
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

管理職ユニオン・関西は、昨年から今年にかけて、1 年余りの間に 3 回の仮処分攻撃を

受けてきた。昨年はエルライン。これについては和解で終結した。そして、今年は但馬屋

食品と光明池土地改良区。但馬屋食品については和解で終結したが、光明池土地改良区に

ついては名誉棄損部分で仮処分が認められた。 

こうした状況には、いくつかの要因が関係していると思われる。第一に、組合として、

意識的に職場での基盤作りを手掛けてきたことである。駆け込み寺で終わることなく、集

団的労使関係構築を目指していく場合、争議は避けて通れない。第二に、社会風潮の変化

である。労働運動の弱体化と争議の激減によって、従前問題にもならなかった抗議行動で

すら、突出した印象を与えるようになってきている。第三に、そうした社会風潮に後押し

された会社の抗議行動に対する拒絶反応と使用者側弁護士によるスラップ訴訟の増加であ

る。そして、裁判所は、正当な組合活動としての免責については一切考慮せず、一般民事

と全く同じ扱いをする傾向を強めている。光明池土地改良区の仮処分決定は、その典型で

ある。 
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光明池土地改良区抗議デモ 



１ 団体行動について 

労働組合は本来実力で労使対等を実現すべき組織である。法律は最低限を規制するだけ

であって、労使対等を保証してくれない。労働組合は、団体行動を背景として初めて使用

者と対等な立場に立てる。 

労働組合ないし労働者の行う団体行動とは、必ずしもストライキに限られるわけではな

い。歴史的には、横暴な使用者の殺害や財産の奪取と分配、生産設備の破壊等から、一定

の政治的要求を掲げた集会やデモ、あるいは暴動まで、およそあらゆる集団的な行動を含

むものであった。ストライキを含む労働者の集団的行動はすべて違法とされ激しい弾圧に

晒されたが、労働運動は、資本や国家との厳しい攻防の末に、その中の一定の行動の合法

化を実現してきた。法律が運動を規定してきたわけではない。逆であって、運動が法律を

規定してきたのである。こうした歴史からも明らかなように、これら行動のどこまでが合

法であり、どこからが違法であるか、言い換えれば、法律そのものとその運用の在り方は、

力関係によって変化してきたし、現在も変化し続けている。 

 以上のことを踏まえた上での話だが、現在、団体行動権は憲法と労働組合法によって保

障されている。団体行動権とは、具体的に言えば、争議権と一定の組合活動の権利である。

憲法 28 条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを

保障する」としている。そして、労働組合法第 1 条 2 項は「労働組合の団体交渉その他の

行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて」刑事免責を定

めており、同第 8 条は「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによっ

て損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することが

できない」としている。憲法も労働組合法も、団体行動権に関する記載については、制定

以来現在に至るまで修正されていない。 

労働法学者である西谷氏は争議行為について、①「労働組合ないし労働者集団が一定の

エルライン街宣行動 



目的のために行う集団行動」であり、②「業務の正常な運営を阻害する行為」であり、③

「業務阻害が、一定の目的の実現のために自らの争議権を集団的に行使し、日常的な労使

関係を全面的もしくは部分的に停止せしめるとの労働者集団の明確な意思（争議意思）に

支えられることが必要」であると定義している。そして、「業務阻害は労働者の全面的もし

くは部分的な労務停止（スト、怠業）から生じるものである必要はない。（中略）たしかに、

通常争議行為と呼ばれるものの大部分は、ストライキと怠業を中心とし、それに付随する

各種手段から成り立っているが、そのことは、それ以外の業務阻害行為（積極的職場占拠

やボイコットなど）を争議行為概念から排除する理由にはならない」としている。一方、

以上の定義に当てはまらない労働者の集団行動が組合活動ということになるであろう。そ

して、民事免責は単に争議行為に対してのみ適用されるものではなく、労働基本権の行使

と評価される労働者、労働組合の行為についても適用されるというのが西谷氏の見解であ

る。 

 しかし、裁判所の判断は団体行動権をますます縮小する方向で変化してきた。現在の裁

判所の判断は、団体行動権＝争議権＝ストライキ権＝消極的労務提供拒否とする傾向を強

めており、民事免責が適用されるのは消極的労務提供拒否のみというようになってきてい

る。 

 

３ エルライン、光明池土地改良区、但馬屋食品からの仮処分申立て 

 

（１）エルラインからの仮処分申立て 

 組合は、エルラインの取締役らの個人宅のポストに要請書とビラを投函した他、エルラ

インの親会社である大近本社前で街宣を行い、また、大近の取引先数社に要請文を送付し

た。これに対し、エルラインは昨年 6 月 30 日に仮処分を申し立ててきたのである。これ

については、昨年 10 月 12 日に和解が成立した。和解の内容は概ね下記の通りである。 

 

 

 

 

 

（２）光明池土地改良区からの仮処分申立て 

 組合は、法人の総代会会場（公共施設）前、法人の理事会会場前（法人本部）、法人が主

催した神社祭（光明池）周辺、法人に対して協力費という形で税金を支出している和泉市

役所、高石市役所、堺市役所付近で、街宣行動やビラ配布を行った。また、法人代表者の

個人宅周辺で集会とデモを行った。これに対して、光明池土地改良区は今年 7 月 7 日に仮

処分を申し立ててきた。これについては、10 月 17 日に仮処分の決定が出た。その内容は、

法人の申立てをほぼ全面的に認めるものであり、内容は概ね以下の通りである。 

 

 

１ 組合は、会社取締役らの自宅に赴いて、面会を強要することをしない。 

２ 組合は、会社の取引先に対して、不当労働行為救済申立事件の命令がなされるまで、

相当性を欠くような態様での働きかけはしない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）但馬屋食品からの仮処分申立て 

 組合は、会社本社前や会社代表者らの個人宅周辺で街宣活動を行い、併せてビラのポス

ティングを行った。また、会社の取引先周辺で街宣活動を行い、併せて要請書を持参する

などした。この他、会社の取引先に対して 2 回にわたり要請書をファックス送付した。こ

れに対し、但馬屋食品は今年 7 月 19 日に仮処分を申し立ててきた。これについては、今

年 10 月 6 日に和解が成立した。和解の内容は概ね下記の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の通り、組合が行ったことは、使用者批判の街宣や取引先等への要請であって、正

常な業務を阻害する類の行為ではないことから、通常の組合活動の一種である。これに対

する仮処分申請についての判断は、エルラインと但馬屋食品については和解で終結したこ

とから定かではないが、光明池土地改良区については申し立て内容をほぼ全面的に肯定す

る決定を出したのである。 

 

４ 相次ぐ仮処分攻撃を跳ね返せ！ 

１ 組合は、会社代表者の自宅に赴いて、面会を要求することをしない。 

２ 組合は、会社及び会社代表者の名誉若しくは信用を毀損する内容を記載したビラ等

をポスティングしない。 

３ 組合は、取引先に対して要請書を送付したり、要請行動を行わない。 

４ 組合は、会社代表者の自宅がある町内において街宣活動を行わない。 

５ 組合は、「会社代表者は刑事被告人」、「会社が倒産」、「商品クレーム」といった内

容を記載したビラを配布して、会社及び会社代表者の信用若しくは名誉を棄損する

ことをしない。 

６ 会社は、本件申立てにかかる事実について、今後損害賠償請求を行わない。 

債務者は（中略）下記の行為をしてはならず、また、債務者の構成員又は第三者をし

て下記の行為を行わせてはならない。 

記 

 

別紙場所目録記載の各場所において、拡声器による演説、またはビラの配布等をして、

債務者らの名誉・信用を毀損する一切の行為。 

場所目録 ①光明池土地改良区本部事務所の正面玄関から半径 350 メートル以内 

     ②若林主治（理事長）の自宅玄関から半径 500 メートル以内 

     ③和泉市役所の正面玄関から半径 500 メートル以内 

     ④高石市役所の正面玄関から半径 500 メートル以内 

     ⑤堺市役所の北玄関から半径 200 メートル以内 

 



 会社からの仮処分申立てで一時足止めされたものの、和解ないし決定以降も、組合とし

ての行動は継続している。 

 但馬屋食品については、仮処分和解以降ほぼ週 2 回のペースで、本社前及び工場前で街

宣行動を行ってきた。光明池土地改良区についても、11 月初旬に本社前情宣や地域での街

宣行動を行った。エルラインについては、労働委員会で完全勝利したことから、今後街宣

行動等を検討している。 

 仮処分攻撃をかけられたから街宣を控えるというのでは会社の思うつぼである。むしろ、

仮処分攻撃をかけられたからこそ、以前にもまして街宣を活発化しなければならない。 

 

 労働運動とは何よりも労働者の集団行動であり、それ以外にはない。そして、会社のや

り方が許せないから、今の状況が耐え難いから行動するのである。法律で保護されている

から行動するのではない。本来、まず行動があるのであって、その行動が合法であるか、

違法であるか、それは後の問題である。運動をあらかじめ法律の枠内に止めるべきではな

い。そうした運動のあり方は、結局のところ権利の縮小に帰結せざるを得ない。 

もちろん、私自身としは立場上、運動の継続性や現実的な成果を考えねばならないから、

無用な弾圧を避けようと思う。まして、組合の存続を危うくするようなことに対しては慎

重にならざるを得ないし、その意味で行動の合法性も考慮せざるを得ない。ただ、そうし

た発想が運動の生命力を損なうことがあってはならないと肝に銘じている。 

 

 

但馬屋本社前での街宣行動 



 

 

 

 

 

 11 月 26 日（日）午後 2 時から、ＰＬＰ会館で管理職ユニオン・関西第 22 回定期大会が

開催されました。当日は組合員約 40 名が参加。決して多くない参加者ですが、会場が小さ

かったため、ほぼ満席の状態でした。今年は管理職ユニオン・関西結成から 20 年目に当た

る節目の年。6 月には 20 周年の集いを盛大に開催し、今後の方向性を展望する大会となり

ました。 

 最初は来賓挨拶。おおさかユニオンネット代表のＡさん、コミュニティ・ユニオン関西

ネット代表のＳさん、ネットワークユニオン東京のＴさん、なかまユニオンのＫさんから

連帯の言葉をいただきました。 

 

活動総括・方針案については前回の機関誌でお知らせしていることから、重複を避ける

ため今回詳しい内容には触れません。エッセンスだけ紹介するならば、以下のようなこと

になるかと思います。 

①管理職ユニオン・関西は管理職層の組織化を中心に行っていく。他地域の管理職ユニオンと

の連携も検討する。 

②正社員でも所得の低い人は関西ユニオンで組織化する。 

③他労組とも共同しながら業種別職種別組織化を進める。そのために関東に続き関西でも研究

会を準備していく。 

④業種別職種別組織化を視野に入れつつ、関西ユニオンと連帯ユニオンクラフト支部の協力関

係強化と統合をバックアップしていく。 

 

また、執行委員・役員の改選も行われ、全員新任されました。 

役員改選の投票集計の間には、管理職ユニオン・関西が抱えている三大争議、エルライ

ン、光明池土地改良区、但馬屋食品の各当該からの争議報告が行われました。エルライン

は労働委員会完全勝利命令の直後でしたので、当該の喜びが伝わってくるものでした。ま

た、これらの争議にかかるカンパ要請も行われ、参加者の方からは多額のカンパをいただ

きました。この紙面でお礼を申し上げます。 

大会は予定通り午後 4 時前に終了。そして、4 時半からは懇親会。ほとんどの人が引き

続き懇親会にも参加し、中々の盛り上がりでした。さらに、組合事務所に引き上げて恒例

の二次会。さて、新しい体制の下で、今年一年も頑張っていきたいと考えています。次号

の機関誌では、新執行部の方の自己紹介と抱負を掲載する予定です。ユニオン運動も転換

期を迎えています。新しい 20 年に向けて、一緒に展望を切り開いていきましょう！ 
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これまでも本誌で報告させて頂いたエルライン事件は、平成 28年（不）4号及び同年（不）

17号事件が併合されて、1年間の調査を経て平成 29年 2月 1日結審されました。4号事件

では、当時部長職であった私に対し平成 27 年 10 月会議の席で突然トラック運転手に特化

せよとの業務命令にかかり、その撤回を求める団体交渉におけるエルラインの対応が不誠

実であるとの主張を展開しました。17 号事件では、1 回目と 2 回目の団体交渉の席で会社

側が組合に対し、平成 28 年の 2 月末の時点までは運転手に特化させると発言し、平成 28

年 3 月以降も組合に対し具体的理由も述べずに運転手特化を継続したことが組合員である

が故の不利益扱いであると主張しました。つまり、4号事件では労働組合法第 7条 2号、「誠

エルライン事件、大阪府労働委員会から完全勝利命令！ 

組合員 Ｓ 



実団交義務」違反について、17 号事件では同第 1 号、「不利益取り扱いの禁止」違反につ

いて救済の申立を行いました。 

 組合は、労働委員会の命令としては、2号違反はともかく、1号違反については「完全勝

利は難しい」と予想していました。なぜなら私の組合加入は運転手特化の業務命令後で、

１週間が経過していたからでした。万一、今回命令が不十分でも次の一手を考えようと話

し合いをしていました。 

ところが、労働委員会は 2 号違反だけでなく、1 号違反も認めました。労働組合法第 7

条 2 号は「正当な理由のない団体交渉拒否の禁止」を定めていますが、労働委員会は使用

者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行っていない（不誠実団交）と

して、2号違反を認定。さらに、運転手特化の業務命令を撤回しなかったことについても、

組合員であるが故の不利益取扱であると判断したのです。 

ではなぜ労働委員会でこの様な判断がされたのか？ 検証するとそこには団交での仲村

書記長と岡本執行委員の数々の絶妙な質問がなによりも会社側の不誠実団交を引き出すき

っかけになっていました。団交の席で会社側は、私を運転手に特化させた客観的、合理的

理由を明確に答えず、発言内容が二転三転。あいまいな発言も多く、団交での約束事項も

守らない不誠実な対応に終始しました。更に労働委員会側も想像以上に団交議事録の内容

や書証を検証し理解して下さいました。事件全容を把握すればするほど、農端本部長の発

言や態度に対し不審を抱き、この様な人物を放置できないと判断されたのではないかと思

います。 

 他にも紛争はあります。今年 8 月労働委員会に対し、今年 3 月以降運転業務を解除した

後に元の部長職に戻さずにチルドセンターへ配置転換し倉庫内作業をさせている事を不当

とする平成 29（不）第 37 号エルライン事件、大阪地裁での未払い残業請求訴訟、さらに

茨木労働基準監督署への労働災害申請など。もし組合が今回負けていたら会社側はその結

果を利用し、私と組合に対し相当な攻撃を仕掛けてきたと思います。ですが組合は勝ちま

した。 

今後組合員の皆様の知恵とご協力を頂き、管理職ユニオン・関西はこの不当労働行為に

ついては利息を付けてお返しをさせて頂くつもりです。そして事件の首謀者である農端本

部長は絶対に許しません。そして 1 日も早く本当の完全勝利を得たいと思いますので、そ

の時までどうぞよろしくお願いします。私を応援して下さった仲村書記長・Ａ執行委員・

大橋副委員長その他激励頂いた組合員の皆様、そして正確な判断を頂いた大阪府労働委員

会会長ほか 10名の公益委員の皆様に対し心より感謝申し上げます。すべて皆様のおかげで

す、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 エルラインは、おそらくこの労働委員会命令に異議を唱え、中央労働委員会に上げ

てくるか、命令取消をもとめる行政訴訟を行ってくるものと予想されます。闘いはま

だまだ続きます。今後ともご支援の方、よろしくお願いいたします。 



 

 



 

 

 

 

㈱ゲオホールディングスは、４年間にわたって団体交渉を拒否し続けました。大阪府労

委 → 中労委 → 東京地裁（行政訴訟：ｹﾞｵ HD が中労委を訴える）→ 東京高裁 →

最高裁と形式上の争いを続けてきました。長期に団体交渉を開催しなければ、パート労働

者の当該組合員があきらめると考えてのことでした。 

このゲオホールディングスの行為を許さず、今後の戒めのために今年の４月２０日に「損

害賠償請求事件」として２２０万円お支払いを求める訴状を大阪地裁に出しました。現在

進行中です。２名の弁護士に代理人を引き受けてもらっています。 

 続く第二弾として、勝利した団交拒否事件の裁判における負担費用の請求権があるので

「訴訟費用及び控訴費用の負担の額を定める処分の申立書」を東京地裁民事３６部に本年

１１月１３日申立てました。 

 「申立書」には、申立人(被告補助参加人)関西ユニオン代表者執行委員長仲村実、相手(原

告)株式会社ゲオホールディングス代表者代表取締役遠藤結蔵で、 

 『上記当事者間の御庁平成２７年（行ウ）第１３７号不当労働行為救済命令取消請求事

件について、平成２８年４月２５日御庁において原告敗訴、訴訟費用は補助参加によって

生じた費用も含め全部原告負担とするとの判決言渡しがあり（控訴審平成２８年（行コ）

第２１５号事件、控訴費用は補助参加により生じた費用を含め控訴人負担）、すでに確定し

ているので、原告の申立人に対して負担すべき訴訟費用及び控訴費用の額を定める処分を

求めるため、別紙計算書及び疎明書類を添えてこの申立てをする。』というものです。別紙

として「計算書」をつけました。 

金   ５００円  補助参加申立て手数料 

金 １，５００円  補助参加書面等作成及び提出費用（東京地裁分） 

金 ３，９５０円  平成２７年１０月 １日期日、被告補助参加人の出頭日当 

金２７，２４０円  平成２７年１０月 １日期日、被告補助参加人の出頭旅費 

            （実費による、大阪市内から東京都区内の新幹線代往復） 

金 ３，９５０円  平成２８年 ２月 ８日期日、被告補助参加人の出頭日当 

金２７，２４０円  平成２８年 ２月 ８日期日、被告補助参加人の出頭旅費 

            （実費による、大阪市内から東京都区内の新幹線代往復） 

金   ５００円  補助参加申し立て手数料 

金 １，５００円  補助参加書面等作成及び提出費用（東京高裁分） 

金 ３，９５０円  平成２８年 ８月 ８日期日、被告補助参加人の出頭日当 

金２７，２４０円  平成２８年 ８月 ８日期日、被告補助参加人の出頭旅費 

      （東京高裁分。実費による、大阪市内から東京都区内の新幹線代往復） 

  合計金額 ９７，５７０円                  （報告 仲村） 

 

ＫＵ報告 ㈱ゲオホールディングスに支払わせる 

「訴訟費用及び控訴費用の負担の額を定める処分の申立書」 
 



 

 

 

 

郵政 20 裁判の東京地裁判決を受けて、11 月 22

日、神戸北郵便局において、郵政産業労働者ユニオ

ンが職員向け街宣を行いました。早朝からの行動で

したが、関西ユニオンからも総勢 8 名が応援に駆け

つけました。神戸交通振興のみなさん、本当にあり

がとうございました。 

今回のビラまきは裁判のアピールもあるのです

が、神戸北局の今の集配部長立石に対しての抗議活

動でもありました。昨年の 8 月に赴任してきて以来、

誤配や交通事故などがあると、大声で怒鳴り散らし、社員が怖がるのを楽しんでいるようです。私には

そのように見えます。まるで自分が神様であると思っているようです。朝の朝礼では腕を組んで大声で

話し、明らかに威嚇としか思えないほどです。しかしながら、上にはぺこぺこして近畿支社の人間が来

るとまあー丁寧なこと。これほどの二重人格者も珍

しいと思います。まだ 45 歳位で若く、とにかく会

社人間がサラリーマンの鏡だとも話しており、正に

社畜というのがふさわしい人物です。また、私たち

期間雇用社員に対しても、先日「営業活動に協力せ

んやつは正社員にしてやらない」と大声で叫びなが

ら威嚇しました。神戸北郵便局の期間雇用社員の人

は、「賢い人」が多く、我慢していればいつか会社

が良くしてくれると信じているように見えます。時

の流れに身を任せて、長い物には巻かれていれば、女神様が助けてくれると夢を見ているのではないか

と思ってしまいます。今回大橋さんも拡声器で「団

体交渉でも不誠実な事ばかりでこれほどまでに非

常識な会社も珍しい」とアピール。それを聞いてい

て私もスーッとしました。 

これからまた繁忙期に入ります。東京地裁判決で

は、年末手当について、正社員に支給して、期間雇

用社員に支給しないのは、不合理であると判断しま

した。それに関わらず、会社は、今年も期間雇用社

員に対して年末手当を支給する気は内容です。来年

の 19 春闘に向けて会社を追及していきたいと思います。最後になりますが、今回は本当に朝早くから

鈴蘭台まで来て頂きありがとうございました。 

11 உ 22 ଐᅕৎ҅ᣁ̝ޅЭ↖ᘑܳ 
     ご協力ありがとうございました！  ＫＵ執行委員 Ｈ 



 

 

 

1979年、「鉄の女」マーガレット・サッチャーは首相就任演説において、「これが我々

の信じるものである」と言って、フリードリヒ・ハイエクの『自由の条件』を掲げた、と

言われています。 

1980年代のアメリカはレーガノミックスの時代でした。このように、市場は自由放任に

すべし、国家は最低限の介入にとどめるべし、具体的には、「民営化」「規制撤廃と自由

貿易」「財政支出の大幅削減」とされる新自由主義に英米が舵を切ったというのは我々も

知っています。 

ハイエクの直系のシカゴ大学教授のミルトン・フリードマンの教え子たちは市場原理主

義を世界に広めていったのですが、その広め方はえげつない手法であった、というのが、

この『ショック・ドクトリン』です。 

1973年チリ、1985年ボリビア、1988ポーランド、1989年中国、1991年ロシア、1994年メ

キシコ、1996年南アフリカ、1997年アジア通貨危機、そして9・11後のイラク。 

ナオミ・クライン氏は、世界に展開されてゆく新自由主義経済システムを詳細に検証し

てゆきます。その中から、1973年チリ、ピノチェット将軍による軍事クーデターによって

アジェンデ政権が潰された事例を見てみます。 

（映画「サンチャゴに雨が降る（1975）」「ミッシング（1982）」を観ていただければ、

より事情がよくわかると思います） 

アメリカの陰謀によるアジェンデ政権転覆は、同時に経済システムの強制転換でもあり

ました。フリードマンを首魁とする経済テクノクラートが政権奪取後の経済システム設計

をしていたのです。 

惨事便乗型資本主義は「火事場泥棒資本主義」とも呼称されますが、1973年チリの場合、

火事場泥棒というより、泥棒するために放火して火事を起こした、と見るべきでしょう。 

市場主義原理は軍靴とともにチリにやってきたのです。アメリカが自分たちの経済ルー

ルを押し付けるために。 

参考図書「資本主義と自由」ミルトン・フリードマン 

       「隷従への道」フリードリヒ・ハイエク 

 

～名作を読む～          
『ショック・ドクトリン 惨事便乗型資本主義の正体を暴く』 

         ナオミ・クライン 岩波書店（上下２冊） 

関西ユニオン Ｏ 

 



 

 

 

 

RUMAH HIGHLANDS。ほぼ 3 年間かけて取り組んできたフィリピンのセブ市の不動

産事業（ホテルコンドウ）がようやく軌道に乗ろうとしています。8 月からホテルとして

グランドオープンしていて、早く視察しなければと思っていましたが、11 月 9 日から 14

日の日程で現地ホテルに宿泊してみました。区分所有とはいえオーナーの立場でホテルの

総支配人をはじめとするスタッフの方々とお会いするのは初めてでしたので緊張しました。

深夜にセブマクタン国際空港に着くと、手配してもらっていたホテルのキャブに乗ってマ

クタン島から橋上の夜景を楽しみながらセブ市街に入りました。ドライバーとはすぐに打

ち解けてさっきまでの緊張感と長旅（韓国仁川経由）の疲れは吹き飛びました。 

未明の到着にもかかわらずホテルのフロントでは、携帯電話のフィリピン用シムカード

までその場で発行してもらい空港到着後わずかな時間で日本と変わらない通信環境を手に

いれました。ホテルがちゃんと運営されていることがわかり、ほっとしました。 

翌 10 日金曜日はセブ市内観光、11 日はセブ島の隣の

ボホール島ツアー（写真、次回紹介しますね）、12 日は

ディベロッパー会社の代表と長めのブレックファース

トミーティング。今後の収支や経営方針について話し合

いました。（内容は機密だよ^^）午後はマクタン島のク

リムゾンリゾートホテル＆

スパをデイユース。 

ひながプールサイドで欧米人や韓国人に混じってのんびり過ご

しました。夜は再び代表とシーフードの夕食。セブの海の幸を満

喫。13 日は建設中の THE REEF CONDOMINIUMS を視察。

（写真）セブ市街の IT パーク近郊の中古物件を視察して午後は

RUMAH 最上階のスパで健康カウンセリングとマッサージ。（ス

パは RUMAH の一押し）夜は部屋で寛いで 9 時半に空港へ向かい

ました。翌朝６時 20 分に韓国仁川空港着。午後 3 時のフライトま

で時間がたっぷりあるので（さてはと思われたでしょうが、わざ

とそうしました^^）,金浦に新しくできたロッテマートの巨大モー

ルを見に行ってきました。 

今回セブでは以下の 3 点が成

果でした。 

１． ホテル事業が経営上成り立っていることを確認できた。 

２． スタッフたちと信頼関係が築けた。 

３． セブおよび周辺の観光資源と BPO,メディカルツアー、語学学校、インフラ関連

などのビジネスの将来性を確信した。 

 私自身のもらった課題としては、ホテルの経営全般についての見識を深めることと、語

学力を向上させることです。 

 最後に強く思うのは、さらにセブが好きになったということです。 

 I love Philippines, I love Cebu so much! 

Mr.K ↝ⅱ↻ↂ↻⇎⇩⇡⇊ᇹ 26 ׅ 

RUMAH HIGHLANDS ⇁↷↼ↆⅾ≆ 
 

ボホール島のチョコレートヒル。初めてのバギー

体験 

遊んでいるだけではありません。ちゃんと仕事も。でも現場で浮きす

ぎ・・・ 

 



 

 

 

 

 

遊歩会ハイキングの日、11 月 12 日は朝から晴天に恵まれ行楽日和となりました。集合場所の阪急六

甲駅には、初めて参加した人も含めて 12 人の参加になり、にぎやかな雰囲気でのスタートになりまし

た。駅前から阪急バスに乗り六甲山の頂上付近のバス停まで行ったのですが、日曜日と言うこともあり、

満員で辛かったですが、目的地のバス停に着くとやはり標高が高いため、かなり肌寒く感じました。私

は若い 20 代の頃バイクが好きでよく仕事が終わると六甲山迄バイクで遊びに行きましたので、「若いと

きよおー来たなー」と思いました。 

展望台からは遠く関西空港や友ヶ島まで観望でき、秋は空気

が澄んでいるので天気が良い日は見通しが良くなります。車も

多いので、気を付けて歩いているとさわやかな風が吹いて気持

ちよく参加して良かったと思いました。2 時間近く歩き六甲最

高峰で記念撮影をし

て、下の一軒茶屋で

うどんを食べ、有馬

温泉に向けて下山したのですが、先日の台風で道が崩れた所

がありました。迂回路が作られていましたが、足元が大変悪

くけがをしないように気をつけて急坂を歩きました。やっと

有馬の街並みが見えてくると、やれやれと思い無事に着いた

とほっとしました。 

豊臣秀吉も度々訪れたという瑞宝寺公園で紅葉を満喫した後、紅葉茶屋での甘酒はあまさ、香りとも

最高でした。夕日に霞む午後 4 時過ぎ、有馬温泉駅近くで解散

となりました。天気も良く行楽日和の中、参加者も多くて良か

ったと思います。私も翌日足が痛くて辛かったですが、いい思

い出になると思います。リーダーの０さんがいつも企画を立て

てくれるので感謝しています。毎月ありがとうございます。 

（楠） 

 

 

 

 

 

 

 

メタボ解消！ 遊歩会ハイキング 

↓ⅳ↚ρဍጏឥ↧ڼѣ≆ ጏឥ⇙∞⇟⇁ഩⅼஊᬔ↖ኗᓶ↹ 

～緊急報告～リーダー０氏が転倒！ 

 有馬温泉へと下る坂道で０氏が転倒されました。0 氏は、重心が極端に低いため、転

倒は不可能だと考えられていたのですが、誤解だったようです。むしろ、体型がほぼ球

体に近いので、坂道になると自然に転がり始めるというのが事実のようです。もっとも、

転倒と言っても、縦も横も同じようなもので、ただ転がるだけですので、被害は少なか

ったそうです。ともあれ、０氏あっての遊歩会ですので、メンバー一同、０氏に一刻も

早く立ち直っていただくことを祈念しております。 



ૼλኵӳՃܖ፼˟ 
入門編では、労働者はどんな権利を持っているのか？ 労働組合はどんな権利を持って

いて、何ができるのか？ 団体交渉の進め方など、さしあたりすぐに知っておいた方が良

いことを中心にレクチャーします。応用編では、職場での組合活動、労働条件改善、不当

労働行為などについてレクチャーする予定です。新入組合員の皆さんはもちろん、そうで

ない方もどんどんご参加ください！ 

新入組合員学習会（入門編） 12月 9日（土）14時～ ＠組合事務所 

新入組合員学習会（中級編） 12月 22日（金）19時～ ＠組合事務所 

 

 ∙⇊∏⇮⇩∁ሊݣ∏⇮⇟∐∝⇕∙⇶⇒∇
報道では、みずほフィナンシャルグループ（FG）が 1万 9000人 

の人員削減を発表し、三菱 UFJと三井住友の両 FGがそれぞれ 9500 

人、4000人相当の業務量削減を検討中とされています。今後、メガ 

バンクのリストラが吹き荒れることが予想されます。こうした状況 

を踏まえ、早目に相談に対応すべく、ホットラインを開設すること 

にしました。組員の皆さんもぜひご協力を！ 

日時：12月 9日（土）、10日（日） 10時～18時 

ᅕৎኵӳՃܖ፼∝ʩ්˟≋≭≵ᅕৎᬜɦ≌ 

日時：1 月 13 日（土）１５時 ＠神戸市婦人会館 4 階あじさい 

 久しぶりの神戸組合員学習・交流会です。是非、ご参加を！ 大阪・京都・奈良からの

参加も歓迎！  

                                  

≰≸∝≮≸ӳӷٻஓ࠰˟ 
日時：12月 16日（土） 18時 

場所：ＰＬＰ会館 ４階中会議室    

参加費：1000円 

 毎年恒例の大望年会。多事多難な一年を振り 

返りつつ、勇気をもって新しい年にのぞむ。闘い

はまだまだ続きます。とは言え、そんなことばか

り考えていたら疲れてしまいます。ここは大いに

飲み、大いに食べ、大いに楽しみましう！ 


