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ストライキ支援など全国統一行動

月

分か

埼玉春闘共闘・埼労連は３
日（木）午後５時

春

人

場支部、さいたま地区労、Ｊ

が参加しました（国労大宮工

を実施し、全体で 団体

闘・全国統一行動の宣伝行動

れとして、大宮駅西口で

全国統一行動のとりくみの流

ら、前日の集中回答を受けた

30
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観音院の境内に

北春日部小渕山

らした甚大な被害、惨状を深

ち国民とアジア諸国民にもた

前、日本政府と軍部が、私た

石 碑 は「 歌 声 は 平 和 の ち か

自治労連、医労連、コープネ

員長、さいたま地区労・前島

ネットグループ労組・占部委

埼労連・新島議長、コープ

神々しく輝いている。凛とし

惨禍を再び許さない決意」は

の叫び、不戦の誓い、戦争の

９条の碑が持つ「平和希求

（春日部労連幹事

彩を放つ魅力がある。

時給１５００円を求める訴

げ・最低賃金の全国一律化と

し出しながら、詩情あふれる

音色が民主主義の大切さを醸

ている。ギター、ウクレレの

角田範夫）

＊紙面から＊

■ ３・10全国統一行動

（１面） ■ 春闘期の地域のとりくみ

（５面）

■ 埼玉県要請・昼休みデモ

（２面） ■ 春闘期の地域のとりくみ

（６面）

■ ３・10全国統一行動

（４面） ■ 埼労共のページ

（８面）

年

建立。建設費を

く反省して作られて憲法９条

への怒りが湧きあがる。

寄付した４３４

は「 決 し て 戦 争 を 起 こ さ な

９条の碑は、

団体の名

い」平和外交と崇高な人道主

名と

前が刻まれ、石

春日部憲法９条の碑は、全

義を世界に発信している。
もに憲法の前文

国 番目の建立となる。この

碑には９条とと

が彫られ、碑の
前には、「平和の碑」と刻印

ットグループ労組、全労連・

議長、国労大宮工場支部・泉

て立つ９条の碑の前に、毎月

り、春日部市内外の平和運動

全 国 一 般、 建 交 労、 埼 玉 土

田委員長、埼玉医労連・清宮

９日の午前には、十数名の市

大宮駅西口での宣伝

のシンボルとしてますます光

建、 県 国 公、 新 婦 人、 埼 労

書記次長、ＪＭＩＴＵ・泉田

民が「平和のつどい」の幕を

連）。

委員長、埼高教・小澤委員長

掲げ、平和、人権、生命を大

え、コロナ禍においていのち

歌声と演奏にその場の人は心

事侵攻の報に、プーチン政権

ロシアのウクライナへの軍

と暮らしを守る活動、憲法を

訴えを行いました。

のウクライナ侵攻を糾弾する

が洗われる。

22

守り生かす取り組み、ロシア

ぞれ、

が順番でマイクを握り、それ

が立っている。

ら」を支えるエネルギーとな

 春日部 ９条の碑

された９の字のモニュメント

わが地域自慢

切にする歌声を境内に響かせ

ストライキ行動（全日赤さいたま）
春闘での賃金引き上

ＭＩＴＵ、埼教組、埼高教、
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（1） 第 550 号

２・

地域総行動

埼玉県への要請行動と昼休みデモ
請すること。女性・非正規雇用労

こと。国に医療機関への支援を要

の取り組みとして、埼玉県に対し
働者にコロナでの影響が強く出て

埼労連は「２・ 地域総行動」

て 春闘期における県への要請書
いることから、労働相談窓口のい
っそうの充実をはかること。埼玉

日に提出しました。

今回はコロナ禍での『まん延防
県として労働者支援策を実施する

を２ 月

止等重点措置』期間中ということ

主催の２０２２働くなかまの春を

非正規部会、労働法制埼玉連絡会

埼玉春闘共闘、埼労連女性部・

要求討議であることを話されまし

で勝ち取った成果もあり、カギは

合に様々な権利があり、権利行使

働条件を改善するためには労働組

宣伝でウクライナ侵攻に抗議
はたらく仲間の春をよぶつどい

よぶつどいが２月 日（日）午後
１時

分から埼玉会館７Ｂ会議室

判の経験から労働組合に対するエ

た。これまで関わってきた労働裁

つどい終了後は、浦和駅東口で

ールを送られました。

人、

人（会場

回線）が参加しまし

で開催され、約
オンライン
た。

前半は労働法制の充実を求め、後

こと。②正規職員・非正規職員及

雇用雇い止め問題で理研労組、偽

半はロシアのウクライナ侵攻に抗

もあり、懇談は行わずに要請書の

人が参加し、
県要請後の筆休みには、県庁前

装請負解雇撤回問題で全労連・埼

議するアピールを行いました。

宣伝行動を実施。

働者について、雇用の安定と人間

から浦和駅西口までの昼デモを行

玉ユニオン（ＳＵ）、ハラスメン

はじめに事例報告があり、有期

らしく生活できる賃金・労働条件

い、県庁近辺の労働組合から役員

ト問題で埼玉医労連から発言があ

た。

要求の項目は、①県内の保健所

を保障するよう、模範的な雇用主

や書記のみなさん、埼労連と協力

び委託化・外部化された職場の労

を増やし、医師・看護師を増やす

としての役割を果たすこと。③外

りました。続いて首都圏青年ユニ

オンから栗原副委員長に参加して

・共同をしている諸団体の代表な
人が参加しました。

もらい、「シフト制労働の実態と
・新島議長が

検討組織を設置し、埼労連とも話

公契約条例制定に向けた庁内での

元中小企業支援を強めること。④

に「いのちまもれ」「最賃時給は

旗、プラスターなどを手に、市民

ールだけにして、参加者はのぼり

デモは埼労連宣伝カーからのコ

にふれ、法制度の改善には労働者

備されている背景と不十分な実態

笹山さんは、労働保護制度が整

法律事務所）が「雇用と賃金、働

休憩後は笹山尚人弁護士（東京

をしてもらいました。

昼デモの出発にあたり、埼労連

野については、外部委託を行わな

る情勢などにふれ、労働者・国民

でも県民の命と暮らしに関わる分

いこと。また「安ければよい」と

の世論と運動を広げようと訴えま

規制の展望」をテーマに特別報告

いう入札のあり方を改めること

した。

春闘や憲法をめぐ

や、独自の産業政策をもつなど地

し合いの場をつくること。⑤県民

１５００円に」などをアピールし

のたたかいが必要であること、労

演。

き方をどう守る？」をテーマに講

の暮らしを支える職員を適切に増

ました。
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員すること。の５項目を求めまし

埼玉会館にて

部委託に頼らず、県が責任をもっ

浦和駅までパレード
ど

提出と担当者への趣旨説明のみと

41
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要請書を提出

50

しました。
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て県民サービスを行うこと。なか
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域労連・地区労、埼労連からの支

ープネットグループ労組委員長）
が参加、大東工業埼玉分会に前島
副議長（さいたま地区労議長）、
野木町の日信工業支部に新島議長
がそれぞれ参加して激励と連帯の

し、ストライキの激励と経営陣へ
の訴えをしました。

埼労連からは、芝浦電子支部に

新島議長、日信工業支部、東京セ

キスイハイム支部、東鋼業支部に

は加藤幹事が参加し、それぞれあ

春闘

いさつや要請を行っています。

ＪＭＩＴＵ埼玉地本では

での大幅賃上げ実現に向けて３月

日に、決起集会も予定していま
す。

やっていた。労働組合にはお世話

員要請をしました。今回は、昨年

最賃制度への賛同を求める国会議

埼労連は３月３日に、全国一律

仕事をしている。いろいろ勉強さ

「今、務台議員の下（環境省）で

く、 自 民 党 議 員 の 秘 書 か ら も

など、どの議員の秘書も対応が良

になった」と好意的に話してくる

の総選挙で入れ替わった埼玉選出

せてもらいます」など、国政のな

項目を「全国一律最低賃金制度を

ことを実感できました。

かでも最賃の課題が広まっている

スイハイム支部、東鋼業支部が経

般から全体で８人が参加し、４班

ープネットグループ労組、全国一

当日は、埼高教、埼玉土建、コ

新たな紹介議員も獲得することが

議員になります」と連絡が入り、

関東・立民）の事務所から「紹介

後日、坂本祐之輔議員（比例北

営者要請行動、日信工業支部は先

でき、全体として取り組みへの確

応しましたが、維新の会の秘書か

要請行動では、すべて秘書が対

回会えなかった議員や参議院議員

信を持てる行動となりました。今
限ストライキ行動を行い、 日同
様にＪＭＩＴＵ各支部の仲間と、

への要請も行っていきます。

分の時

に分かれて要請を行いました。

ってもらうことに絞りました。

求める請願署名」の紹介議員にな

の衆議院議員

人を対象に、要請

国会議員へ要請

芝浦電子支部（17日）

４つの職場がストライキ
ＪＭＩＴＵスト支援行動
ＪＭＩＴＵ埼玉地本は、３月

日（木）の 春闘全国統一行動に

合わせて、ストライキに決起し、

４つの職場のリレーストライキ支

援 行 動（ 第 １ 次 ） を 展 開 し ま し

た。
八潮市の東鋼業支部、蓮田市の

東京セキスイハイム支部、さいた
ま市の大東工業埼玉分会、栃木県

野木町の日信工業支部が、前日９
日の回答が不十分だとして時限ス
トライキなどに決起し、最賃Ｔシ
援を受けました。

あいさつをしました。

22

10

ャツを着たＪＭＩＴＵの仲間や地

埼労連は東鋼業支部と東京セキ

支援行動終了後は、大宮駅の宣

日（木）にも第

伝に合流し、労働者の厳しい実態
を訴えました。
また、翌週の

25

ら「自分は前に大野知事の秘書を

週に続いて２回目となる

なる芝浦電子支部の他、東京セキ

24
地 域 労 連・ 地 区 労 の 仲 間 が 参 加

90

10

スイハイム支部に占部副議長（コ

日信工業支部（10日）
２次支援行動を行い、久しぶりと

17

22

東鋼業支部（ 日）
10

大東工業埼玉分会（10日）
東京セキスイハイム支部（10日）
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民間単産がストライキなど実施
３・ 全国統一行動
く求めていたベースアップについ
ては歯科医師と歯科衛生士にベー
スアップ回答があっただけなの

医労連・埼玉民医労
３月９日（水）の全国一斉回答
で、回答上積みを求めてストライ

ストライキ集会では、小野委員

キを実施しました。

日、埼

引き出しを受けて、３月

玉医労連の職場ではストライキを

含む行動に決起しました。
長が回答内容を説明しました。ス
ト支援に参加した埼労連・北村副

埼玉民医労では川口市の埼玉協

同病院の職場で、ベースアップな

ペンをつけて働きました。

建交労

年春闘勝利と魅力あるトラッ

日

ク産業をめざして、建交労の東京

と埼玉トラック部会は３月

（日）、３年ぶりにトラックパレ

ードを実施しました。

コロナ禍ということもあり、台

数 と 人 数 を 絞 っ て、 ト ラ ッ ク

台、 埼 労 連 宣 伝 カ ー を 含 め て ３

台、乗用車３台が、葛西トラック

ターミナルに集合しました。

春闘に勝利しよ

ら永代橋、鍛冶橋、数寄屋橋、銀

座を経て新橋、浜離宮までパレー
こぐま保育園分会では、保護者

ドを行い沿道の都民にアピールし

各車両に、「

玉医労連書記長、年金者組合川口

う！」「長時間労働を改善し過労

春闘情報

に向けてアピール展示と、組合員

ました。

春闘は、ＪＭＩＴＵがストラ

日現在）を行い、妥結に向けて交

イキなど２回の支援行動（３月

会あいさつをした後、中央本部・

渉を継続。建交労は首都圏運輸が

日の交渉で妥結。医労連は埼玉

民医労などが交渉を継続していま

す。

動ニュースや交渉結果などの情報

春闘でのとりくみについて、活

長が決意表明、鈴木事務局長から

しましょう。

生活改善めざして最後まで奮闘

を埼労連に寄せてください。

た後、葛西トラックターミナルか

「団結頑張ろう」で集会を終了し

スローガンと行動提起が行われ、

その後、埼玉トラック奥貫部会

た。

務局次長からあいさつを受けまし

局次長、首都圏交運共闘・舞弓事

角田委員長や東京地評・屋代事務

東京トラック矢島副部会長が開

集会を開催しました。

の横断幕を貼り付けたあと、決起

大幅賃上げを実現しよう！」など

支部からの激励あいさつを受け、
老健支部から介護職員、協同病院
から看護師、本部から事務職の３
人が職場の状況を発言しました。
最後に、４月の交渉に向け、職場
討議と支部交渉の開催など今後の
提起をしました。

福祉保育労
福祉保育労埼玉県本部は、各職
場が３月 日（木）の全国統一行
動にとりくんだ職場の行動を集約
しています。
現場の実情に合わせた工夫した

人の組合員が１日ワッ

取り組みが行われ、こばと保育園
分会では

こぐま保育園

ました。

議長（埼教組委員長）、藤田・埼

22

死なくそう！」「適正運賃収受し

こばと保育園
人が１日ワッペンをつけて働き

どを求めて午前８時 分から１時
間のストライキ行動に決起、３支

部 人が参加しました。民医労で
は、コロナ対策などでの特別慰労

13

15

10

金回答がありましたが、組合が強

建交労トラックパレード

22

22

16

35

22

10
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埼玉協同病院
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２・

を中心とした

き日本共産党市議、前島英男地区

う」とあいさつ、各団体や来賓の

久保市議は市政報告を兼ね、前

検温・消毒対策のための要員確保

内だけでなく地域からの参加も得

島議長は春闘情勢を中心にふれな

閉会後は、寒風のなかデモ行進

日本共産党市議・立憲民主党市議

て、仕事と暮らしに関わっての憲

がら話しました。続くメッセージ

に出発。「どこでも、だれでも暮

労議長）がありました。

の講師は、憲法学者・東京都立大
法の大切さを学ぶことができまし

紹介（国民春闘埼玉県共闘会議、

らしていける賃金を求めよう」

などの苦労もありましたが、組織

学の法学部教授でニュース番組な

た。行田地区労でも２０２２春闘

日本共産党国会議員団）のあと、

「憲法改悪を狙う岸田政権は許さ

れないこと、憲法にもとづく労働

最 後 に ア ピ ー ル（ 案 ） 提 案 を

ピール。今年も飛沫感染を防止す

日（木）午後７時から加須

参加者からは「集まって開催す

持ち行進しました。

ンスのみ行い、旗やプラカードを

ルは行わず、宣伝カーでのアナウ

るため、行進者のシュプレヒコー

２月

ることができてよかった」などの
市・千方神社で２・

行動を開催し、新型コロナウイル

ス感染防止対策を行いながら集会

とデモ行進を行いました。加須市

内の５団体（埼玉土建・年金者組

人が参加しました。

合・新婦人・生健会・医療生協）
から

集会で岩崎加須労連議長が「最

感想が寄せられました。

加須地域総

加須労連は実行委員会を組み、

加須労連

し、参加者全体で確認しました。

あいさつがありました。

・社会民主党加須総支部代表から

どでもコメンテーターとして出演

勝利と合わせて、夏の参院選勝利

参加団体のリレートークがあり、

各地域のとりくみ

行田地区労は２月 日（木）夜
されている木村草太さんです。講

をめざした取り組みをすすめてい

に２０２２春闘の結節点として、
演は、日本国憲法の社会保障と女

ない」「国は医療・検査体制を整

地域総行動に取り組みました。

各団体の要求や状況報告がされま

性の権利条項の草案に関わったベ
きます。

自民党・公明党の与党だけでな

備しろ」「原発はなくそう」とア

を切り口に経済的自由だけでは社

生存権と労働問題」の学習会を行

用者の課題があることなどが語ら

法の一方で増加している非正規雇

人が参加しました。

田市「みらい・文化ホール」で開
催し、
れました。

後半の自民党の改憲案では、①

行田地区労での地域総行動はこ
れまで、各界の識者を講師に招い

さいたま地区労の地域総行動は

さいたま地区労

した。

どの一部野党も憲法改悪にすり寄
会的・経済的弱者の生存権が守ら

アテ・シロタ・ゴードンさんの話

るなかで、「日本国憲法に基づく

く、日本維新の会や国民民主党な

17

行田地区労

24

自衛隊明記、②緊急事態、③合区
解消、④教育充実の４項目にわた
って説明がありました。とくに自
衛隊明記に関しては、「これまで
自民党は『自衛隊は合憲』として
きた。違憲性をなくすために改憲

日（土）の桜区集会から始

低賃金全国一律１５００円以上の

２月

まりました。桜区では、土合公民

実現、社会保障及び教育の拡充、

なら自民党自身のこれまでの立場
と矛盾する」と自民党の改憲論理

館講座室で７団体 人が参加して

憲法９条改憲反対、消費税率５％

への引き下げなど、引き続き要求

行われました。
集会は、まず実行委員長あいさ

実現に向けて行動していきましょ

今回の学習会は、コロナ禍のま
ん延防止中ということで当初予定

つを受け、来賓あいさつ（久保み

加須労連（パレード）

24

した会場から広い会場への変更や

25

54

た学習会を行ってきました。今回

行田地区労（学習会）

24

73

さいたま地区労（桜区）

の矛盾を指摘されました。

19
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２・ を中心とした
らも実施されることが判明。春闘
は労働者の要求が実現されること

交流集会では春闘要求書づくりが

こそが中心の課題なので、今回の

師に、「コロナ危機と新自由主義

ました。

春日部労連と参加者の確信になり

年に

そして憲法」をテーマに話しても

各地域のとりくみ

春日部労連
らいました。日本の賃金が

「労働者の怒りはどこにあるの

日（ 水・
わたって上がらず、イタリア・フ

か、暮らしのなかにきっとある」

春日部労連は２月

ランスが２倍も上がっているこ

「労働者の怒りを共有し、怒りを

時からホスト会場の埼

葛教育会館と各労組をオンライン
と、働く者の賃金が上がらないど

祝）午前

春闘勝利組合交流集

でつなぎ、

決意を新たにした集会でした。リ

要求に変える春闘に頑張ろう」と

会を開催しました。
埼葛教育会館の会場は予定した

ないことが必要であり、そのため

に 学 び あ い 議 論 し、 世 論 を 広 げ

る、暮らしに引き寄せた憲法議論

が必要と訴えました。

集会の最後に、集会アピールが

提案され、団結ガンバローで閉会

しました。

所沢地区労

所沢地区労は、２・ 地域総行

動を延期せざるをえませんでした

日

メインの学習会は、労働者教育

（木）の春闘全国統一行動日に合

現役世代の関係を入り口に、資本

ようと訴えました。

さと、最賃時給は１５００円にし

春闘の山場である３月

モート参加だったので、コープネ

協会常任理事の原冨悟さんを講師

わせて所沢駅前での宣伝行動を実

主義社会の仕組みをわかりやすく

参加は５団体

が、
ットグループ労組の仲間や、初め

に招き、「日本国憲法が生きる安

施しました。

係で延期し、
っしょに実施することとなりまし

判でした。

て春日部労連の学習会に参加して

心社会へ」をテーマに日本社会の

市川議長が最賃Ｔシャツを着て

椅子や資料もなくなり、予想以上

部では各労組の要求実現にこだわ

くれた医労連の若者など、参加と

問題点を学習しました。原冨さん

春闘での賃金引き上げ交渉の大切

地域総行動で春日

り、参加組合数にこだわった行動

いう点でも集会の貴重な成果とし

は、年金・健保問題での高齢者と

今年の２・

に向けた事前学習会がコロナの関

にしようと奮闘しました。その反

て今後に生かしていきます。

た。
自由法曹団の柳重雄弁護士を講

解説し、日本社会が、低賃金によ

困っている人を助ける社会保障の

提出しましたが、打ち合わせの段

可能なところから要求書にまとめ

要求書に公契約や小中学校の統廃

前行動として各自治体へ埼労連の

わず、集会のみとなりました。事

コロナ感染対策でデモ行進は行

かすためには、今度の参院選で改

しました。そして、憲法を守り活

結びつける必要があることを強調

保障要求が必要で政治と暮らしを

要求にもとづく賃金・雇用・社会

人で、元気な宣

上尾桶川伊奈地域総行動は２月

伝ができました。
文化センター小ホールで開催さ

最低保障も問題が多いこと、生活

階で、住宅リフォーム助成制度は

合問題など地域要求も盛り込んで

憲勢力に３分の２の議席を取らせ

22

く要求をつくろうと、第１に挙げ
たのは住宅リフォーム助成制度の

って格差・貧困が拡大しており、

22
日（木）午後６時 分から上尾

人が参加しました。

実施、そのほかケア労働者らへの
賃金引き上げ、小中学校のトイレ

れ、

４月から実施することがわかり、

要請行動も行いました。

円への引き上げなどでした。実現

の改善、最低賃金を時給１５００

30
ケア労働者への手当も不十分なが

55

の盛会でした。今回は地域総行動

日の交流集会とい

映が、自治体に向けた春闘要求書

上尾文化センター（ＡＯＩ労連）

でした。加盟組合の総意にもとづ

やすく、とても参考になったと評

ころか下がる一方の日本。わかり

23

ＡＯＩ労連

オンラインで決起集会（春日部）

10

所沢駅宣伝

24

23

24

24

24

22

11

24

第 550 号 （6）
（第三種郵便物認可）

連
労
埼
2022 年４月１日

２・ を中心とした

朝霞４市地域総行動市民集会が

ウクライナ侵攻、自公政権が企む

で「春闘闘争に奮闘し、ロシアの

を理由にした賃金抑え込みや雇い

役所前で通勤職員に向け「コロナ

鴻巣地域では、当日早朝から市

東武バス労組では、憲法署名や

した。

農業委員会事務局にも足を運びま

加市役所広聴相談課へ出向き、市

た。また、自治体要求書提出で草

憲法改悪の策動を阻止するために

止めは不当です。労働組合とご一

最賃署名のほか、市に対してのイ

た。

仲間と一緒に考えて仲間を増やし
みなさんのご協力を」と訴えて終

緒に声をあげましょう」と訴えま

上薗事務局長が閉会のあいさつ

組合や地域運動を豊かにしていこ
了しました。

ンボイス導入反対と消費税ゼロの

続いてＮＰＯ法人医療制度研究

した。その後、市内の３駅などで

日（木）夜、地区労事務所

請願運動を紹介しました。東武バ

２月

「大企業の内部留保をはき出させ

ス労組の方は「草加、八潮、三郷

鴻北労連

て、賃上げと地域経済の活性化を

の営業所から約１００人が三郷地

事務所、新座市職員組合事務所、

所副理事長の本田宏先生を講師に

求めましょう」などの宣伝を行い

域メーデーに参加している」など

をメイン会場に、サブ会場の土建

「コロナ禍の今、景気回復には大

ました。

療体制の拡充を！」「国民春闘で

草加八潮地区労は２月３日

の話を聞けました。クレシア日本

「賃上げ要求はしています」など

鴻北労連は、２月 日（木）、

はなぜ弱体化したのか、再生は可

幅賃上げが必要です！」「いのち

招いた学習会です。「日本の医療

能なのか、新型コロナで明らかに

新座支部事務所、土建朝志和支部

和光中央公民館と個人のＺｏｏｍ
なった医療・社会保障崩壊」をテ
ーマに、本田先生は「日本の医療

共 同 を 広 げ、 要 求 を 勝 ち 取 ろ う

（木）に、地域総行動に向けて中

団体

加しました。主催者を代表して小
制度や社会保障がいかに諸外国と

！」などを掲げて、鴻巣市実行委

をつなぎ、全体で

野副実行委員長が「埼労連の方針

比べて脆弱であり、そのことを政

てきました。地区労役員のほか、

い、改憲阻止署名などの依頼をし

できたほか、市内の企業をめぐる

と懇談ができ、最賃署名の要請が

草加市商工会議所では専務理事

憲法署名の要請ができました。

民商や新婦人の役員など６人が参

話が聞けました。草加八潮医師会

ビタミン労組、クレシア日本製紙

武バス労組、石福金属労組、理研

加市商工会議所、八潮商工会、東

谷塚支店、ハローワーク草加、草

れ、ＪＡの新田支店、草加支店、

内チームと八潮市内チームに分か

れました。

態」などの深刻な現状を伝えてく

状況。これ以上の対応は無理な状

ロナ患者が押しかけざるをえない

と連絡が取れず、地域の医院へコ

の対応について、「住民が保健所

が、コロナ・オミクロン株感染へ

当日は午前９時 分から草加市

労組、草加八潮医師会を訪ねまし

は事務局長が対応してくれました

加しました。

などを訪問し、市民集会へのお誘

は 労 組 委 員 長 が 対 応 し て く れ、

で、まず学び本質をつかみ、１人

民にうその情報を提供している」
と話され、コロナ禍で、日本の医
療制度が抱える問題点についてわ
かりやすくユーモアをまじえて講
演していただきました。
地域から報告では、朝霞地域か
ら埼玉土建のアスベスト闘争につ
いて、志木地域からは、国道２５
４号バイパスのその後について、
和光地域からは、理研の雇い止め
についての闘いの報告、新座地域
からは、新座市の財政問題につい
て報告がありました。

30

だけで頑張らない対話をしながら

今年もオンラインで

鴻巣市内で宣伝

製紙労組も委員長が対応、最賃や

24

立労組や連合労組、商工会やＪＡ

98

員会が市内宣伝行動を行いまし

21

府やマスコミは巧みな手法で、国

の話を聞きました。石福金属労組

人が参

と暮らしを守るため、ただちに医
草加八潮地区労

24

う」とあいさつしました。

各地域のとりくみ

24
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学んでみよう
釈改憲」という前例のない政治的

らない虚偽による不正行為によっ

手法、しかも、それは法解釈です

＝書籍の紹介＝

わが青春つきるとも

４月の上映案内

４月の上映はジョニー・デップ

製作・主演。水俣病を世界に知ら

し め た 写 真 集「 Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｍ Ａ Ｔ

て実現されるに至りました。
そして平和憲法を死守する決意

Ａ」を題材に描いた伝記ドラマで

１．「社会保障運動入門 人間ら

人間としての生き方を正面から問

す。

しく生きるために―」
みんなが安心して生きていける
うていく闘いと位置づけ、２０１

②

時〜

埼玉会館小ホール
① 時〜

各回とも 分前に開場・全席自
由席で先着順となります。
前売り券をご希望の方は、埼労

時 分
分

時 分

小ホール

埼労共の入場整理券を利用する

と９００円でご覧いただけます。

８２２

日（水）

年間の軌跡〜」を

協力をお願いします。

引き続きフードバンク活動への

予定しています。

師・中村哲の

「荒野に希望の灯をともす〜医

５月は、

７４２８

問合せは、埼玉映文協

分〜
時

分〜

埼玉会館

【予告】

役にジョニー・デップ。日本から

時〜

時

４月 日（火）

０４８

場所

③ 時

②

①

日時

真田広之らが参加しています。

主演に写真家ユージン・スミス

ような条件、社会環境をつくって

５月９日（月）の上映会の前売

６年４月の東京を皮切りに 件の

れています。この訴訟には伊須先

り券販売が始まりました。

いくための活動をすすめていくの
訴訟が提起されたことからはじま

ついて、意義と到達点・司法に何

に大いに参考となる一冊です。５

章 ）、 制 度（ ２ 章 ）、 理 念（ ３
を問うているか・判決の評価・戦

りました「安保法制違憲訴訟」に

章）、運動（４章・５章）でまと
後の平和訴訟の歩みについて記さ

障研究部会と埼労連元議長の原冨

生や小内先生も常任的立場で関わ

連まで（担当・山﨑）

埼労連の３月のフードバンク活

今回はＳＵなどから、カップラ

－

章立てで社会保障運動の大枠（１

められています。労働総研社会保

さんが編著されています。
っています。

１ ３ ２ ０ 円 → １ ０ ０ ０ 円（ 税
込）

組合員とその家族については、
フードバンク
一般１３００円、学生１１００円
第 便
のところ９００円で販売します。

【その他の県内上映会情報】
日（土）・川口、

動は、３月４日（金）、フードバ

決定：４月

５月４日（水・祝）・草加、５月

ンク埼玉運営協議会にフードバン

ク第 便を届けました。

７日（土）・行田
日（木・祝）・熊
日（日）・狭山、９月

予定：８月
谷、８月

お菓子、お茶、飲料水、缶詰など

ーメン、インスタントラーメン、
＊県内でご覧の場合、組合員とそ

が提供され、全体で６キログラム

日（土）・上尾

の家族に限り、前売料金が９００

25

25

※数量限定で取り扱っています

26

20 50 12

70

１３２０円（税込）

２．「安保法制違憲訴訟 私たち

日の未明に強

は戦争を許さない」
２０１５年９月

行採決で成立された新安保法制
は、戦争への道を切り開く憲法９

18 14 10

70

になりました。

フードバンク第70便

18

23

11

35

20

20

30

15
30

30

14

条の実質的改定が内閣による「解

埼労共
コーナー

14

円を超えた差額を助成します。

24

19

－
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