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　12月24日、三重県の障がい者雇用を推進する新たな取り組みとして、三重県
総合文化センター内フレンテみえにオープンをします。
　これまで連合三重は、労働界の代表として三重県や関係団体と何度も議論を
重ね、障がい者が一般就労に向けてステップアップできる実践的訓練の設立に
向け取り組みを進めてきました。今後、ステップアップカフェ「Cotti菜（こっちな）」をより多くの方にご利用いただき、
障がい者が働くことへの理解を深めていただくようお願いします。

12 ステップアップカフェ
　「Cotti菜（こっちな）」が24
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労働者保護ルール改悪阻止

愛知県へ

三重県を
縦断し

奈良県
から

愛知県へ

三重県を
縦断し

11/23
津

11/22
四日市

　宇治山田駅前で「労働者派遣法の改悪！生涯派遣で低賃金
に反対！」などと力強く訴えました。

　連合三重からのタスキを、街宣車とともに鳥羽から
フェリーに乗って連合愛知へ引き継ぎました。

　連合奈良、小山会長から、タスキを受け取りました。連合三重
でも、全国の仲間の思いを胸に3日間全力で県内をアピールする
ことを約束しました。 　桑名駅前にて「労働者保護ルール改悪はゆるさない！！」と訴えました。

▲三泗地協の
　自転車隊

ユニオニオンも
近鉄四日市駅前
でアピール活動

◀

▲亀山市関宿にて

▲伊良湖フェリーターミナルにて藤森事務局長（連合三重）（左）
　三島事務局長（連合愛知）（右）

　亀山地協では東海道四十七番目の宿場町、約1.8kmの関宿をアピール
ウォーキング。地元国会議員と共に観光客や商店街のみなさんにチラシを
配り訴えました。

　松阪駅ＪＲ側前で集
会を行った後、駅前通
りをユニオニオンと練
り歩きました。

　アピタ伊賀上野店前で街宣を行った後、上野市駅前から
銀座通りを歩いてアピールを行いました。

　本田技研労働組合鈴鹿支部に立ち寄り、伊賀地協から鈴鹿地協にタス
キの引き渡しを行いました。その後、白子駅前にて国会議員、地元県・市議
会議員と世論喚起を行いました。

　津駅前と、津市久居ミヤタスポーツ前で、
集会を行い、労働者保護ルールの規制緩和に
ストップをかけようと道行く人に広くアピール
しました。
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紀北地協、紀南地協においても、別途街宣車で市民アピールを行っていただきました。ご協力ありがとうございました。

　連合が「ＳＴＯＰ ＴＨＥ 格差社会！暮らしの底上げ実現キャンペーン第3弾」の取り組みの一環である「全国横断アピールリレー」
は、9月25日に連合北海道（東コース）と連合沖縄（西コース）をスタートし、全国４７都道府県でタスキをつなぎました。
　連合三重は、11月22日～24日の3日間、10地協が協力の下、「労働者保護ルールの改悪はな～、絶対ゆるさへんにぃ～」や
生涯派遣で低賃金を払拭するでござる」を統一のスローガンとして、県下各地で切れ間なく改悪反対を訴え続けました。
ご協力ありがとうございました。

　連合が「ＳＴＯＰ ＴＨＥ 格差社会！暮らしの底上げ実現キャンペーン第3弾」の取り組みの一環である「全国横断アピールリレー」
は、9月25日に連合北海道（東コース）と連合沖縄（西コース）をスタートし、全国４７都道府県でタスキをつなぎました。
　連合三重は、11月22日～24日の3日間、10地協が協力の下、「労働者保護ルールの改悪はな～、絶対ゆるさへんにぃ～」や
生涯派遣で低賃金を払拭するでござる」を統一のスローガンとして、県下各地で切れ間なく改悪反対を訴え続けました。
ご協力ありがとうございました。

連合本部が、「労働者保護ルール改悪阻止！働く者・生活者のための政治勢力拡大をめざそう！
１２．５全国統一集会」を開催し、東西コース代表がゴールを果たしました。12月5日ゴール！

全国47都道府県をめぐる
　メッセージリレー in 三重！

今こそ全国各地が一
丸となる時！
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三重私立学校教職員組合・暁学園職員組合の加盟
連合三重に新たな産別・単組が加わりました。

加盟経過
⑴2014/10/7(火)　
暁学園職員組合臨時大会において、日本教職員組合・日本
私立学校教職員組合への加盟決定
⑵2014/11/1(土)　
日本私立学校教職員組合　第4回中央執行委員会で加
盟を承認
⑶2014/11/27(木)　
連合三重第15回執行委員会で新たな産別として、「三重
私立学校教職員組合」(略称：三重私教組)を承認し、その
加盟単組として、暁学園職員組合の加盟を承認

連合・日本私立学校教職員組合に加盟したことについて
　昨年度は理事会に対して、やっと定期昇給制度（H24年度ベース）を勝ち取ることが出来ましたが、今年度も労使協議会
での態度や発言は、全く誠実さを感じることができず正常な状態ではありませんでした。
　そこで、上部団体に加盟し共同交渉することで、労使協議会の正常化を進めていけるのではないかと判断いたしました。
　連合の組合の皆さん、どうぞ、よろしくお願いします。

名　　称　「三重私立学校教職員組合」（略称：三重私教組）
住　　所　〒512-8538 三重県四日市市萱生町238暁学園職員組合内 TEL059-337-1213 FAX059-337-2067
代 表 者　執行委員長　小川　清孝　　組合員数　４３名

※産別の事務局として暁学園職員組合が担い、現行１組合のみの活動
　になります。

左から　坂本有美子書記局長（暁職組）　泉教信書記長（日私教）　
小川清孝執行委員長（暁職組）　吉川秀治副会長（連合三重）　
岩崎希財政局長（暁職組）

執行委員長  小川 清孝

学校法人　暁学園の紹介
　学校法人暁学園は、第2次世界大戦が終結して間もない
頃、「文化国家の建設は次代を担う国民の教育の振興にあ
り」との信念の下に宗村佐信先生が初代理事長として三重
県四日市市に創立されました。
＜沿革＞
1946年　　暁幼稚園開園、暁女子専門学校開校
1948年　　暁小学校、暁中学校開校
1949年　　暁高等学校（全日制、定時制）開校
1950年　　暁学園短期大学開校
1983年　　暁中学校・高等学校（６年制）開校
1988年　　四日市大学開学
2007年　　四日市看護医療大学開学

※平成26年5月1日現在、在籍者総数は3,806人となっています。

暁学園職員組合の活動
　暁学園職員組合は、暁学園の発展のため1973年2月に
結成しました。現在は幼稚園ブロック、小学校ブロック、中学
校・高等学校（6年制）ブロック、高等学校（3年制）ブロック、
事務ブロックの専任教職員で構成しています。
＜活動の柱＞
１．生活を守るための賃金の獲得　　　　
２．労働条件の整備・改善
３．組織体制と研修の充実　　　　　　　
４．情宣活動の強化
５．将来構想に対する意見交換や要望

組 織

格差是正！

2015春季生活闘争

http://www.jtuc-rengo.or.jp

賃上げで景気の底支えを！
「休み方」「働き方」改革で

長時間労働撲滅！

賃上げで景気の底支えを！
「休み方」「働き方」改革で

長時間労働撲滅！
つくろう！ はいろう！

労働組合
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三重県労福協
豊かで、公正な社会づくりをめざして。

〒514－0004　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－2855
ＦＡＸ　059－229－4433
ホームページ　http://www.mie-rofkyo.jp

私たちは、日本でただひとつ。はたらく人のための生活応援バンクです。

〒514－0003　津市桜橋2丁目126番地
ＴＥＬ　059－224－0336
ＦＡＸ　059－224－4819
ホームページ　http://tokai.rokin.or.jp

全労済は、共済事業をとおして「労働者福祉運動」をサポートします。

〒514－0004　津市栄町4－259－1
ＴＥＬ　059－227－6167
ＦＡＸ　059－225－5069
ホームページ　http://www.zenrosai.coop

理想の住まいづくりをカタチにする暮らしのパートナー。

〒514－8540　津市栄町1丁目891
三重県勤労者福祉会館内
ＴＥＬ　059－225－0851
ＦＡＸ　059－225－0337
ホームページ　http://www.mie-jsk.or.jp/

保障のことなら

安心社会づくりに向けた福祉活動に、各種団体と連携して取り組みます

新春旗びらき

連合白書学習会

連帯活動担当者会議

地方連合会事務局長会議

春季生活闘争地方連合会担当者会議

広報・教育担当者会議

三重大学提供講座

主な今後のスケジュール
1月7日

1月7日

1月9日

1月14日

1月15日

1月16日

1月19日

女性リーダー養成講座基礎編

三重大学提供講座　公開討論

三役会議、政治センター、

子ども子育て政策担当者会議

非正規センター担当者会議
官公部門連絡会代表者説明会

地域協議会新任専従者会議

1月23日

1月26日

1月27日

1月28日

1月29日

●連

●本

●本

●本

●本

●本

●連

●本

●連

●連

●本

●本
●本

●本

●連合本部　　●連合三重本 連

第47回衆議院議員選挙第47回衆議院議員選挙

１２月２４日にオープン
する

　カフェの店名を当て
ようクイズ１２月２４日にオープン
する

　カフェの店名を当て
ようクイズ

【連合三重推薦候補選挙結果】

～ご支援・ご協力に感謝申し上げます～

中川 正春 票91,676区2
岡田 克也 票120,950区3
藤田 大助 票58,884区5

当選
当選
次点

三重県の障がい者雇用を推進する新たな取り組み
ステップアップカフェ「□□□□□□（こっちな）」が
フレンテみえにオープン！しました。

多機能事業所 工房いなばで活躍する障がい者の皆さん。
クイズに応募して「さをり織り」が当たるかも！

Q □□□□□□のマス目に
あてはまる文字を入れてください。

クイズの答えは、ハガキ、FAXまたは、E-mailで
ハガキの場合：〒514-0004津市栄町1-891
　　　　　　三重県勤労者福祉会館内　連合三重 宛
ＦＡＸの場合：０５９－２２３－３６３３
E-mailの場合：info@mie.jtuc-rengo.jp
答えのほかに住所、氏名（ご家族の方は組合員の方の氏名も）、
所属の組合名を書いてください。

★締切：２０１５年2月末日まで
★発表：2015年3月号連合三重機関紙に掲載

ヒント／連合三重179号の1面と4面をよ～くみてネ？

応
募
方
法

当選者の中から
抽選でこっちなカフェの

食事券（50組100名様）などが
もらえるよ！

執行委員会


