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一人ひとりの行動で
「クラシノソコアゲ」をしよう！
！

クラシノソコアゲ応援団！とは

▲私たち連合三重女性青年委員会も応援しています！
！

連合は、2015年末から新たに「クラシノソコアゲ応援団！ 2016 RENGOキャンペーン」を開始しました。
私たちの暮らしをみると、一部の企業で史上最高益を更新する一方、格差は拡大し、
「生活が苦しくなった」
とす
る人は増加の一途をたどっています。
この社会で共に生きる人・全体の底上げが進まなければ、デフレの悪影響か
らの脱却も、人口減少・少子高齢社会に対
応することもできません。社会が傷めばい
ずれわが身にふりかかります。
「私だけは大丈夫」
「いまは問題ない」
と
思っても、気づ いたときには手遅れになっ
ているかもしれません。
「クラシノソコアゲ
応援団！」は、暮らしの底われや格差の拡大
を食い止め、働き甲斐のある仕事（ディー
セントワーク）、安心・安全に暮らすための
セーフティネットを求めて取り組みます。
みんなの 暮らしをよくするために連 合
三重は、県内各地でさまざまな取り組みを
行っていきますので、ぜひとも参加してく
ださい。

▲左から神津 連合会長、芝 参議院議員、吉川 連合三重会長
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◎誰でも最低賃金1，
000円
の実現
◎下請けいじめの撲滅
◎生活相談の充実

◎
「解雇の金銭解決制度」
は反対
◎長時間労働の是正
◎仕事と生活の両立支援策の拡充
◎ハラスメント防止策の促進

RENGO

クラシノソコアゲ応援 団!

◎介護職員の処遇改善の実現
◎こども・子育て支援の拡充
◎年金積立金の健全な運用

仕方ないとあきらめているあなた。
他人事と思っているあなた。
あなたには未来を変える力があります。
みんなの暮らしをよくするために一緒に
声をあげましょう。

「クラシノソコアゲ1,000人アンケート」
の実施

連 合 三 重 の 今 後 の 取 り 組 み

◎ 駅前やスーパー前などで「街頭アンケート」を5月〜6月にかけて実施し、
地域の方々の暮らしにおける悩みや不安
に耳を傾け、
社会問題を改めて拾い上げ、
連合三重全体で共有する活動を行います。

連合三重が開催するイベント、機関紙、Ｗｅｂ等の様々な場面をとおして、
啓発活動を行います。

障がい者雇用支援の取り組み

キャンペーン周知活動
◎ 主なイベント

お知らせ

◉5月 9日（月）・・・・・・・ 「男女平等月間」津駅前キャンペーン活動
◉5月14日（土）・・・・・・・ 働くこととホットな地域づくりフォーラム

（三重県総合文化センター）

◉5月19日（木）
〜20日（金） 女性のための労働相談in鈴鹿ベルシティ

◉6月 4日（土）・・・・・・・ 女性青年委員会を中心とした近鉄四日市駅前
でのキャンペーン活動

連合三重のFacebookを
開設しました。連合三重の
活 動をできるだけタイム
リーにお届けしますので、
ぜひ「いいね！」をお願いし
ます。

◎ FM三重で毎朝ラジオCMを放送しています。
（3月〜5月）
◎ 各構成組織や単組のイベントにユニオニオンが訪問し、
機関紙、
ホームページなどで組合活動や組合員の紹介を行
います。

三重県労福協

〒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

豊かで、公正な社会づくりをめざして。
連合メールマガジンに登録お願いします

〒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

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。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/unimag/

◎
「投票に行こう！」
運動の推進
◎
「健全で緊張感のある民主主義」
の実現

情報発信日は、基本的に毎月05日です。
（「れんごう
（05）の日」）

ｔ
ｉ菜（こっちな）
Ｄｅ
ｌ
ｉ
（デリ）」が３月１２日に鈴鹿市
◎ 障がい者が生産した野菜を使った弁当を製造・販売する店舗「Ｃｏｔ
中江島町にオープンしました。連合三重は、
これからも障がい者の雇用をひきつづき支援していきます。営業は月〜
金曜日午前９時〜午後５時。
（問い合わせはＣｏｔ
ｔ
ｉ菜Ｄｅ
ｌ
ｉ
（０５９・３８９・７７８９）までお願いします。）

「クラシノソコアゲ応援団！」
特別応援団員・応援団員の募集
◎ 社会への発信を応援してもらうことを目的に、
学識経験者、
労働福祉団体を含む各種団体をはじめ広く一般に対し、
特別応援団員・応援団員として募集します。

特別
応援団員

経済ジャーナリスト

萩原 博子

獨協大学経済学部教授・経済アナリスト

氏

森永 卓郎

氏

漫画家

やく みつる

ジャーナリスト

氏

田原 総一朗

氏

など

詳細は連合ホームページをご覧下さい。

保障のことなら

〒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

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。

〒514−8540 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/

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。
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「伊勢志摩サミット」
主要会場のホテルも加盟している

「サービス連合三重」に訪問しました。

旅
り
ら
ぶ

お客様に喜んでいただける
誇りあるホテルマン、ホテルウーマンを
めざしています。

サービス連合三重の組織を紹介してユニ。
ホテルと旅行会社を中心とした観光業の組織
です。連合三重には、賢島宝生苑労組、都ホテ
ルズ労組
（志摩観光ホテル支部・都ホテルズ東
海支部）、合歓の郷労組、鳥羽国際ホテル労
組、藤田観光労組（ホテル鳥羽小涌園）が、加
盟しています。

▲ユニオニオンと吉川会長
（中央右）
を囲んで
サービス連合三重の加盟組合役員のみなさんと

今年は世界が注目する「伊勢志摩サミット」が
5/26〜27に開催されるユニ。
加盟組合（ホテル）が主要会場になるユニ。
2013年の神宮式年遷宮によって盛り上がっ
た伊勢志摩地区に再度スポットが当たること
は大変、喜ばしいことで、世界に発信できる大
きなチャンスです。
滞在するお客様が快適に過ごせるようきめ細
かなサービスを提供していきたいと思ってい
ます。ぜひ、
「 伊勢志摩サミット」後も伊勢志摩
地区に一度と言わず、二度三度とお越しいた
だけるとうれしいです。

主な活動や課題を教えてユニ。
特に伊勢志摩地区では協議会を設置して地域
内でさまざまな情報交換を行っています。
課題はずばり
「人材不足」
と
「長時間労働」で
す。うれしいことに最近は、海外からの旅行者
も増えています。その対応で忙しくなっている
のですが、その反面、慢性的な人材不足が続
いています。また、そのことが組合員の長時間
労働にもつながっています。

最後にクラシノソコアゲ応援団の取り組みに
対してひとことユニ！
！
ホテル・観光産業は、お客様に喜んでいただけ
る
「誇りある仕事」
と思っています。しかし、社
会的地位はまだまだ低く、人手の確保とその
ための待遇改善は急務です。他業界でも人手
不足の声は聞きますが、私たちの業界も、まさ
に底上げをしなければいけません。
ぜひ、連合三重と一体となって私たちの仕事
がきちんと報われるよう頑張っていきます！

写真提供 伊勢志摩国立公園協会

芝 ひろかず

参院選
（選挙区）
連合三重推薦立候補予定者

三重県選挙区
︵連合三重推薦︶

愛知県選挙区

斉藤 よしたか
（連合愛知推薦）

伊藤 孝恵

（連合愛知推薦）

岐阜県選挙区

静岡県選挙区

小見山 よしはる

ひらやま 佐知子

（連合岐阜推薦）

（連合静岡推薦）

長野県選挙区

杉尾 ひでや

（連合長野推薦）

滋賀県選挙区

林 久美子

（連合滋賀推薦）

