今春に新しく東北大
学の教職員として着任
されたみなさんに心よ
り歓迎のメッセージを
述べさせていただきま
す。
東北大学には教職員
で作る職員組合があり
ます。私たちの身分を
守り、待遇を改善する
ために、日々活動して
います。では、なぜ私
たちが組合を組織して
いるのでしょうか。
まず、私たちの働き
方や待遇は、大学が一
方的に決めるのではな
く、教職員の意見を聞
く必要があります。特
に不利益な変更につい
ては、組合との協議を
経なければなりません。
私たちの要求を実現さ
せる大切な組織だとい
うことです。

カードローン
連 絡先 ： 022-227-1310

組合員は金利がおトク

ろうきんキャッシュカード
コンビニＡＴＭのお引き出し

手数料２４時間実質ゼロ円

２０１８年５月１日（火）１０時開会
市民の広場

４月２０日（金)１８時～
多元研科研棟中庭

量雇い止めが行われよ
うとしています。組合
を中心に団結して、継
続雇用・無期転換に取
り組んでいます。
ぜひみなさん、職場
の仲間とスクラムを組
んで、安心して楽しく
働けるよう、共にがん
ばりましょう。

詳 細は 東 北労 働 金庫 本 店
袖 川ま で

一方私たち労働者
は、雇われの身であ
り弱い立場です。仲
間とスクラムを組ん
で自分たちの立場を
守らなくてはなりま
せん。
みなさんご存知の
ように、東北大学では
今春に非正規職員の大

労金案内
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歓迎のメッセージ
仲間とともに

安心して働き続けられる職場をつくろう

片山知史委員長

支部からたくさん参加しましょう

第８９回メーデー
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た各家庭において使わ
れていないけど「もっ
たいない」物品を提供
してもらい、「お楽し
み企画 ：
輪投げ大会」
の賞品に使わせていた
だきました。今回の目
玉は農学部支部の石山
さんが自宅の田んぼで

新春交流会 （１月 日）
おでんと輪投げと
なぞかけで盛り上がる！
１月 日の夕方、片
平キャンパス多元研の
会議室で「２０１８年
新春交流会」がたくさ
んの参加者で楽しく行
われました。このよう
な会は、労働組合関係
では従来「旗開き」と
呼ばれていた催し物で
すが、近年ではより多
くの方が気軽に楽しく
参加できるように「新
年会」とか「新春交流
会」などと呼ばれてい
ます。
今回の会には各支部

栽培した「農学博士の
作った”ひとめぼれ”」
３ｋｇと１ｋｇで、輪
投げ大会の優勝者と準
優勝者に商品として差
し上げることができ、
たいへん喜ばれました。

またその他の賞品も
十分に集まっていたた
め、参加者全員に参加
賞として自由に選んで
もらい、食べて飲んで
遊んでの楽しい時間を
過ごすことができまし
た。最後に片山委員長
の風刺の効いたなぞか
けで盛り上がりました。
職員組合は、「教授
と助教」「教員と事務
員」「正規職員と准職
員」「ベテランと若者」
「男性と女性」など、
ふだん職場で感じ
ている目に見えな
い垣根がまったく
ない組織です。み
なさんが平等な立
場で職場環境に対
して意見を述べる
事ができる唯一の
集まりです。職員
組合に対して興味
を持たれた方は、
ぜひメールなどでコン
タクトを取ってみては
いかがでしょうか。
（文化部長
阿部直樹さん）

トオゥー

気合とともに
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の組合員の他に、例年
以上に多くのご来賓の
方の参加をいただきま
した。特に、「雇い止
め問題」で支援や協力
をしていただいている
団体から代表の方や複
数の弁護士に出席いた
だきました。また、共
に東北大学の卒業生で
いらっしゃる参議院議
員の桜井充様からは祝
電を、衆議院議員の岡
本あき子様にはお忙し
い中ご本人に駆けつけ
て頂き、ご挨拶を頂戴
しました。
この会 は組 合 員
に よる手 作り 感 が
大 きな特 徴に な っ
て います 。今 回 も
女 性部員 が材 料 の
買 い出し や調 理 を
担 当して 、み な さ
ん に美味 しい 「 お
で ん」を 振る 舞 っ
て くれま した 。 ま
熱々おでんをほおばりながら

労働契約法の趣旨・

片平集会・東北大学包囲昼デモ

安定雇用が当たり前の社会へ
労働契約法が改正さ
れた目的は不安定雇用
をなくすためです。毎
年、次の更新はあるの
だろうかと心配するこ
となく長く働き続けら
れるようにという趣旨
です。５年以上同じ職
場で働き続けたならば
６年目に「私は働き続
けたい」と意思表示を
すると翌年から無期転
換されます。

東北大学で長年働い
てきた有期雇用職員も
この法改正によって今
度は長く働き続けられ
るとほとんどの方が期
待したはずです。とこ
ろが大学の方針は、そ
の権利が発生する前に
全員雇止めです。これ
まで 年以上も働いて
きた人までもが大学で
働くことができなくな
りました。こんなおか
しいことは許され
ません。
組合は、労働契
約法の趣旨を守り
「希望者全員を無
期雇用にせよ」の
旗を掲げてこれか
らも闘い続けます。
無期雇用・正規職
員があたりまえの
社会をつくってい
きましょう。
（編 Ｍ）
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北海道・東北地区の合同地区別単組代表者会議

月

～

日
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今回の主なテーマは、
無期転換問題、研究費
などを含めた予算問題、
学校教育法及び国立大
学法人法の一部改正後
に発生したガバナンス
に関する問題、組合員
拡大への取り組みなど
でした。
北大での無期転換問
題に対する取り組みが
詳細に報告されました。
北大職組の運動を道労
連が支援し、相談会を

実施したところ非常に
多くの当事者が参加し
たとのことでした。北
大の無期転換問題が今
後どのようになるかま
だ分かりませんが、我々
は自分の意見をもっと
声高らかに訴えてもよ
いのだと思いました。
我々は無期転換の他
にも多くの課題を抱え
ています。労働条件の
改善では、地域手当を
多賀城市の水準まで上

組合拡 大で 労働条 件改 善を勝 ち取 ろう
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げること、病院の夜勤
手当を他大学と比較し
て遜色のない水準まで
引き上げることなどが
課題ですが、こうした
要求には数多くの職員
が組合に加入し声を上
げることが不可欠です。
組合員の拡大に関し
て、労金の魅力を強調
することが有効である
との意見が紹介されま
した。当組合でもこう
したアイデアを取り入
れて組合員を拡大し、
労働条件を改善してい
きましょう。
（本部執行委員
黒瀬一弘さん）

36年前、大学病院に新卒で入職しましたが
非常勤職員でしたので赴任手当が出ず、更に
４月はお給料も出なかったためすぐ生活費が
底をついたのを覚えています。まだ貧しい時代
でしたのでこんな些細な不満が加入のきっか
けになったと思います。
その当時の病院支部は子育て真っ最中のパ
ワフルなお母さん看護師が大勢いました。行事
も子連れ参加が多く賑やかでした。組合に入っ
ている看護師は定年まで働き続けて当たり前、
辞めそうにない力強さがありました。私自身も
働き続けたいと思っていましたので見習いたい
と思いました。
初めて本部の執行委員をつとめた時は議論
についていけないものの、様々な分野のスペシャ
リストに囲まれさまざまな社会問題に触れるよ
い機会となりました。昨今の無期転換問題を見
ても、職員組合の存在意義は増すばかりです。
たいへんお世話になりました。

2

農学部支部勉強会及び歓送迎会

においても取り上げら
れているにも関わらず、
問題の性質上、その実
態が、東北大学職員の

者の方々の感想として
は、「これは、非常に
大きな問題だ！」、
「東北大学として恥ず
べき行為だ！」など
の意見が寄せられ、
ともに、運動してい
くことを約束してく
れました。
勉強会終了後には、
難しい話だけではな
く、退官される方々
を中心に「歓送迎会」
と銘打った、実際は、
ただの楽しい飲み会を
行いました。ともに、
飲み、語り、笑い、同
じ時を共有するからこ
そ、組合員の結束も固
くなり、今回のような
難題にも対処できるパ
ワーを培えるのだと実
感しています。
（農学部支部書記長
石山 敬貴さん）
お疲れ様でした。盛田清秀さん

千葉まさ子さん（病）

退職にあたり

未組合員も熱心に耳を傾け
学び、 語り結束を固めた

先般、農学部支部主
催の「勉強会」及び
「歓送迎会」を開催し
ました。
勉強会には、片山知
史本部執行委員長をお
招きして、現在、東北
大学の最大の案件であ
る「有期雇用者の無期
転換問題の最新情報」
について、分かりやす
く解説していただきま
した。
昨今、この問題に関
しては、度々マスコミ
みなさんに伝わってい
ないのが現実です。
このことを踏まえ、
組 合 員に 限 らず 、 未
組 合 員の 方 々に も 案
内 し まし た 。そ の 結
果 、 未組 合 員の 方 は
も ち ろん 、 工学 部 、
理 学 部な ど 他部 局 か
ら も 、多 く の方 が 足
を 運 び熱 心 に耳 を 傾
け て いま し た。 参 加
お疲れ様でした。伊藤豊彰さん
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るようにしています。
３月 日は、「今更聞
けない労働条件」につ
いて勉強しました。新
しく組合に加入した薬
剤助手の方も参加し、
評判も上々です。北村
支部執行委員が頑張っ
て続けてくれています。
（病院支部）

コア退職でーす

14

再雇用 年で東北大
学を退職することにし
ました。 年前就職し
て 年後に組合に入り

ました。まさに日教組
大学部東北地区ブロッ
ク青年集会が東北大担
当で開かれようとして
いました。「結婚と恋
愛」の司会を保母さん
と担当しました。後に
全国青年集会の実行委
員会や県内の青年学生
が集まる平和友好祭な
ど、当時は青年の集ま
る機会が結構ありまし
た。組合を通じていろ
いろな人とめぐり合え
たことが嬉しい思い出
（ 工学 部 ･
です 。
コア編集委員 下山）

これからの日程

理 不尽 な首 切り は絶 対
に許さないという強い
意志が書記局内に充満
している中、連日の役
員の奮闘を感じながら、
コアの作業をしていま
す。一面の委員長の歓
迎のメッセージにも組
合の意義を強く感じま
す。桜の開花が超スピー
ドですが、お花見も楽
しみだなと感じる行事
の紹介もありました。
今後もコアをよろしく
お願いします。（編Ｎ）

編集後記

４月２０日（金） お花見
５月１日（火） 第８９回メーデー
５月３日 （木・祝）憲法集会
６月２日
全大教東北地区協議会
７月７日８日 全大教定期大会
７月２８日（土） 組合定期大会

生きるために走る
福村知昭さん

ることがわかった。そ
こで、目下の課題は
（あまり）肉を食べず
に野菜を食べ、もっと
長距離を走れるように
なることである。当初
の課題であったメタボ
は一応脱却したはずだ
が、まだまだ油断はで
きない。

アンテナ
毎月一回水曜日の夕
方病院支部書記局で水
曜カフェを開いていま
す。お茶とお菓子をつ
まみながらリラックス
した雰囲気で話ができ

（０１２０）６２８－０９５

理学 部支 部

走るのは膝に負荷がか
かるので気がひけたが、
最近流行った陸上競技
のテレビドラマで、た
またま、足の着地法が
怪我回避に重要である
ことを紹介していて参
考になった。
また、全米ベストセ
ラーとなった「Ｂｏｒ
ｎ ｔｏ Ｒｕｎ」
（ＮＨＫ出版）を読む
と、動物のなかでも人
間がいかに長距離を走
るのに優れた体の構造
をもっているかという
ことに納得させられた。
そして、ウルトラマラ
ソンのレジェンドが著
者である「Ｅａｔ＆Ｒ
ｕｎ」（ＮＨＫ出版）
を読むと、肉も魚も食
べないヴィーガン（完
全菜食主義者）であっ
てもウルトラマラソン
ができる体を維持でき

お申込み・お問い合わせはお気軽に

ひ き
だ し
若いときより体重は
キロ以上も増えてし
まったが、健康診断の
血液検査の結果は「要
観察」どまりで、ぎり
ぎり健康であると勝手
に解釈していた。自宅
から青葉山まで自転車
通勤しているのも、勝
手に健康と考えていた
一因である。
ところが、昨冬の帰
宅後の焼酎のお湯割り
を日課にしていたとこ
ろ、春の健康診断では
メタボに認定され、健
康診断の結果も「要治
療」になってしまった。
そこで、単に走るのは
嫌いだったがジョギン
グを始めることにした。
自宅のそばが広瀬川で、
川沿いを走ると キロ
弱で太平洋に到達する。
そこを週末に往復する
のである。体重超過で

2017年9月
自動車共済がリニューアルしました
通勤中の自動車事故は等級ダウンなし！？
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＊火災・地震・風水雪害に備えたい！
＊ケガをしたり病気になったらどうしよう
＊自転車事故に備える補償がほしい！
＊セカンドライフに向けて準備したい！
＊教職員賠償が気になる！
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教 職 員 共 済 案 内
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