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ヨコのカギ

中位の等級
～富山の薬売り
父または母の父。じい
図書館でコレを３册借りた
 二度と遅刻するなと～を刺す
ささえる柱・棒。つっぱり
就寝
 前に飲む酒。～のブラ
ンデー
 線分または弧を２等分する点
仮に寝ること。うたたね
縁起
 、転じて定められた運
命 前世からの～
なかだち。売買を～する
手紙
 のたより。詳細は次の
～にて
ゴルフでアウトの対
ライオンの和名
フラ
 ンスの博物学者ファー
ブルの著
争い
 の～。人の～に巻きこ
まれる
はげしく降る雨、豪雨
鯉の～登り
鎧（
 よ ろ い ） と 冑（ か ぶ
と）。～装束
買い取る値段。売値の対
昆虫
 などのまだ成虫となら
ないもの
注を
 書きつけること。また
その注
寝る
 ための部屋。～に布団
を敷く
コネクションの略
むら。市町～合併
月号の当選者の発表は次
号になります

「パズル」の応募方法

水と油の２人のドタバタコメディー

田中

幸恵
す。教材研究や準備は放課後
しかできないのに、会議や研
修、 出 張 な ど で 埋 ま っ て い
て、自分の仕事ができるのは
時以降というのが現実で
す。年々、仕事量が増えてい
るなぁと感じています。
そんな中でも子どもたちは
かわいいです。子どもたちが
楽しく学べるように、教員が
生き生きと働けるように、小
さなネズミの年ですが、希望
を大きく持って頑張りたいと
思います。

大阪市学校園教職員組合

◦入
院
◦安静休業

～嘘からはじまる人生喜劇～

〈給付内容〉

グッドバイ

文豪・太宰治
の未完の遺作を
成島出監督がメ
ガホンを取り、
文芸雑誌の編集
長・田島周二役
に大泉洋、ガサ
ツで金にがめつい担ぎ
屋永井キヌ子役に小池
栄子で映画化。
舞台は、戦後の混乱
から復興へと向かう昭
和の日本。田島は何人
もの愛人を抱えてい
た。さすがにこのまま
ではまずいと思った田
島は、本妻を呼び寄せ
るために彼女たちと別
れる決心を固めます。
愛人と別れたいダメ男
・田島と金がほしいキ
ヌ子が嘘夫婦となって
愛人たちを訪れます。
思いを花言葉にのせて
伝えるはかなげな花屋
・青木保子（緒川たま
き）、「奥様、お目にか
かれてとっても嬉しく
ってよ」とさらりと言
ってのける挿絵画家・
水原ケイ子（橋本愛）
、
きつめの診察を行うク
ールな女医・大櫛加代
（水川あさみ）という
タイプの違う３人の愛
人たちに〝グッドバイ〟
を 告 げ ま し た。 し か
し、疎開のため離れて
暮らしていた正妻・静
江（木村多江）が目の
前に現れた時に、うま
くいくかに思えた計画
に〝番狂わせ〟が起き
て、とんでもないこと
になっていきます。
最低の人間を描かせ
たら天下一品の太宰の
作品ですが、ひどい男
でも憎めない役は大泉
の当たり役です。泥ま
みれの怪力女の小池栄
子もなかなか見ること
が で き ま せ ん。 し か
し、何もかもなくした
男が最後に求めるのが
愛ということは決して
コメディーではなく、
太宰の本心でしょう。
２月 日より全国ロ
ードショー。

※現行の健康告知も改定（緩和）されます。次回に紹介します。

以前より、加入者や担当者から「持病で通院中でも
加入できるように健康告知事項の見直し」などの要望
に応え、定期的に通院していても加入できる「緩和型
医療共済」を４月１日から施行することになりました。
既に医療共済に加入している方も、現在の健康告知
事項に該当するため増口が出来なかった方も、加入可
能な制度になります。

教員が生き生き働ける年に
大教組

大阪市で小学校の教員をし
て、現在 年目、今年度は４
年生の担任をしています。朝
は７時半ぐらいに出勤、だい
たい 時くらいまで学校にい
ます。学期末の時期はもっと
遅い日もあります。授業は専
科などの空き時間がなく、週
時間全て担任がやっていま

日額500円／口
日額250円／口
１日以上90日限度
連続７日以上45日限度

〈制度内容〉

比嘉

香葉
合活動で、学び、交流し、運
動してきたからだと思ってい
ます。私は、独身ですが、そ
ろそろ結婚もして子どももほ
しいなと思っています。育休
や産休、休暇などが正規職員
と同じようにあれば、ずっと
仕事も続けられるのではない
かと思います。２０２０年が
始まりました。初めて指導員
になった時の気持ちを忘れず
に仕事に励みたいと思いま
す。そして、人のためになる
ことをたくさんしたいです。
職場環境がよくなるよう運動
もしていきたいです。

守口市学童保育指導員労組

初心忘れず、
職場環境をよくしたい
自治労連

私は守口市で、学童保育の
指導員をしています。学童保
育の仕事を始めて８年目にな
ります。毎日、子どもたちと
ワイワイ楽しく過ごしていま
す。
８年も続けてこれたのは、
子どもたち、保護者の方、周
りの先生方が支えてくれたか
らだと思います。そして、組

大阪労連共済は自治労連・大教組・国公労連・医労連・福保労の各共済とは制度が違います。

大阪労連共済事務局 ☎ 06-6357-6462　　⒝ 06-6357-1065

心の中。～穏やかでない
 身なり。～ふりかまわず働く
 兼ね備えていること。才色～
上位の対。～グループ
囲碁・将棋等で序盤と終盤
との間。～戦
年来の功労、多年の功労。
～序列
 下手な鉄砲も～撃ちゃ当たる
一たん計画しながらやめる
こと。雨天～
ヘビ、カメ、トカゲ、ワニ
の類
旧国名で今の静岡県東部。
～の踊子
陰暦 月の異称
この世の中。～の荒波にも
まれる
雨の中。～の熱戦
青年と老年との中間の年
頃。～太り
 ♪～が鳴りますキンコンカン
草や柴などを刈るのに用い
る道具
ちゅうぶる。～車
～も方便、～発見器

❶陰暦
 ８月 日の称。～の名
月
❺ 船首を左に向ける時の舵使い
❾顔面。蛙の～に水

出題＝ Mr.BON

亮太

明けましておめでとうございます。２０２０
年の大阪労連は８時間働けば人間らしく暮らせ
る社会をめざし、職場と地域から共同の輪を広
げていきます。そこで、子年生まれの組合員の
皆さんに今年の抱負などを語って頂きました。

組合のよさを伝え、仲間増やす
岩尾

亜希子

います。
僕は入職して１年目の 月
に財団分会の執行委員にな
り、現在３期目となっていま
す。そんな僕の抱負は、組合
加入の声掛けをするときに、
組合に入ってよかった事やど
んな活動をしてきたのかをき
ちんと伝えながら、仲間を増
やしていくことです。

全国福保労大阪地本 大阪福祉事業財団分会

僕が働いている職場、ひむ
ろこだま保育園は高槻の氷室
町にあり、周りには自然が多
くあります。子どもの定員は
１５０名の大きな園となって

岡

◦掛金 月300円／口 ◦加入限度口数 10口（個人医療と合わせて20口）
◦加入できる人 組合員本人、配偶者、同一生計の子ども、同居かつ同一生計の親族
◦加入年齢 65歳未満 ◦「緩和型専用の告知事項」の提出が必要

個人医療共済に「引受基準緩和型医療共済」が新設
17

好クリーン

耳原病院労組

ケアの質を磨きたい
堺労連

本年４月１日から新設される
制度改定の紹介！ シリーズ①

共済

.どっと来む 109
大阪労連

（映画案内）

ス

アが必要ですが、多忙で一人
ひとりにかけられる時間が限
られる中では難しいと感じる
場面も多く、日々葛藤しなが
ら仕事をしています。仕事で
辛いこともありますが、患者
さんのありがとうの一言に救
われて続けてこられました。
これからもケアの質を磨い
て、患者さんや家族に寄り添
った看護ができるよう頑張っ
ていきたいです。

13

Ｄ

急性期の病棟で看護師をし
ています。緊急入院を受け入
れながら、手術を受ける患者
さんや、ときには終末期の患
者さんの看取りを行っていま
す。安全に安心して治療を行
うためには手厚く細やかなケ

14
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2020年、要求実現へ

1993年 6 月22日第三種郵便物認可
組合員の購読料は組合費に含まれています
一部10円

全大阪労働組合総連合機関紙
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タテのカギ

〒530－0034 大阪市北区錦町 2 － 2 国労会館１Ｆ ☎06－6353－6421

Ⓒ 2019『グッドバイ』フィルムパートナーズ
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❶夢中になること。ゲームに
～する
❷知らぬ存ぜぬと～を切る
❸宇宙空間等で着用する服
❹物事の進行。一年の～を顧
みる
❻夫婦や養子縁組の関係を絶
つこと
❼カツレツの略
❽地面の熱気。ちねつに同じ
～折り損のくたびれもうけ
駐在所にいる巡査＝～さん
うたがう心。～を抱く

編集人／藤原邦昭
発行人／菅義人
全大阪労働組合総連合
発行所

２月28日（金）18:45 水上ステージ（中央公会堂前）

ヒント 今年の干支のことわざのひとつです。

みんなで実現！「最賃1500円パレード」

あ ん な い

（部内資料）

２月19日（水）18：30 国労大阪会館３階大会議室
講師：黒澤幸一氏（全労連事務局次長）
〈毎月10日発行〉

11

11

34
33
32

37
36

35
Ｇ

23
Ａ
22
Ｆ

８

2020年春闘学習決起集会

ハガキまたはE-mailで〒・住所･氏名･組合
名を必ず明記してください。
〈宛先〉〒530-0034 大阪市北区錦町2-2
国労会館1Ｆ 大阪労連機関紙係
E-Mail：kikanshi@osaka-rouren.gr.jp
〈締切〉２月25日（火）
〔発表は３月号〕
〈賞品〉
正 解者の中から抽
選で 10 人に図書カ
ードを贈ります

鼠のイラストは、ネまたはチュウと読み
変えて下さい（タテとヨコで読み方が異な
る場合もあります）
。
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【とき方】二重カッコをアルファベット順に並び
かえてください。あらわれた言葉が答えです。
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2020年１月10日（月１回、10日発行）
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