.com/
ＱＲコードでアクセス!! →

!!

昨年、オードブルと弁
当を準備したものの食べ
きれず残してしまった教
訓を生かし、今年はオー
ドブルにおつまみと控え
めにし、代わりにお酒の
量を少し増やしてみまし
た。その結果、食べ残し
も飲み残しもなく気持ち
良く花見をすることがで
きました。
素晴らしい景色の中、
年齢や世代を超え皆で大
いに盛り上がり、楽しく
有意義な時間を過ごす事
ができました。
今後もこのようなレク
レーションを積極的に開

日

ＪＲ四国労組新聞・各種ニュースなどを
パソコン・スマートフォンで閲覧できます！

ヤ改正についての問題提
起を受け、参加した組合
員からは活発な意見が出
されました。
学習会終了後には組合
員の家族も加わり、総勢
名で、暖かい春の陽気
の中を高松駅から桜の花
が満開の玉藻公園までウォー
クラリーを行い、心地よ
い風が吹く中、目的地ま
で散策しました。
爽やかな汗をかいた後
にはお花見へと移り、オー
ドブルなどの料理を堪能
しながらお互いの親睦を
深めあい、より一層組織
の充実と活性化を行うこ
とが出来ました。
今後も有意義なサーク
ル活動に努めていきます。
多度津運転区分会
新田 真司

73
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ＪＲ四国労組ホームページをご存知ですか？

!!

香川県善通寺市「五岳
の里市民集いの丘公園」
に集まった参加者は、四
国霊場 番札所「出釈迦
寺（しゅっしゃかじ）奥
の院」を目指し意気揚々
と出発しようとしたのも
束の間、春雷に見舞われ
雨宿りをすることに。出
端を挫かれましたが、雨
が上がり、気を取り直し
て約１時間の道のりを歩
きました。
急勾配の坂道に参加者
は息を切らせていました
が、標高約３６０メート
ルの奥の院や、弘法大師
の伝説が残る捨身ヶ岳
33
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多くの家族も参加し開催
３月 日（日）、ＪＲ
四国労組本部主催「第１
回ハイキングレク」が開
催され、四国各地より組
合員及び家族あわせて
名が参加しました。
17

