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 5 月 24 日（日）午後 1 時半から、ドーンセン

ターにおいて、アルバイト・派遣・パート関西

労働組合の第 12 回定期総会が開催されました。

天気予報では雨模様とのことでしたが、当日は

快晴。夏を感じさせる暑さでした。 
 定刻の午後 1 時半に司会が開会。組合員数 87
名の内、現出席と委任を合わせて 67 名の参加

により、定期総会は無事成立。以下、今回の総

会で決議された内容を紹介させていただきます。 
 

１ 組合名称を変更しました。 

 今回の総会で、組合名称を「関西ユニオン」と変更しました。非正規労働者だけでな

く、今後は正社員も受け入れていきますので、従来の名称から「アルバイト・派遣・パー

ト」を外した形です。 
 
２ 正社員も加入できるようになりました。 
 正社員＝月給制、夏冬のボーナス、終身雇用、年功序列、退職金有り等々という構図は

すでに崩れています。私たちが相談を受けている中でも、時給制、社会保険未加入、ボー

ナス・退職金なし、手取り 15 万円未満等という正社員も増えています。こうした状況を受

け、関西ユニオンは管理職ユニオン・関西との役割分担（ＡＨＰ＝非正規、ＭＵ＝正社員）

を見直し、正社員も受け入れていくこととしました。管理職ユニオン・関西は、今後名前

のとおり管理職からの相談を主に受けていくことになります。 
 
３ 組合の役員の呼称を変更し、会計を新たに加えました。 
 これまで、組合役員の呼称を、「代表」、「副代表」、「事務長」としていましたが、労働組

合の役員の一般的な呼称ではなかったため、対外的に通じにくいという煩わしさもありま

した。そこで、これを一般的な呼称に改めることとしました。また、従来の規約では、「会

計」を定めていなかったので、これを新設しました。 
 

従来 呼称 

  ⇒ 

今後 呼称 

代表 執行委員長 
副代表 副執行委員長 
事務長 書記長 
 会計（新設） 
執行委員 執行委員 
会計監査 会計監査 

 

～報告～ 

アルバイト・派遣・パート関西労働組合 第 12 回定期総会 
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 4 月 16 日、当該の女性から組合に電話が入った。以前別

の会社でのトラブルについて担当したことのある組合員で

ある。久しぶりに連絡をもらったので、「最近元気にして

る？」「仕事は順調？」等と近況を聞いたところ、前日に社

長から「5 月一杯でクビ」と言われたという。 
 
 会社は印鑑の製造・卸をしている。どうも、以前辞めた

人間を復職させることになったことから、玉突き的に放り

出されるということらしい。そっそく、その日の夜、組合

事務所に相談に来てもらった。当該の希望は、「これまで所定の時間より早く帰されて給料

が減っても我慢してきた。」「継続して働く気持ちはないが、こんな解雇のされ方は納得で

きない。」「辞めるとしても、せめて未払い賃金くらいは取り返したい。」というもの。 
 当該女性は、以前別の会社でもめたことがあるので、要領がわかっている。解雇通告を

受けるや、社長にそれまでのタイムカードを見せてほしいと要求し、スマートホンで撮影

するという手際の良さ。給与明細も揃えていた。 
 
 4 月 30 日に、東大阪市民会館で団交実施。組合としての要求事項は、①不当解雇の撤回、

②未払い賃金の支払い、③有給休暇の付与、④雇用保険の遡及加入、というもの。社長は、

当該女性について、仕事ができない等々文句を言って、解雇は正当であると主張。もっと

も、社長自身は労働法についてほとんど何も分かっていないようで、話がかみ合わず、平

行線のような状態で団交は終了。ともあれ、組合が要求書をまとめて送付し、会社はそれ

を検討するということだけ決めた。 
 その後、当該と打ち合わせの上、5 月 8 日、会社に対して要求書送付。要求内容は、 
① 未払いとなっている賃金等として、金 105,774 円を支払うこと。 

② 入社時に遡り雇用保険に遡及加入すること。 

③ 解雇を撤回した上で復職までの賃金を全額支払うか、もしくは解雇に対する解決金とし

て金 243,000 円（3か月分の賃金相当額）を支払うこ

と。 

 

数日後、組合から会社に電話したところ、社長は、①

は拒否、②は受諾、③は解決金を支払う、と回答。当該

とも打ち合わせの上、①の要求を取り下げる代わりに、

雇用保険料の労働者負担分も会社が負担すること、解決

金を若干上乗せして 250,000 円とすること、を追加要求

して、合意に至った。 

解決報告 パート社員の雇用保険遡及加入と解決金獲得  
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（解決報告） ホテル経営 N社 組合員 AO さん（60 代女性） 

2014 年 7 月入社。ホテルの清掃、1 年契約のアルバイト。1 日 6 時間労働、

6 勤 1 休のシフト制。2 月末頃、一方的にシフトを減らされたことに不満を抱

いてユニオンに相談。 

 

相談内容(2015年 2月 25日) 

①基本的に 21:00-翌 3:00 の勤務であるが、深夜割増が付いていない。 

②仕事がないときに早く帰らされる。 

③8 時間を超えて残業する日もあるが時間外割増が付いていない。 

④給与明細の労働時間が、タイムカードよりも少なめに計算されている。 

これらの未払い賃金があることを確認した上で、時効が迫っていないこともあり、職場環

境が耐え難くなった時点で再度相談し、団交を申し入れることになった。 

 

団交申入(2015年 3月 27日) 

3 月末から体調を崩して欠勤するようになり、退職する意思では

あったが、未払い賃金の支払いを求めて団体交渉を申し入れた。 

 

団体交渉(2015年 4月 13日) 

①上記 4 点にかかる未払い賃金の支払い 

②有給休暇の消化 

を要求して、基本的に会社は支払う意思があることを確認。後日計算して約 34 万円を請

求した。 

 

電話での遣り取りで会社側からは、①無断欠勤があったこと、②休憩時間があった日も

あること等を指摘され、本人の意思も汲みながら、4 月 27 日付で合意書を交わし、30 万

円で解決した。 



４ 
 

 
 
 
 
 

 5 月 1 日（金）13 時から、中之島公園

剣先広場において、第 86 回中之島メーデ

ーが開催されました。国会では労働法制改

悪が画策され、大阪では都構想にかかる住

民投票が間近に迫るという状況でのメー

デー。平日にもかかわらず、当組合からも

約 20 人が参加、全体では 1000 人ほどの

労働者が集まりました。 
 今春はやたら雨が降りましたが、当日は

雲一つない快晴。強い日差しのために、集

会参加者も皆木陰を求めている状態でし

た。集会は、議員の挨拶や各労組の闘争報

告、音楽等バラエティーに富んだ内容で、

午後 4 時頃まで。その後、中之島を抜けて

市役所横からデモ出発。御堂筋から土佐堀

通りに出て、関西電力前を通過して、西梅

田公園で解散となりました。 

その後、阪急トップビアガーデンにて、

お待ちかねの懇親会。ともかく暑かったの

で、一刻も早くビールを流し込みたい気持

ちでしたが、ビアガーデン開設初日という

こともあって、混雑のため中々入場できず。

さんざんお預けを食っただけに、ビールの

最初の一杯は最高でした。料理は値段に比

してしょぼかったものの、阪急ターミナルビルの

屋上で見晴らしもよく、心地よい風が吹き通って

いました。 
労働側にとって厳しい状況が続きますが、集

会・デモと他労組との交流で、エネルギーを補て

んさせてもらいました。  

第 86 回中之島メーデー 参加報告 
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訃報 

元書記長 大濱和明さんが亡くなられました。 

大濱和明さんが４月２６日に亡くなられ、５月４日家族だけで葬儀をされ、納骨も

済ませられました。６４才でした。 

私、仲村は５月３日に連絡を受け、５日に大濱宅を訪問し御家族とお会いし報告を

受けて、今後のことについて話しました。 

大濱さんとは、京都での長年の活動家同志の付き合いでした。私の１９８６年～９

４年の労働争議（柳本製作所懲戒解雇撤回闘争）時に、大濱さんはバッテリー製造の

中小企業の組合役員の時代に支援をしてくれました。 

京都から広島に一度帰っていた時に、私が管理職ユニオン・関西を立ち上げて以降、

広島の組合員の団体交渉につき合ってもらったことがあります。その後、「管理職ユ

ニオン･関西の専従活動をやってくれないか」と誘い、２０００年の５月からボラン

ティアで手伝い、１１月の定期大会で書記次長に選ばれてから専従活動を続けてくれ

ました。２０１１年１１月の大会前の８月末まで活動を続け、９月から病気入院をし

た後、残念ながら組合事務所に顔を見せることなく数年がたち、亡くなられました。

いろいろな事があり、様々な思い出もあります。 

ご冥福をお祈りします。                       合掌 

 

２０１５年５月７日 

書記長 

 

 

事務所の運営は組合員全員の手で 

月に一度は参加しよう!! 

私達の活動の基本は、相談者･加入者が闘いを始めた時、その闘いをサポートするこ

とにあります。皆さん、月に一度は組合活動に参加しませんか？ 

有給休暇を取って事務所に来ませんか？ 

 

この社会混迷の中で労働相談は後を絶たず、交渉や闘争も増え、 

事務所業務は増加する一方です。 

労働相談、団体交渉要員、府労委闘争、裁判傍聴など、 

組合員の皆さんの応援をよろしくお願いします。 
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介護保険重要学習会の報告 （平成 27 年 5 月 22 日 エルおおさか） 

主催：安心できる介護を！懇談会(準)／労働運動の再生をめざす懇談会 

 
平成 27 年 5 月 22 日(金) 18 時 30 分より、エルおおさかにて介護保険緊急学習会が行わ

れました。各労働組合の組合員以外にも一般の介護事業者や現場で働かれている職員の方も

来場され、100 名を超える方が参加されました。 
まず、大阪社会保障推進協議会の日下部雅喜さんによる講演が行われました。 
日下部さんは大阪府下の介護保険課に勤務されており、現場職員の立場からも今回の制度

改悪でどのような影響が出るのか、分かりやすくご説明をいただきました。 
主な内容として、①低所得者への補助の打ち切り ②特別養護老人ホームへの入所が困難

になる(要介護 3 以上が対象) ③介護保険の利用料の引き上げ ④介護報酬マイナス改定 
⑤40 歳以上の介護保険料の引き上げ について様々なデータや資料を基に、介護保険制度

が限界になっていることを国の財政面からも訴えておられました。 
具体例として、介護保険の財政規模(2.5 兆円)が防衛予算(約 5 兆円)の半分であることや、

現在計画しているオスプレイや戦闘機の購入費用で今回の報酬改定の削減分が充分に賄え

ることなど、介護保険制度についての知識がなくても大変興味の持てる内容でした。 
公費は増やさず、保険料は高くなり限界。保険給付は削減され、事業者の負担は増加。 

結果として、介護サービスの切り捨てや人件費の削減、事業所の閉鎖などが今後考えられる

と危惧されています。 
副題として「これではやっていけない！」とあったように、今後の介護保険改悪を阻止す

るためには、労働組合や利用者・事業者一体となって行政に働きかける必要があると強く訴

えておられました。 約 1 時間の講演でしたが、講演後の現場からの質問や今後の対策など

にも熱心に答えて下さり、とても役立つ学習会となりました。 
その後は、「橋下市政の下で切り縮められてきた介護」や「職員の不当解雇と利用者への

虐待事件を考える」「命がけで確保した介護時間」など、現場職員からの報告も行われまし

た。 
まとめとして、今後の学習会では各労働組合の枠を超えた同業種の交流や運動を通じて、

行政への働きかけなどの取り組みを行っていけるような活動を目指していってはどうかと

の提案がありました。 
次回の懇談会＜６月 17 日(水)18:30～ エルおおさか＞では、緊急学習会の感想や今後の

活動方針について話し合う予定です。介護現場の方に限らず、多くの皆さまのご参加をお待

ちしております。 
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～報告～大阪労働者弁護団基礎講座 

業務命令とその限界について 
～この命令、従わないといけないの？？～  

 
 
5 月 13 日水曜日 18 時半から、大阪労働者

弁護団事務所において、同団体が主催する学

習会、2015 年春基礎講座の第 2 回が約 40
名の参加で開催された。 
今回のテーマは「業務命令とその限界につ

いて」。職場における業務命令には、どこま

で従わなくてはならないのかを、法律的な観

点から検証する。 

プライバシーに使用者はどこまで干渉できるか？ 

服装やネクタイ等の身だしなみについて、使用者はどこまで干渉できるのか。

ヒゲや長髪、染髪は、ヒゲそのもの、頭髪そのものというよりは、手入れの状

態や清潔感といった見る側の印象も重要になる。 
また業務命令違反の程度も判断基準になり、就業規則に基づいた懲戒の対象

になることは認めた上で、解雇までは相当ではないという判例も出ている。 

勤務時間中は職務以外のことを全くしてはいけないか？ 

会社のパソコンから私的なメールを発信する等、職務専念義務に反する行為

については、どのような判例が出ているかについては、業務との関連性、頻度・

回数、社内規定の有無等が判断基準となる。 
一方で、従業員同士のコミュニケーションが、業務遂行にとってプラスに働

く面も認識されており、裁判所の判断は緩めに出る傾向がある。 

会社の不正行為を暴露することは許されないか？ 

公益通報者保護法が制定されるきっかけとなったトナミ運輸事件。運送業界

の「闇カルテル」をマスコミに告発した従業員が、以後 30 年以上にわたって嫌

がらせを受け続け、最終的に裁判を起こして勝訴したという事例である。 
しかし公益通報者保護法では、通報対象事実が犯罪等に限定されているため、

そうでない不正行為の通報が保護の対象とならないという批判もある。 

冒 頭 挨 拶 

使用者の指揮命令下で働くのが労働者だから、

労働問題のほとんどは業務命令に関係している。

しかし例えば刺青に対する感覚は、時代や文化に

よって大きく異なり、判断基準が難しい。今日は

法律の勉強をするのではなく、いかに運動の武器

にしていくかという問題意識で学習して欲しい。 
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5 月 1 日、日本郵便㈱

近畿支社前にて、抗議行

動を行いました。ご協力

いただいた組合員の方、

どうもありがとうござい

ました。 
 私は昨年 4 月、郵便配

達中の交通違反を理由に

戒告処分を受けた上、契

約更新時に時給を 10 円

カットされました。これ

について、不当に重い処

分であるとして、昨年来

団交を行ってきました。神戸北郵便局は、初回の団交で、「この件については近畿支社に報

告し、近畿支社が決めた。」「神戸北には処分を撤回する権限はない」と明言。就業規則や

懲戒規定の説明すら拒否する始末。そこで、組合から近畿支社に対して団交を申し入れて

もらったのですが、近畿支社は「処分は神戸北で決めたこと。近畿支社は関与していない」

「団交は神戸北とやってもらいたい」とのこと。まさにたらいまわしです。組合はさっそ

く「不誠実団交」という理由で、大阪府労働委員会に救済申し立てを行いました。その後、

会社側が労働委員会に提出する書証として、就業規則や懲戒規定を出してきたことから、

労働委員会は取り下げ。その後も神戸北と粘り強く団交を重ねてきましたが、一向に進展

しません。結局、神戸北の団交担当者は、単なるメッセンジャーに過ぎず、何の権限もな

いと考えざるを得ません。そこで、今年 1 月組合は再度「不誠実団交」で労働委員会に救

済申し立て。現在係争中です。私は、何とか近畿支社を引っ張り出したいと考えています。 
 私は何とか膠着状態を打開したいと考え、メーデーの日に近畿支社前で抗議行動を行い

たいと執行委員会の際に提案させてもらいました。その結果、5 月 1 日の抗議行動に至っ

たのです。当日、午前 11 時に近畿支社前に集合。10 名近くの組合員に集まってい

ただきました。そして、近畿支社に入っていく社員たちに対しビラを配るとともに、

ハンドマイクで処分の不当性を訴え、近畿支社に対して団交に応じて説明責任を果

たすよう要求しました。今回の行動に集まっていただいた方々には本当に感謝いたします。

今後どうなるかはわかりませんが、私としてはおかしいことはおかしいとはっきりと言っ

ていきたいと思います。 

～お礼～ 

日本郵便㈱近畿支社前での抗議行動への 

協力ありがとうございました！ 
組合員 K 
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 5 月 1 日、日本郵便㈱近畿支社前での抗議行動を終え、メーデーの集会・デモに参加し

ました。私は、続く 5 月 2 日と 3 日も連続で休みを取り、福島第一原発の真横まで行って

きました。原発の真横を走る国道 6 号線は一般車も通れると聞いていたので、ぜひ今の状

態を見に行きたいと考えたのです。 
 5 月 2 日、ＪＲでいわきまで行き、レンタカーを借りて国道 6 号線を

宮城県の方に向けて走りました。原発が近づくにつれて、パトカーや災

害関係の車が多くなり、ある交差点からは二輪車や軽自動車は通行禁止。

そこから 5 キロほど進むと検問があり、警察官から「この先は避難区域

となっているので人は住んでいません。国道は除染が済んでいるが、それ以外は除染が行

われていないので、窓を閉めて走行するように」「途中の交差点の信号は点滅となっている

ため、駐停車はしないように」「人がいないため、イノシシ等の野生動物がたくさんいるの

で、前方に十分注意して走行するように」等と指示されました。 
多少緊張しながら走っていると、住宅や商店、会社の建物が散在しているものの、人の

気配は全くありません。ゴーストタウンです。さらに進むと、道の両側に金属の壁が作ら

れており、どの住宅にも入れないようになっていました。あちこちには、汚染された土が

入った袋が置かれていて、「触るな」とのシールが貼られています。そこからさらに進んで、

福島第一原発の入り口の交差点に差し掛かると、機動隊のバスが止まっていて、3 人の機

動隊員が警戒していました。そこを通り過ぎ、津波に襲われた地域に入りましたが、原発

事故のため全く手つかずのまま。その姿を見て、本当に恐ろしくなりました。 
しばらく走ってまた普通の街並みに戻ったところで、ラーメン店に立ち寄りました。店

主と会話したところ、「1 年半くらい前に除染が済み、店も被害がなかったので営業を再開

したけれど、お客さんは災害復旧作業の人たちがほとんど。地元の人はほとんどいなくな

った。店は忙しくて良いが、複雑な気持ちだ。」「原発付近は 20～30 年は住むことはでき

ない。たぶん、自分が生きている間は無理だろう。」とのこと。 
私としては、資源のない日本が火力発電に頼るのは経済的に難しい

としても、原発の恐ろしさを目の当たりにしただけに、安易に原発再

開に動き始めていることに強い違和感を覚えます。やはり、次世代エ

ネルギーへの転換に国を挙げて取り組まねばらないと思うし、同時に

国民一人ひとりが過度のサービスを求める今の世の中のあり方を考

え直さないと、この先立ち行かなくなるのではないかと思いました。

今回、福島第一原発の真横まで行き、自分の目で一部でも見てきたの

は、すごく良い経験になりました。また、自分が普通の生活ができる

ことに感謝して生きていきたいと思った今回の旅でした。 

福島第一原発に行ってきました！ 
組合員 K 
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前回、第一回で「カードを活用しよう」とういことでクレジットカードについて書かせていた

だきましたが、ひとつ書き忘れていました。リボ払いとキャッシングは使わないでください。 
カードによる支払のメリットは、現金払いより最大 2 か月近く決済を延ばせることです。その間

の金利分がお得になるのですが、リボ払いにするとこのメリットが帳消しになるどころか、高い

金利をずっと負担し続けることになります。リボ払いって便利だなと考えてしまう人はもともと

カードを持つべきでない人です。リボ払いをやめられなくなることはカード会社の「奴隷」にな

ることです。絶対にリボ払いは使わないでください。キャッシングも金利はめちゃくちゃ高いの

で、海外で不測の「小銭」が必要なときだけに現地通貨を引き出すという時以外は使わないでく

ださい。 
 さて今回は、平成27年度税制改正で「オトク度2倍、手続きカンタン」になったふるさと納税

のお話です。 
 最初にお薦め図書の紹介です。ムック本などいろんな本が出版されていますが、ファイナンシ

ャルプランナーの前野彩氏の書いた「家計のプロ直伝！ふるさと納税新活用術」が家計応援とい

う観点で書かれており、組合員の生活向上を目指す本稿にぴったりの推薦図書です。 
 ふるさと納税は、都会に出ていく人が増え、地方に住む人が減ることによる住民税の減少を食

い止めるため、平成20年に自治体応援策として始まりました。「ふるさと納税」は 
納税という言葉を使っていますが、実際には、寄付すると貰える特産品（特産品を出さない自治

体もあります）で選んだ自治体に寄付をして、自分の住んでいる自治体で収める住民税を減額し

てもらう制度です。次回に紹介します株主優待制度などに比べ金銭的リスクが少ないのが特徴で

す。昨年まで税金還付に確定申告の手続きが必要でしたが、今年からは条件を満たせば、確定申

告なしで手続きできます。普段、確定申告しない方もハードルが低くなりますので、是非ともチ

ャレンジしてみてください。 
 サラリーマンは税金のしくみに疎い方が多いので、ふるさと納税を機会に税金のしくみを勉強

されることをお薦めします。 
 さていよいよ具体的な手続きですが、「お得な最大寄付金額」、つまり寄付して必ず税金が安く

なる金額がいくらまでなのかを見極めることが一番大変な作業です。年収はもちろん、既婚か独

身、扶養家族、医療費控除、住宅ローン控除、事業所得などの条件によって「お得な最大寄付金

額」は変わってきます。税金に詳しい人やふるさと納税の経験者に、ご自身の税金に関する資料

を持参して相談するのがよいでしょう。寄付額は欲張らず、「お得な最大寄付金額」内で、ほどほ

どにしておくと良いと思います。なお２千円は寄付額にかかわらず戻ってきません。残りの寄付

額が翌年の税金から戻ってきます。2 千円を除く全額を回収するのに最大 2 年近くかかるので、

その間の生活費にも事欠く人はふるさと納税はなさらない方が良いと思います。 
高額所得者ほど恩恵を被るふるさと納税制度は、税制的には貧しい労働者を応援するものではあ

りませんが、利用できるなら利用して闘争資金を補いましょう。 

Mr.K のあれこれエッセイ第二回 「ふるさと納税の楽しみ」 

                                 ＭＵ組合員Ｋ 
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 ふるさと納税の手続きの詳細は、冒頭のお薦め図書に詳しく書かれていますので参照してくだ

さい。 
それでは、お楽しみの一押し特産品の紹介です。 
一般的にはお米が家計を助けるうえで横綱クラスなのですが、そこは労働組合ですので、酒類

をトップに紹介します。私は昨年、茨城県の石岡市に 1 万円寄付して、日本酒の一升びんの 2 本

セットを送ってもらえた実績があります。次にみなさんの好きな麺類です。お住まいの方もいら

っしゃるかもしれませんが、大阪府池田市からは1万円の寄付で「日清ラーメンセット」（チキン

ラーメンのキャラクターボールペンなどキャラクターグッズ入り）が大きな箱に入って送られて

きました。もちろん中には元祖チキンラーメンや最新のカップ麺などフルラインナップ揃ってい

ました。 
今年に私が考えているのは、泉佐野市に 1 万円の寄付でピーチ航空の「Peach ポイント 5000

円分」をゲットです。これなら、もろにお金が節約できそうです。他にはお肉や魚介類で少し贅

沢もしてみたいですね、今年こそは・・。いつも節約ばかり考えていると疲れますから。 
還元率が一番高いのは、宿泊券や入場券ですね。出している自治体は限られていますが、行き

たいテーマパークなどがある方には狙い目です。 
とにかくネットでふるさと納税ランキングサイトを検索するだけでも面白いので、試してくだ

さい。お薦めはhttp://www.furusato-tax.jpの「ふるさとチョイス」です。 
 
次回はフィナンシャルプランナーについて若干の説明のあと、株主優待制度についてご紹介し

ます。お楽しみに！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時は５月２３日１５時から１７時までで、場所は扇町プールの卓球場です。 

お天気も良く、大変、暑い中を５名の組合員が参加して頂きました。日差しは暑いのに、卓球場

はクーラーで快適に卓球が出来ました。参加者の組合員の皆さんの卓球の腕前などは、大変、上

手でラリーなど出来て、楽しく運動が出来ていました。 

この日は２時間をシングルなどでラリーをしました。順番に変わり交代して、他の３人は挨拶

から始まり卓球の話などしたあと、政治や経済などの話しもして、親睦を深めました。卓球の後

などお酒などの交流会の予定を設けてなかった為、卓球のプレーの休憩時に親睦会の代わりが出

来てとても良かったと思います。参加下さいました組合員の方々にお礼を申し上げます。 

また卓球を開催する広告する活動して頂きました仲村さんを初め機関誌のご制作に携われてい

ます方々にも、大変感謝しています。ありがとうございました。最後に組合員の皆様、またスポ

ーツ交流会を企画しますので、参加をお待ちしています。 

スポーツ交流会 卓球を開催しました。 
担当ＭＵ執行委員Ｋ・Ｉ 
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 5月10日（日）、近鉄天理駅に10名が集合。今春はやたら雨が続いたが、当日は快晴。夏のよ

うな陽射しの下、一行は天理の商店街を抜け、天理教の教会本部の右手を抜けて、石上神宮へと

向かった。 
 石上神宮の参道に入ると、鬱蒼とした樹林が木陰を作り、冷やりとした風が頬を撫でてくれる。

参道や境内には天然記念物の東天紅や烏骨鶏があちこち歩いていて、石段の横手にある鏡池には

奈良県天然記念物のワタカという魚が泳いでいる。池に沿って右手に曲がると、そこは万葉の世

界～山の辺の道。左手に山を仰ぎつつ右手に里山を見渡す小路が果てしなく続き、初夏の陽射し

と晩春のやや冷たい微風が、日頃のストレスを溶かしてくれる。のんびりした気持ちに浸りなが

ら、20分ほど歩くと茶屋に到着した。 
ここで、悲しいかな、遊歩会の現実があらわになった。リー

ダーのＯ氏はじめ数人が、さっそく買い食い。Ｏ氏は、ソフト

クリームだけでは飽き足らず、草餅までほおばっている始末。

すっかり髪の薄くなった頭をテカテカ光らせ、腹を突き出しな

がら、口の周りにべっとりとクリームをつけ、その上に餅粉ま

でまぶした姿は、なんとも情けないものだった。一方、最近Ｏ

氏に対抗してめきめきと実力をつけてきたＨＲ氏がビールを

持参してきたことも発覚。「遊歩会 メタボ解消特別対策チーム」解散以来、タガが外れてしまっ

たとしか思えない。 
 茶店を出て、夜都岐神社を過ぎると、イチゴのビニールハウスが点在する畑が広がっている。

そこからさらに少し行くと、環濠集落。中世から近世にかけて自衛のために周囲に堀をめぐらし

たということだが、今も堀の一部が残っている。この辺りまで来ると、正午も過ぎ。一行の関心

ももっぱら昼の弁当に集まりだし、長岳寺の横にある休憩所で昼食。山里の風景を見ながら、各々

弁当を広げて、歓談した。話題は 7 月の遊歩会のコースとなったが、ビールを片手にしたＨＲ氏

が主導権を握り、「7月は伏見の酒蔵巡り」と提案。最終決定には至らなかったが、一行はズルズ

ルとＨＲ氏のペースに巻き込まれていった。 
 長岳寺を出て、景行天皇陵を右手に眺めて通過、檜原神社を通り過ぎて大神神社へ。この道の

りが結構長いが、まずまず平坦な小路を、山里の風景を楽しみながら、ゆったり歩くのは良いも

のである。 
 大神神社で記念撮影を行い、参道を下って街中へ。実はこ

の時道を間違えたようで、地図を見ると山の辺の道はさらに

南へと続いていたのだが、後は舗装道路を歩く羽目となって

しまった。歩くこと 30 分以上、近鉄桜井駅に到着した時に

は、クタクタ。結局 15 キロ余りは歩いたことになる。途中

多少の醜態はあったものの、一人の脱落者もなく、山の辺の

道南コースを全員踏破することができたのは、遊歩会の成果

と言えよう。  

～報告～メタボ解消！ 遊歩会  

古都奈良・山の辺の道（南コース）新緑に遊ぶ 
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組合事務所界隈から始めた安い・旨い・ユニークなお店を紹介する勝手なペー

ジです（笑）一度、騙されたと思っていってみて!(^^)! 
今回は、新鮮ホルモン酒場ごっつ、安くて満足ホルモンちゃん 

環状線天満駅より徒歩１分くらい？ 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
                     

ぶらり居酒屋呑みログ 

連載企画 8 


