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全港湾関西地方阪神支部

謹んで新年のお慶びを申し上げます
☆船名

阪神支部
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執行委員長 畠山 昌悦

大阪市港区築港

組合員の皆さん︑ご家族
の皆さん︑新年明けまして
おめでとうございます︒皆
さんにおかれましては︑お
健やかに新春をお迎えのこ
とと存じます︒今年も健康
で災害なく安心して過ごせ
る一年であってほしいと願
っています︒
昨年を振り返ってみます
と︑令和新天皇即位︑Ｇ
︑参院選︑ラグビーワー
ルドカップ︑消費税増税︑
東日本での相次ぐ台風被害
など様々な出来事がありま
した︒特に昨年末の臨時国
会では︑公的行事﹁桜を見
る会﹂の私物化が大問題と
なり︑﹁記録は破棄した﹂
として安倍首相は虚偽答弁
を連発し説明責任を逃れ︑
内閣府も首相を忖度し︑ま
ともに答えていません︒想
起すれば安倍政権の７年間
は︑公文書の改ざんや隠
蔽︑破棄が繰り返され民主
主義や国民を愚弄していま
す︒そんな政権に７月の参

議院選挙では︑１人区で野
党共闘が 選挙区で勝利し
たこと︑そして改憲勢力に
３分の２の議席独占を阻止
したことは大きな成果でし
た︒社会福祉を切り捨て任
期中の改憲に固執する安倍
政権は今年こそ退陣に追い
込まなくてはなりません︒
次の衆院選に準備して市民
と野党の共闘をさらに発展
させ︑平和とくらしを安倍
政治から﹁取り戻す﹂運動
を進めましょう︒
次に︑港湾・運輸産業を
取り巻く環境についてお話
しします︒一昨年から続く
米中貿易摩擦の激化は世界
経済に打撃を与えてきてい
ます︒制裁関税に報復関税
をお互いが発動し︑強硬な
通商政策の我慢比べを続け
ており︑米中の世界のＧＤ
Ｐに占める割合は約 ％も
あり︑大きな影響を及ぼし
ています︒年末には︑中国
が今後２年でアメリカから
の輸入を約 兆円増やすこ
とで関税の追加発動が回避
されましたが︑内需が鈍る
中国には約束のハードルが
高く︑米国の供給能力にも
不安があります︒
ユーロ圏ではイギリスの
１月末に決まったＥＵ離
脱︑ 年６月の国民投票で
の結果ではあるものの自国
第一主義︑難民移民の排斥
を声高に極右政党の台頭が
分裂の方向に向かい︑経済
への影響が心配されるとこ

ろです︒国内では︑トラン
プ大統領が一方的﹁日米Ｆ
ＴＡ﹂を押し付け︑遺伝子
組み換え食品や農薬まみれ
の野菜の流通が不安視さ
れ︑日本の食料自給率がさ
らに落ち込み︑無能・亡食
の国になる懸念が指摘され
ています︒もう一つは︑徴
用工問題に端を発する日韓
関係です︒日本は昨年７月
から韓国向け輸出管理を厳
格化する一方︑韓国では日
本製品不買運動で対抗︑韓
国政府が８月に日韓軍事情
報包括保護協定︵ＧＳＯＭ
ＩＡ︶の破棄を通告︵後に
回避︶するなど関係は悪化
しました︒繁華街から韓国
人観光客が姿を消したとの
印象は︑組合員の皆さんも
感じていることでしょう︒
この問題も長期化すれば︑
日本経済に大きな打撃を与
えることになりかねませ
ん︒特に関西圏は韓国との
コンテナ船による貿易が旺
盛ですから︑その影響は私
たちの経済活動を直撃する
可能性があります︒
日本経済も生産業を中心
に減産減益が相次ぎ︑東京
オリンピック・パラリンピ
ック後の景気低迷を危惧す
る企業が多く︑先行きの不
透明感が否めません︒
そして︑日検闘争です︒
日興サービス社で日々検数
業に従事する阪神・名古屋
支部の組合員 名が︑派遣
先である一般社団法人日本

貨物検数協会︵日検︶名古
屋支部に対して労働者派遣
法 条の６︵直接雇用申込
みみなし制度︶に基づき︑
直接雇用される地位にある
ことを確認する訴訟を︑２
０１７年 月 日︑名古屋
地方裁判所に起こした裁判
は︑いよいよ佳境に入り１
月 日︑原告証人尋問が開
かれます︒本件提訴は︑様
々な違法に加えて︑偽装請
負・直接雇用拒否という違
法を重ねる日検の法的責任
を果たさせるという意義を
有しています︒港湾運送事
業の中核的役割を担う公益
性の大きい日検が︑改正労
働者派遣法に従わず︑偽装
請負を行いながら直接雇用
を拒否することは許されま
せん︒日検に法的︑社会
的︑道義的な責任を果たさ
せ︑改正労働者派遣法の目
的である派遣労働者の雇用
の安定確保が図られるため
にも︑阪神支部の総力を挙
げて本件提訴の勝利を勝ち
取らなくてはなりません︒
最後に︑港湾・運輸産業
を取り巻く環境は厳しい局
面が続きますが︑皆さんの
職場が事故なく︑ご活躍さ
れますこと︒また︑本年も
組合員とご家族の皆さんの
ご健勝とご多幸︑そして益
々のご繁栄を祈念しまし
て︑阪神支部執行委員会を
代表して新年の挨拶とさせ
ていただきます︒
団結︑がんばろう！
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全港湾関西地方
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２０２０．１．１
ＮＯ．６３６ 号
スペクトラム・
オブ・ザ・シーズ
☆就航年
2019年
☆総トン数
169,379トン
☆全長
348㍍
☆全幅
49.24㍍
☆搭載人員
5,622 人
☆乗組員数
4,905 人
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〜 世紀のヨ
ーロッパで横行
した魔女狩りは
拷問を伴った︒
例えば︑魔女に
は痛みを感じな
いところが体のどこかに必
ずあるはずだとして︑その
場所を見つけるまで針を刺
し続けた◆疑われた人は痛
みに耐えきれなくなり︑魔
女であることを﹁自白﹂す
るのだとか︒自らに疑惑が
降りかかるたび︑トランプ
米大統領が﹁魔女狩りだ﹂
と反発したのは追及がでっ
ち上げの針だと言いたいの
だろう◆ 政敵を陥れるた
め︑トランプ氏がウクライ
ナ政府に圧力をかけたとさ
れる疑惑をめぐり︑米下院
が弾劾訴追を決議した︒史
上３人目の不名誉である◆
トランプ氏にとっては不利
な証言が続いているが︑こ
れから上院で行われる弾劾
裁判はその政党勢力図から
みて﹁無罪﹂になる公算が
高いそうだ◆米国民の関心
はなぜか低いという︒次か
ら次へと出てくる大統領の
よからぬ疑惑にすっかり慣
れっこになってしまい︑怒
りの鈍化しているのだとす
れば︑何だかそれが恐ろし
い魔法のように思えてくる
◆遠い国 の話ではない︒
﹁森・加計﹂﹁桜﹂︑隠蔽
・改竄・虚偽への怒りを鈍
化させることなく追及の手
を緩めるべきではない︒
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わしさを訴えていました︒
用意した５００枚のビラ
は仲間により直ぐに配り終
える事ができ︑座り込み行
動でも当日の東京は真冬の
気温で︑更ににわか雨もあ
りましたが体調には万全を
期して取り組みました︒
申入れ行動時の日検木下
労務部長の態度も相変わら
ずで︑毎度の事ながら受け
取りを拒否します︒今回も
警察に通報︑８月の時より
警察の動員人員は減りまし
たが︑民事不介入の警察権
力まで盾とする日検には甚
だしく哀れさすら感じる状
態です︒
日検のこの様な無礼で横
暴な態度を改めさせるため
に︑広く港湾関係に訴えか
け︑法廷闘争も並行して全
力でたたかいをすすめてい
きます︒
久保田 稔

題収束に向けて検討し︑文
書での回答を行うとの確約
を得ました︒２回目の行動
でしたが会社側の対応は前
日の日検とは大きく違い︑
大企業特有の表面的な誠実
さは感じられました︒
今回は宣伝ビラの配布と
同時に︑日本港運協会に対
し︑協会の姿勢を正させ港
湾業界の安寧に務めるよ
う︑港運会館周辺を４台の
宣伝カーを連ねての流し宣
伝も行いました︒
しかし︑未だにジャパン
エキスプレス社内では管理
職労組の横暴が続いている
ことも事実です︒これまで
の分会の歴史も考え︑ジャ
パンエキスプレス分会が健
全に運営出来るよう阪神支
部のたたかう労働組合の精
神を活かし︑毅然とした態
度で解決に向け行動を継続
します︒
書記次長
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会は今年結成 周年を迎え
る事となりました︒また皆
さまにご協力などお願いす
る事があると思いますが︑
よろしくお願いします︒
分会長
小林 公年

昨年は管理職組合の結成
により分会から過半数の移
籍がありました︒当初は管
理職だけの組合を結成する
と聞きましたが︑蓋を開け
ると分会員の勧誘・引き抜
きにより分会を弱体化させ
る不当労働行為︵支配介
入︶を行ってきました︒
社内で﹁管理職組合の設
立趣旨﹂という文章が出回
りましたが︑分会執行委員
のいる部署には回さず︑文
章を見た職員から事実確認
の質問が来ることで発覚し
ましたが︑戸惑い︑動揺︑
混乱をもたらしました︒
その後︑分会執行部と阪

ジャパンＥＸＰ分会
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菱 倉 運輸 分 会
２０１９年︑菱倉運輸分
会は冬季・夏季一時金に関
してはまずまず納得のいく
結果で終える事ができまし
たが︑ 年春闘では付帯要
求にあげている定年延長︑
加変能率給の固定化は進展
がなく︑今後の課題となり
ました︒ 春闘ではこの２
つの問題を一歩でも前進さ
せるために︑分会員一同取
り組んでいかなければなら
ないと思います︒
定年延長に関しては分会
員の早い者で後８年ほどな
ので︑決して長くない年月
です︒一年一年を無駄にせ
ず取り組んでいかなければ
なりません︒
もう一つの加変能率給の
固定化は菱倉運輸の業務が
年度から本格的にシステ
ム化に移行するため︑今ま
での算出方法が出来ず︑会
社との協議でとりあえずは
臨時的な算出方法になって
いるので︑一日でも早く固
定化になるように粘り強く
交渉を重ねていかなければ
ならないと思います︒
春闘では両方とも難し
い問題ではありますが︑一
歩でも前進できるよう頑張
っていきたいと思います︒
おかげさまで菱倉運輸分
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名古屋支部書記長
西脇 敬

日検抗議行動の翌日︒管
理職組合発足からの阪神支
部の分断と弱体化を狙った
ジャパンエキスプレスの混
乱はこれまでもその都度の
報告で周知の通りでありま
すが︑未だ商船三井の親会
社としての誠意ある対応も
ありません︒一刻も早く問
題の収束をさせ︑ジャパン
エキスプレス分会の運営を
正軌道に戻すため夏に続き
再度︑ 株( 商)船三井本社に
対し抗議の宣伝行動を行い
ました︒
前回同様︑東京虎ノ門の
本社前において︑朝の出勤
時 間をねらい阪神 支部
名︑名古屋支部と東京支部
の仲間と共に街宣抗議行動
に取り組みました︒
宣伝カー４台を配置し︑
ビラの配布とマイクを使っ
ての抗議を行いました︒
我々が本社前に到着した
ときにはすでに４名の警備
員が配置され︑前回以上に
緊迫した雰囲気のなかで
の行動開始となりました
が︑前回我われに対応し
た商船三井総務部の担当
者が早々に現れ︑社前で
はありましたが行動趣旨
の聞き取りと︑抗議文書
を受け取りました︒我わ
れからは今回の混乱状態
の早急なる解決に向け親
会社として真摯に受け止
め行動に移すよう通告︒
担当者からも抗議文を受
け取った上で社内でも問
ＭＯ本社前で抗議文書を手渡す

日検・ＭＯ抗議宣伝行動

12

社会的責任を果たさない企業には
たたかう行動をゆるめるな！

月 日︑︵一社︶日本
貨物検数協会︵以下日検︶
本社抗議行動を阪神支部
名︑東京支部 名︑名古屋
支部４名の総勢 名で取り
組みました︒東京支部の皆
様に対しては︑いつも応援
に駆けつけて頂き誠にあり
がとうございます︒
日検に対しては︑阪神支
部への団体交渉拒否︵中央
労働委員会︶︑阪神支部と
名古屋支部の組合員 名に
よる直接雇用を求める訴訟
︵名古屋地法裁判所︶︑名
古屋支部西脇書記長賃金カ
ットへの不誠実団体交渉
︵愛知県労働委員会︶への
抗議行動として今回で７回
目の行動となりました︒し
かし日検の対応は労使関係
があるにもかかわらず︑私
たちの宣伝カーを見るや否
や︑相変わらず顔を引きつ
らせ態度は回数を追うごと
に悪くなって行きます︒今
回の申し入れ行動で本社屋
に阪神支部松
本副委員長と
入 りま した
が︑松本副委
員長は日検職
員の態度の悪
さに﹁社会人
として︑人と
してなってい
ない﹂と嘆か
日検本社にて申し入れ行動
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神支部の担当者で数回分会
員に説明会を行い︑﹁色々
な情報が飛び交っている
が︑デマに惑わされないよ
うに﹂と伝え︑疑問にも答
えてきましたが︑管理職組
合の勧誘の勢いは増し︑連
鎖的に組合員の脱退・移籍
が増えていきました︒
さらには︑管理職組合が
親会社である商船三井のコ
ンプライアンス委員会にジ
ャパンエキスプレス社に対
する訴えを起こしたために
ジャパンエキスプレス社の
動きが制限され︑支部や分
会が会社に訴えても進展は
ありませんでした︒コンプ
ライアンス委員会の審査が
終わるまで耐えていました
が︑終わってみると商船三
井も会社も何も行動を起こ
しませんでした︒
現在︑管理職組合の執行
役員は会議への参加や人事
異動の拒否を繰り返し︑正
常な業務の妨げとなってい
ます︒
このような混乱や騒動を
どのように解決するのか会
社や商船三井にはっきりさ
せるためにもたたかいを継
続していきます︒
分会長
西田 哲也

阪神支部関連では幸い
人的被害は発生してい
ないとの認識ですが︑
の計画運休に代表さ
れるように︑身の安全
を最優先とする機運が
全国的にも広がってき
ています︒また︑近い
将来の発生が危惧され
ている南海トラフ巨大
地震への対策も含め︑
企業の安全配慮義務が
ますます求められてい
ます︒
支部では春闘時の統一集
団交渉の場で企業側に対
し︑﹁自然災害発生時の対
策マニュアル作成﹂を要請
しましたが︑具体的な取り
組みの前進が見えてきてい
ない現状です︒このような
現状を打破していくことを
行額の合計は︑９００兆円
を超す見通しです︒
予算案での軍事費増額
は︑安倍政権復帰から８年
連続です︒新たに米国から
の戦闘機の取得や︑﹁いず
も﹂型護衛艦の空母への改

目的とし︑マニュアル作成
のヒントになり得る講演を
平田氏にお願いしました︒
温暖化による気象変動と
それに伴う台風の巨大化な
どの現状︑大雨や高潮被害
に対しての行政の取り組み
の説明も交えながら︑企業

拡や大企業優遇の予算組
み︑国民の社会保障の予算
を圧縮︒しかも国の借金で
ある国債の発行は︑二つの
予算案で 兆円に迫り︑そ
のツケは結局︑国民に回さ
れます︒ 年度末の国債発

平田氏の講演を「きっかけ」に！
修費などが盛り込まれ︑沖
縄の米軍辺野古新基地の建
設費の増額も重大です︒
こうした一方︑国民の暮
らしに直接かかわる社会保
障予算は︑高齢化などに伴
う増額分が厚生労働省の概

毎にできる具体的な取り組
みを紹介して頂きました︒
今後のマニュアル確立のき
っかけとしてもらいたいと
考えていますが︑企業側は
もちろん︑組合員が積極的
に関心を持ちながら議論を
しなければ取り組みの実現
はありません︒
この日は︑委員を含めた
労使の参加が 名に留ま
り︑例年と比較してもやや
少ないと感じています︒開
催告知も統一交渉などの場
で繰り返し行いましたが︑
今一度振り返り︑改善につ
なげていきたいと思いま
す︒
私たち安全問題に関わる
者としては︑職場に潜む危
険に対してどのように防衛
していくのか︑事故が起こ
56

算要求の５３００億円から
４１１１億円に圧縮されま
した︒年金はまたも実質削
減です︒介護︑医療も一層
改悪する方針です︒国民に
とって︑増税と社会保障改
悪の二重苦︑三重苦になる
予算案です︒
本来︑国民の負担能力に
応じた﹁応能負担﹂の原則
で税金を集め︑国民のため
に使うべき財政を︑大企業
や軍拡で米国のために使う
のは国民をないがしろにす
る政治そのものです︒
大企業優遇と軍拡米国追
従をやめ︑暮らしに予算を
回すべきです︒

20

ってからでは遅いといった
事など︑命を最優先とする
取り組みを皆さんに対して
どのように意識付けしてい
けるかが問われていると思

います︒委員全員で意識を
高め︑組合員の皆さんをリ
ードしていける組織にして
いきたいと思います︒
書記次長
入江 友規

市 民 を 分 断 す る
維新政治にストップを！

えられています︒
来賓あいさつの中で︑日
本共産党元参議院議員の辰
巳孝太郎さんは︑﹁大阪を
私物化し︑住民サービスを
低下させる維新を追及して
いくため運動をさらに活性
化させ︑本日会場に足を運
ばれた皆さんが地域のつな
がりを活用し︑共同の輪を
広げていきましょう﹂と高
らかに宣言されています︒
私たちが働く港頭地区で
は︑ベイエリア巨大開発計
画によって多くの税金が投
入されようとしています︒
また︑昨年の台風被害を
目の当たりにし︑災害に対
して脆弱性を見せる夢洲の
開発を筆頭に︑特別区再編
などのまやかしの政治を見
過ごす事は出来ません︒
今こそ維新政治をストッ
プし︑貧困と生活不安を一
掃し︑市民が安心できる暮
らしを取り戻すためにも︑
組合員や共闘組織の共同を
広げていく必要があるので
はないでしょうか︒
書記次長
入江 友規

都構想ストップ！豊かな大阪をつくる 府民の集い

大阪都構想実現に向けて
暴走する大阪維新の会の繰
り返される市民分断の政治
に反対する﹁都構想ストッ
プ︑豊かな大阪をつくる
・ 府民のつどい﹂がエル
おおさかで開催され︑約７
００名が集まりました︒
この日の特別講演には︑
大阪革新懇代表世話人で︑
関西学院大学教授の冨田宏
治さんが招かれ︑維新は︑
中堅サラリーマン層や自営
上層の﹁勝ち組﹂的気分感
情に対するポピュリスト的
煽りを行い︑市民を分断さ
せ︑貧困と格差の拡大で分
断の組織化と固定化をして
いると主張されました︒夢
洲での万博開催やカジノ建
設も含め︑大阪をバラバラ
にし︑一度は決着した住民
投票を再び実行しようとす
る維新に対抗するには︑政
治に対して無関心な市民を
選挙や住民投票に参加させ
る働きかけが必要であると
説かれ︑今こそ市民がひと
つになって限界を見せた維
新をストップさせようと訴
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回支部安全衛生委員会総会

ションが希薄になっている
のではないかと危惧されて
います︒併せて先月にも横
浜で死亡災害が発生してい
るとの報告がされ︑安全衛
生委員会の果たす役割はま
すます高まっていると述べ
られました︒
総会の中では特別講演を
行い︑国土交通労働組合の
平田喜久男氏をお招きし︑
﹁堤外地の危険予知と対
応﹂のテーマで講演頂きま
した︒
一昨年の台風 号襲来に
より︑港頭地区も例外なく
甚大な被害を受けました︒
消費税を増税したこと
で︑ 年度の消費税収は過
去最大の 兆円に迫る見込
みで︑これまで最大の税目
だった所得税を上回りま
す︒国民にこれほど大きな
負担を押し付けながら︑軍

21

巨額の予算も︑昨年 月
からの消費税率の引き上げ
や米中︑日韓の貿易報復合
戦で景気の悪化が鮮明にな
り︑新たな﹁経済対策﹂を
打ち出さざるをえなくなっ
た政治のツケのためです︒

27

第

29

命を最優先にする運動を

開かれる通常国会に提出・
審議されます︒財政は国民
の血税を使って景気を調整
したり所得を再分配したり
するもので︑国民の暮らし
への応援を最優先させるべ
きものです︒

JR

財政の ゆがみを 正し︑福祉
と国民の暮らしに予算を

22

37

20

主張

20

34

２０１８年度の取り組み
を総括する第 回定期総会
を 月 日に神戸市勤労会
館に於いて開催し︑所属す
る企業・組合に加え︑行政
や安全団体︑各労働組合の
代表者から来賓として挨拶
を頂きました︒
支部代表挨拶の中で河野
書記長は︑一昨年の年末か
ら年明けにかけて︑全港湾
の組合員４名が労災事故に
より殉職されている事︑被
災者は 代の若者が中心で
ある事を報告され︑パワハ
ラなどが社会問題となる中
で︑職場でのコミュニケー

15

34

19

11

作年末に安倍内閣が２０
２０年度の政府予算案を閣
議決定しました︒一般会計
の総額は１０２兆６５８０
億円となり︑過去最大を更
新しました︒ 年度補正予
算案と合わせると︑﹁ カ
月予算﹂の総額は一般会計
で１０６兆円に迫ります︒
安倍首相の政権復帰以来増
え続けてきた軍事費は︑過
去最大の５兆３１３３億円
となりました︒一方︑社会
保障費は高齢化などに伴う
自然増分を約１２００億円
カットする国民に冷たい予
算です︒
二つの予算案はまもなく
10

２０２０．１．１．ＮＯ．６３６号（３）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部

昨年の沖縄平和行
進で５日間の日程で
参加した古川部員か
らの報告では︑﹁日
本の米軍基地の ％
が沖縄に集中してい
ることに︑違和感を
覚えると共に︑平和
行進に際して︑多く
の関係者の協力・尽
力により参加できて
いることを実感した︒今回
の平和行進への参加は︑在
日米軍基地問題を考える貴
重な機会となり︑大変意味
のあるものとなりました﹂
と思いを述べました︒
次に︑第 回全国青年対
策交流会議では︑福島県い
わき市へ３日間の日程で参
加した篠崎部長と鈴木部員
の報告がありました︒鈴木
部員からは﹁１日目の分散
会で原発について必要か不
必要かを議論し︑その時は
まだ原発は必要だと感じて
いたが︑２日目の被災地の
フィールドワークに参加
し︑現地の悲惨な状況を目
70

の当たりにして︑原発を少
しずつ減らしていくべきだ
と考えが変わりました︒今
回参加して︑全国の青年が
もっと連帯し︑各地方ごと
に情報を共有し︑同じ目的
に向けて行動することが大
切だと感じた︒原発のこと
についてもわれわれが現地
で学んだことは︑各々が自
分の支部で勉強会を開き︑
知識を深めていかなければ
今後の原発ゼロという目標
も見えてこないのではない
でしょうか﹂と話し︑篠崎
部長からは︑フィールドワ
ークの際に撮影した被災地
の現状を映像を通して紹介

活動報告をする篠崎部長

６３５号の回答 「７」

た︒力の入り方が違いまし
た︒正直自分の中で青年部
の活動にそこまで意義を見
いだせていないのもありま
すが︑他支部での一丸とな
った活動を聞くとうらやま
しくもありました︒いま現
在︑青年部では人数を増や
そうという動きがありま
す︒阪神支部青年部が今後
一層盛り上がってゆくこと
を祈願し︑閉会のあいさつ
に代えさせていただきま
す﹂と切実な思いが述べら
れました︒
最後は︑﹁青年部組織拡
大団結ガンバロー﹂で︑総
会は閉会しました︒
また総会の感想として︑

【 問 題 】
日本語の問題です。
旧暦で毎月、月の初め１日を朔日（さくじつ・ついた
ち）と言い、月の最終日を晦日（みそか・つごもり）と言
います。年末１２月３１日は年の最終日なので大晦日とな
るわけです。
正月は何月何日から何月何日まででしょう？
され︑﹁関西は︑原発が近
くにないのでなかなか当事
者意識がないが︑福井県に
ある数多くの原発が事故を
起こした場合は被害を受け
る︒琵琶湖も被害を受け︑
二次被害三次被害に繋がる
可能性があり︑決して遠い
ところの話ではなく︑身近
な問題である﹂と事故が起
きた際の放射能の飛散量を
シミュレーションをした資
料とともに︑思いを述べま
した︒その後︑活動報告と
総括︑来期の方針を提案さ
れました︒
閉会で鈴木部員は﹁東北
地方の青年層との交流で感
じたのは﹃熱量の差﹄でし

分かるかな？

小山克典・簗瀬浩二・大村達也・相原 翼・中山正也（大運）

６３６号の締め切り日は、２月１０日（月）です。
ふるってご応募ください。

改めて当たり前のように過
ごしてる毎日は︑実は当た
り前ではなく︑青年層の内
に行動し学ばなけれならな
い事があるのではないかと
思いました︒
どんな団体や組織でも︑
青年に勢いがあり︑いかん
なく力を発揮しているとこ
ろは行き詰まりがないと思
い︑社会勉強や労働学習を
通して︑力を合わせていく
事を学び︑深め合うべきだ
と感じています︒
組合員として運動や団結
に繋げていくためにも︑青
年層の内に育むことに意義
があると感じました︒
青年部長
篠崎 謙悟

２０名の方から応募があり、全員が正解でした。
抽選の結果、以下５人の方にＱＵＯカードを進呈します。

第 回青年部総会
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井ノ元副委員長

12

40

28

目的を持ち一丸となって行動しよう！
支部来賓の挨拶では井ノ
元副委員長より﹁祇園精舎
の鐘の声諸行無常の響きあ
り﹂という平家物語の冒頭
の一節を紹介され︑﹁毎日
毎日︑同じことの繰り返し
で変化のないように感じる
けれど日々時間は流れてい
る︒必ず状況は刻々と変わ
ってきています︒ただただ
年を重ねていくよりも︑青
年のうちにしかできない活
動を今のうちに精一杯取り
組んでほしい︒何かに興味
をもち︑何かを見に行き︑
何かを学ぶと︑そこには確
実に違う世界が広がりま
す︒是非みなさんも︑頭が
柔らかい若い間に︑沢山の
事を見て沢山さんの事を学
んで頂きたいと思います︒
色々なイベントに家族も含
め︑参加協力して頂けたら
と思います﹂と︑激励され
ました︒
22

28

月５日︑第 回阪神支
部青年部総会をポートオア
シスで開催し︑阪神支部か
ら来賓１名︑青年部役員
名︑分会参加者 名︑総勢
名が参加しました︒
開会で福井副部長は︑
﹁お勤めでお疲れのとこ
ろ︑たくさんのご参加あり
がとうございます︒近頃︑
青年層 (歳まで の)人数に
対し︑青年部に参加して頂
いてる人数が非常に少な
く︑今後青年部のより良い
活動を継続して運営してい
くためにも︑少しでも興味
を持って頂けれたらと思い
ます﹂と挨拶されました︒

２０２０．１．１．ＮＯ．６３６号（４）

「歩み」
全港湾関西地方阪神支部
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