％カットの

して「①心の通い があった。藤川さんは、
「地
あう学校運営につ 方公務員賃金

生以上の

川伸治さんによる「公務員

方公務員部会事務局長の藤
賃金をめぐる情勢と課題」

された。
冒頭、泉雄一郎執行委員

すものであり、今回の措置

は地方自治の根幹を揺るが

地方の財源を削り取ること

然の考え方を無視し、国が

束して実施された公共事業

が地方交付税で負担」と約

源とし、その借金は将来国

年代に政府が「地方債を財

赤字財政となったのは、

なっている。しかし地方が

めなければならない。

守るためのとりくみをすす

かな学びと私たちの生活を

ならない。子どもたちの豊

年度本部執行部体制

美安 周平

釜口 清江

松山 大介

教文部長
（氷上支部）

賃対部長
（姫路支部）

女性・生活部長
（神戸支部）

法政部長
（神戸支部）

新たに 人の役員が加わり、組合員の先
頭に立つ新体制で、新年度の運動がはじ
まっ
た。（ ）内は出身支部。
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兵庫教育文化研究所

吉川 景敏

青年・教財部長
（宝塚支部）

・「こどもの詩と絵」第 集
表彰式・発刊記念集会

ね返し、組織強化につなげ る年度当初のとりくみなど
が意思統一され、泉執行委

本格実施となる人事評価育 で会は締めくくられ、

質 疑・ 討 論 で は、 今 期、 員長による団結がんばろう

よう」と呼びかけた。

成システムや組織拡大につ 度の兵教組のとりくみがス

い て、 ② 教 育 文 強制について、何がおかし
化・社会貢献事業 いかを知り、支部、分会で

年

の充実・発展、財 皆に説明するのが皆さん方

により、震災復興のための

政基盤の確立につ リーダーの使命」と話した。 いての質問や意見などが出 タートを切った。
２日間にわたり、当面す

いて、③組織の強 ま た、「 怒 り を 持 っ て た た された。
化・ 拡 大 に つ い かい、組合の力でこれを跳
て、④政策・制度

年

送り、高校授業料無償化の

加えて政府は小学校

となる。

共事業などに限定されてい

見直し検討、生活保護の減

る上、使途が防災対策の公

を発行することが前提であ

て い る が、 地 方 債（ 借 金 ） 人手がさらに不足すること

要求のとりくみに 「 公 務 員 賃 金 を め ぐ る 情 勢 方の防災事業に充てるとし
ついて」を語った。 と課題」（要旨）
会議では、本部役職員の

る。これでは経済効果も一

額など教育現場の願いを無

紹介の後、これまでの経過

日

時 的・ 限 定 的 な も の と な

視した「教育再生」をすす

の２日間、ラッ

り、地域経済の活性化につ

めようとしている。この流

長はあいさつで、年度当初

の団結がんばろうで会はしめくくられた。
（３月２８日、ラッセホールで）

人以下学級の見

ながらない。現在兵庫をは

れを阻止するためには政府

と情勢、協議事項の確認が

じめ多くの地方自治体は多

予算案を修正させなければ

セホールで「兵

額の借金を抱え、給与カッ

また、公務員連絡会 地

地方交付税は地方固有の

トなどの行財政改革をおこ

「年度当初のとりくみの完遂に向けて、兵教組団結してがんばろう !!」と、泉委員長

35

には大義がない。まさに地

兵庫県事業所所長の吉田順子が3
月末で退任し、今年度より新た
に髙砂賢が就任いたしました。
今後ともよろしくお願いします。

支部三役合同会議」が開催

地方に任せるべき。その当

された。

・

兵教組団結してとりくんでいこう

第１回新旧支部三役合同会議
のとりくみの討議の素材と （ 要 旨 掲 載 ） と 題 し た 講 演 財源であり、その使い道は

教組第１回新旧

28

！

％賃金削減反対のとりくみ、組合加入促進など

7.8

３月

7.8

方をばかにした措置であ

政府は地方公務員の給与

によるものである。

井上 拓路

副所長
（西宮支部）

兵庫県教職員組合
代表者

国は削減された財源を地

る。

神田 英幸

副所長
（三美支部）

を削減しても地域経済には

執行委員長
（伊丹支部）

福岡 弘美

影響を与えないとしている

泉 雄一郎

副委員長
財政・広報部長
（三田支部）

2013/4・1
藤川 伸治さん

13
3
髙砂 賢 所長

が、水岡俊一参議院議員が
総務大臣に問いただしたと
ころ、実際には試算をおこ
なっておらず、何の根拠も
ない見解である。我々の試
算によると、今回の措置の
影響で民間給与が１人あた
万人を超える雇用が失わ

り 月 ５， ０ ０ ０ 円 減 少 し、

池田 啓子

書記長
（芦屋支部）

33

教職員共済生活協同組合
兵庫県事業所

90
れる。さらに、各地の防災

川原 芳和

書記次長・総務部長
情報管理部長
（三美支部）
事務局長
（佐用支部）

2面

事業に人手が割かれること

山木 正博

組織部長
（豊岡支部）

長本 浩嗣

事務局次長
（津名支部）

No. 1833
1

森戸 卓也
杉浦 光生
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第33集

表彰式・発刊記念集会
集 表彰式・発刊記念集会が開催された。会には、

３月３日（日）、ラッセホールで「こどもの詩と絵」
第

９年からはじめて

お父さんよぉ

だって、お父さんは仕事ばっかり。

家にいることはほとんどない。

ぼくの発見

ぼくは、発見した。

姫路市坊勢小学校
小林

ぼくの父さんと母さんは、

朝早くから沖へ出かけて魚を捕る。

淡路市富島小学校 四年
浦上 大翔

ぼくがねてからも、

この冊子は、子どもた
夜おそくまで起きているということ。

六年
駿太

でも、お母さんが言うにはパチンコらしい。

と、感じたこと、考えた

お母さんのたのみごともきげん良く

嵐の日には、船が揺れ

春夏秋冬

私はバスケ部

今度ぼくがちゃんと言うちゃうよ。

「お父さんにもっと優しくしちゃって」
って。

「Ｏｄｉｌｅ」
加古川市加古川中学校一年 臼井 万結馨

加古川市加古川中学校 三年
安﨑 花里菜

ミスは誰でもする、ということ。

だから同じミスをしないように

知っていますか？

頑張れば良い。

努力している人は「努力した」

ニ年
雄大

父と祖父は家族のために

なんて言わないこと。

誰かを思う大切さ

成功の反対は「失敗」ではなくて

知っていますか？

言い訳にすぎない。

「努力した」なんてただの

あきらめずにがんばる事の大切さ

何もしないということ。

何もしないで失敗なんてしないんだ。

今は準備中

あせらずゆっくり

だから逃げる前に努力しろ。

未来は自分の想いで変えられる。

やり直すことはできないけど

タイムスリップして過去に戻ってもう一度

父と祖父が流す汗

投げ出す前に踏ん張ってみろ。

一歩一歩近づきたい
父と祖父と私

同じ汗と同じ筋肉を得る日まで

努力する、夢のために…。

今日も明日もこれから先も

私はそのことに気づいたから

辛いのは私だけじゃない。

父と祖父の筋肉

もう一歩近づきたい

弱音をはかない父と祖父

働く事の大切さ

また一歩近づいた

私はチームのために

新温泉町浜坂中学校
塩川

知っていますか？

いっぱい働いてくれてしんどいのになあ。

だんだん無視こうげきに入る。

お母さんはしんどくなってくるのか

なのにやったためしがない。

と言って返事をする。

「おー」

ぼくは、聞いてみた。

父は漁師

ときどききってくれる。

大量の汗

努力

「夜おそくまで、何しとん。」
そしたら、
父さんは、パソコンで
明日のお仕事のじゅんび、
リボンの内しょくをしていると言った。

母さんは、

１８編、絵２０７点が掲載されている。子どもたちの素朴で生き生きとした作品
今まで気づかんかったけど、

今回の応募点数は、詩６６５編、絵１，３５６点、その中から選考された詩１
は、私たちにほのぼのとしたあたたかさを与えてくれる。この本が、学校や家庭
ふたりとも、

ほんまにありがとう。

ぼくに自転車をこうてくれると言った。

次に内しょくのお金が入ったら、

母さんが、

夜おそくまでがんばってたんやなぁ。

で読み、語られ、人々に元気や癒し、励ましを与えるものとなることを期待する。
★今号では、発刊記念集会で発表された詩や絵を一部紹介する。また、今後、

さんぱつ
上郡町高田小学校 ニ年
武田 伊吹

祖父も元漁師

ぼくのおとうさんは、
さんぱつやさん。

かみの毛をきると、

大雪の日には、体を温め

チクチクして、いや。

拭いても拭いてもとまらない汗

一歩だけ近づく

動いただけ筋肉がつく

がんばっただけ汗がでる

今おもうこと

考えても見つからない答え

何がちがうのか

どこかがちがう汗と筋肉

父と祖父と私

一日一日力強く感じる筋肉

手足の筋肉

けれど、

ありがとう。

きれいにさんぱつしてくれて、

おとうさん、

と、言ってくれる。

「かみがた、かえた？」

「いぶちゃん、かっこいい。」

みんなが、

きもちいい。

とてもすっきり。

きりおわったら、

はさみをうごかすのもはやい。

チョキチョキ、

カーブもすいすいうごく

まほうのようにはさみをつかう。

ふくの中に入って、

きったかみの毛が、

ぼくのかみを

いえで、

どこかがちがう汗と筋肉

ことなどを「詩や絵」を

休みの日にはよく腰の医者へ行く。

ちが普段の生活や体験の

「ジュラシックタワー」
たつの市揖保小学校ニ年 瀬川 晋太郎

なかから自分がみたこ

「こんなおへやだったらいいな」
神戸市有野小学校一年 髙田 詩夏

とおして表現した作品集
で、国際児童年の１９７
集目になる。この事業には、教育

33

の詩の朗読や絵の説明があった。

は咲く」などを歌った。代表が表彰され、子どもたち

んなで歌おう」では、東日本大震災復興ソングの「花

子ども・保護者、教職員など７６６人が参加した。
「み

33

文化・社会貢献事業協賛金が活用されている。

「こどもの詩と絵」
教育ひょうごやさまざまな発刊物で、子どもたちの作品を掲載していく。

オープニングは兵庫教育文化研究所「音楽教育部会」の水谷やよいさん
（加西）
、大林万寿美さん（佐用）によるミニコンサート「みんなで歌お
う」がおこなわれた。
（３月３日、ラッセホールで）
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