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相 互 扶 助の精 神！

527
２０１8.11. 29

荻
宮

山
野

市
勇

朗
馬

追い付いておらず︑本部の後

を考えていく必要もある︒

人ひとりに情報が届く仕組み

連合のボランティアのみなさ

４町が被害を受けたが︑ＪＲ

と交流レクリエーシ

ョンを！

古川 塁︵西バス地本︶

勢の組合未加入者がいると聞

●JR東労組脱退により︑
大

流できるレクリエーションなど

とで︑﹁被災地を身近に感じた﹂ いている︒そ ういった方々と交

ボランティアに参加するこ

JR東労組脱退者

押しをお願いしたい︒
また︑不妊治療検査休暇は
有給としていただきたい︒

未だに
﹁責任追及﹂
の風潮

﹁責任追及﹂
の風潮があると感

んから多くの元気をいただき

長谷川祥之︵和歌山地本︶

部のサポートをお願いする︒

戒ではあるが︑細かすぎる事

じる︒ヒューマンエラー非懲

伝えられるように学んだ︒本

西労組が求めてきたものであ

●駅の契約社員の廃止はＪＲ

を見直していただきたい︒
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●次代を担う若手の組合意識

実確認があるなど︑教育方法

が全員正社員になれるよう求
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るが︑まずは現在の契約社員
めていただきたい︒

﹁非常に良い経験になった﹂
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ることも検 討していただきた

様にバスフォーラムで交流を図

があったので紹介させていた

を 企 画 していただ き たい︒同
るのが当たり前だと思ってい

本

の地域で何かあれば参加して
る組合員が多く︑危機感を抱

い︒

本部青女の見解を伺いたい︒ の現在の雇用や労働条件があ

元気をいただいた
ボランティアの
みなさんに感謝！
●工務系職場では︑各種検査

いている︒本部青女として青

だく︒

支援したい﹂と前向きな発言

データなど電子データで管理

●広島地本エリアでは︑９市
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感じている﹂と続けた︒
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をお願いする︒

リエーションや学習会の企画
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ど︑対応を図った︒

議で組織学習会を開催するな
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女活動の意義を改めてお聞か

や証明書などの申請方法がわ

名が出席した︒冒頭︑新倉青年女性委員長が挨拶︒その

せいただきたい︒

新倉委員長は︑挨拶の中

な質疑がなされた︒その後︑活動方針など︑満場一致で採決され新体制が発足し︑第 回定期委員会が閉幕した︒

名︑委員

後︑来賓挨拶に続き︑活動経過報告︑活動方針案の提起が行われ︑１日目が終了︒２日目は全体質疑が行われ︑各
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からないなどの意見があるの
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るが︑民進党の離合 集散も政

全体 質疑

●一部の組合役員に負担がか

置するよう働きかけを︒

良い﹂と働きかけ︑脱退に至
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が異なる︒新在家派出所のエ
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間の交 流 を！
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事故を風化させない
取り 組みではなく︑
事故に学ぶ
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●青女としてもっと政治学習
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本の大阪は︑ユースプロジェ
●重大インシデント以降︑
台車

車両所間の交流がなく︑連携
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企業型保育所を
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感じることもあ

●西日本豪雨被害で︑みなさ

す働きかけをお願いする︒
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制度拡大を要請する︒

平成 年 月 日
︵金︶〜 日
︵土︶
︑ホテルグランヴィア岡山に於いて︑ＪＲ西労組中央本部青年女性委員会第

ボランティア︑カンパ活 動に 感 謝！

No.5

● 女 性 活 躍 推 進 法 の 施 行の
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●報告文化醸成と言いながら︑
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一方で︑設備の増設や改良が

30

労働組合はみんなのもの
だからみんなで参加しよう！

故に学ぶ取り組みが必要だと

形式にとらわれず
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頑 張ろう︒と 語
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ＪＲ西労組
中央本部青年女性委員会
第28回定期委員会

