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労働組合員は『春闘』をたたかいましょう！ 

書記長 寺尾そのみ 

冬眠組合員にも春闘はチャンス 

 

２１世紀生まれの労働者はもう「春闘」という言葉を聞いたことも無ければ、

意味も知らないそうです。その前の世代でも、鉄道会社の組合のストライキで電車

が止まったとか、そんな経験は記憶の彼方…。大企業の社内労組（御用組合とも言

われる）の初めから腰が退けているテイタラクは、コロナ禍の状況下であるとして

も目を覆うばかりです。政府が恩着せがましく提唱する官製春闘に至っては、もは

や闘う主体が誰なのかわからなくなっています。 

労働組合の要求はお願いではありません。ドイツ連邦労働裁判所が判決文（1980 年）で

「ストライキ権を伴わない労働協約交渉は集団的な物乞い（kollektives Betteln）に過ぎ

ない」と述べたように、きちんと闘いを構えて…犠牲も伴うかも知れません…目標を定め、

作戦を立て、兵站を整えて攻めるのです。そうです、労働組合の旗を掲げて！ おとなし

く黙って空に向かってポカンと口を開けていたら、誰かが飴ちゃんを放り込んでくれるな

どというウマい話があるわけないんです。 

管理職ユニオン・関西（ＭＵ関西）の組合員の皆さんの中には、加入時のトラブルが解

決した後しばらく職場に要求書を出していない人や、転職先に自分が労働組合員であるこ

とを通知していない（非公然）人もいるでしょう。そろそろ会社にモノ申したいけれど、

タイミングを逃している…という人、春闘はチャンスです。 

「組合が春闘やれ！要求書を出せ！て言うてますねん」 

 という消極的なきっかけでも良いと思う

のです、労働組合活動を再開するためには。

管理職ユニオン・関西の統一要求としてい

くつかの項目をまとめ、それらのどれか 
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をメインに自分の職場/会社に要求するという方法もアリです。 

 

どんな要求をするか？ 

 

たとえば、コロナ禍の状況下で会社の感染症対策について要求するとか。「密を避ける」

と言われても交代要員が確保されなければ無理！どうするの？ リモートワークをする

のに通信環境やセキュリティ対策の費用が自分持ちになっているのはおかしい！会社で

払え！ リアルで一緒に顔を合わせていない状況での評価は妥当なのか？ 今ならでは

出せる要求もあるでしょう。 

その際には、自分よりも立場の弱い仲間のニーズや困りごとにも視野を拡げてください。

たとえばマスク必須の職場で自腹購入だとしたら、賃金額の低い人のほうが経済的負担が

大きいはず。ぜひ備品として会社に用意させるような要求に。 

また、定年までのカウントダウンが始まるという人は、これを機に早めに再雇用条件に

ついて会社に協議/交渉を求めましょう。定年直前になってドタバタしても、良い条件を引

き出すのはなかなか困難です。 

統一要求は今後の執行委員会等で討論してまとめていきましょう。リモートも含めた討

論集会のようなものもできたら良いと思います。 

 

どうやって要求を実現していくのか？ 

 

 個別（あるいは職場毎）の要求をまとめたら、ＭＵ関西のメンバーでお互いに協力して

団体交渉に参加しましょう。日を定めて何人かで職場を回って申入れ（要求書持参ツアー）

やミニ抗議行動をやってみるのも面白いと思います。 

そしてビラ撒きです。マイクで大声を出すのが憚られるようであれば、プラカードをつ

くってサイレント スタンディングをするというのもできますね。 

コロナ禍ではありますが、ＭＵ関西の今年の春闘は“姿を見せる”たたかいを模索しよ

うではありませんか。 

次ページは、さっそく職場でのビラ撒きを敢行して労働組合の存在を 

知らしめた、北越陸送の仲間のレポートです。皆でぜひ後に続きましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭も鍛える！ ２/19(土)労働法講座 
▶主催：日本労働弁護団の労働法講座。オンラインでも参加できます。 

▶第一講座「解雇・雇止め～最高裁判例を踏まえて～」は労弁前会長の徳住堅治 

弁護士（旬報法律事務所）が最新判例を引きながら解説。第二講座は「労働条件 

不利益変更にどう立ち向かうか」、数々の困難な労災事案を担当された気鋭の笠置裕亮弁護士

（横浜法律事務所）のお話。２講座まとめて受講がお得♪ 

▶テキストとして、まだ一般書店では入手できない『新・労働相談実践マニュアル』（定価

5,500 円）も割引販売。申込方法等詳しくは↓  

https://roudou-bengodan.org/topics/10740/ 
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北越配送 ビラまき活動報告 
                                  組合員 Ｍ、 Ｓ 

 

 １月２０日（木）出勤時間前に、第２回団交報告と団交確認事項の会社からの回答書

を組合の会報として配布しました。 

当会社は、８時から出勤と９時から出勤と２通りの出勤形態があるため、２通りの方

法でのビラまきを行いました。①８時から出勤：始業前の７時５０に一人一人手渡しで

配布する。②９時から出勤；それぞれの個人の机に置いておく。一部の仲の良い従業員

に事前に今回の経緯を説明しておき、その方に説明を頼んでおきました。 

 

▶ 活動後の会社の反応： 

今回の行動は、会社は恐らくだが予測していなかったと思われます。会社の回答書は

組合員だけにしか見られないと思っていたようです。 

就業規則にもないような新たな規則を後出しジャンケン的な内容での回答をしてき

たりしたが、組合員以外の他の従業員に伝わるとは予測していなかったのか代表の社長

は顔色が変わり、後からきたオーナーは出社後別室にこもりきりになった。 

 

▶ 従業員の皆様の反応： 

今回の内容にはきちんと目を通した方がほとんどと思われる。一部の仲の良い従業員

さんから感想を聞いたら、会社の対応は良くないとの回答がほとんどだった。 

今回の「５５歳以上は昇給をしていない」の回答には、適応年齢の方やその付近の年

齢の方達にはかなり気になったとのことである。 

少なくても回答がプラスのイメージを持っているものは少ないと思われる。（声をあ

げるものは、今はいないが・・） 

ただ全従業員さんに、今会社で起こっている現実を伝える事は確実にでき、第三回以

降の団体交渉もきちんと情報開示を全従業員さんにしていく。今後の交渉も今回と同様

の誠意のない回答がくれば、その情報は全従業員に開示するので企業に対して立派な抑

止にはなると思われる。企業も、うかつに回答できなくなるとは思われる。 

補足ですがあえて９時以降の社員さんに手渡しではなく、机に置いたのは会社側が気

になって見ると予測して行いました。案の定、経理の上長がその資料をどこかはわから

ないがＦＡＸしていたとの事です。（恐らく弁護士かオーナーと思われる。） 

今回の活動は全て思惑通りに事が運びました。 

 

▶ その他： 

我々組合の活動はなぜ行っているのか？ 目的はなぜか？ いま起きている現実を

少なくとも情報は従業員と共有できると思われる。今後も企業と正々堂々と向かい合い 

声をあげ職場環境・労働環境の改善に努めていきたいと思います。 

以上 
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中労委命令待ち、相次ぐ団交拒否会社！ 日本フッソ工業事件 

大阪府労委へ最終陳述書 提出！ 
 

（最終陳述書の要約 執行委員長仲村） 

 

〈争点について〉 

 

１， 争点は、組合が団交の協議事項として「Ｙ組合員、Ｗ組合員の昇格がされなかっ

たことが組合員であるが故の差別である」とし、その説明を求めた。この団交を拒

否した会社に正当な理由がある否かです。 

会社は、協議事項「昇格差別」について、その「具体的内容や根拠も示されず」とか、

「組合に協議事項の具体的内容（及び根拠）について明らかにするよう繰り返し求めて

きたところ、組合はこれに応じないまま」とした。これは事実ではない。 

団交申入書の前文で、「Ｙ組合員、Ｗ組合員の後輩や二人より社歴の短い社員が先に昇

格している事実があります。また組合としては勤務の正当な評価結果でなく、明らかな

組合員であるが故の差別であると認識しています。」とし、協議事項に「本年 4 月 1 日付

けの昇格について。Ｙ組合員、Ｗ組合員の昇格がなされなかったことについて昇格差別

であると考えている件も含めて」と具体的理由や根拠を示している。会社の主張は、団

体交渉を逃れるための詭弁である。 

組合が示す具体的理由や根拠に対して異議や反論があるのであれば、昇格の基準、Ｙ

組合員とＷ組合員が昇格されない理由を含め、団体交渉で説明すればよいのである。 

 

２、  団体交渉拒否の事実は明確である。 

Ｙ組合員への反対尋問において、会社側代理人は、陳述書に係長昇進の記入がなかっ

たことを槍玉に挙げ、「虚偽でしょう」とＹ組合員を非難した。 

会社は、本件不当労働行為申立書提出後、Ｙ組合員が係長に昇進したことを強調する

ことによって、昇格差別とする本質的な組合の要求をあいまいにし、本件の争点をはぐ

らかそうとしてきた。 

会社は、本件の申立が行われたので、組合とＹ組合員に対して評価の説明も行わない

まま、本件対策としてやむなく昇進させたということが容易に推認できる。 

会社は、団体交渉に応じず昇格をしない理由として、「基本的に個々の昇格・昇進案件

は（誰を適任者として昇格させるか等）は専ら会社の経営権、人事権に属し、会社の裁

量に委ねられている事柄である」と主張している。 

組合員の雇用に関わる問題、賃金をはじめ昇格・昇給等の労働条件問題、職場の環境

問題などは団体交渉応諾義務があることは周知のことである。会社の不当労働行為意思

が、団体交渉拒否の姿勢として表れている。ましてや団体交渉以外の対話や協議の場す
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ら成立していない労使関係では、団体交渉の場での組合要求、質問、意見、協議などが

行なわれて当然であるのに、会社はこれを拒否したのである。 

 

３、 会社は、団体交渉の場で誠実に説明しようとすることを拒否した。 （略） 

 

４、 学説からも団体交渉応諾義務があるので、以下引用する。 

  

① 労働法第十版、菅野和夫著 弘文堂発行より 

「団体交渉の対象事項については、まず、企業として処理しうる事項であって使用者が任

意に応じるかぎり、どのような事項でも団体交渉の対象になりうる。」（団体交渉の対象事項

（１）総説 655頁８行目〜10行目）。 

「義務的団交事項の範囲いかんについては、「経営権」の主張（人事・生産方法など一

定事項は経営専権事項として団体交渉を義務づけられない、との主張）がなされるが、法

律上は「経営権」という団体交渉を免れるための特別の特権が使用者に認められているわ

けではない。」（団体交渉の対象事項（１）総説 655頁下から 9行目〜6行目）。 

また、「一般的には、これを、「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団

体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者の処理可能なもの」と表現することが

できよう。」（団体交渉の対象事項（１）655頁下から 656頁 2行目）。 

さらに「組合員の配置転換、懲戒、解雇などの人事基準（理由ないし要件）や手続き

（たとえば組合との協議、組合との同意）は労働条件その他の待遇に関する事項であり、義

務的団交事項となる。人事考課の基準、手続きも原則として義務的団交事項である。」

（団体交渉の対象事項（２）総説 656頁 15行目〜17行目）。 

 

② 労働法 西谷敏著 第１版 日本評論社より 

「義務的団交事項は、労働条件など労働者の経済的地位に関係するか、もしくは労

働組合そのものに関する事項であって、使用者に処理権限のある事項である。」（第５章 

団体交渉 四 団体交渉の対象（義務的交渉事項）5222頁 10行目〜12行目）。 

 また「使用者は、しばしば要求事項が「経営権」事項もしくは「管理運営事項」に該当す

ることを理由として団体交渉を拒否する。しかし、経営や官公庁の管理に関わる事項でも、

労働条件と関係する限りは義務的団交事項になるとするのが判例・学説の定説である。も

っとも、基本的な経営判断と労働条件への影響は、明確に分離できないことが多い。労働

条件に影響する蓋然性が高い経営政策上の判断については、それ自体が義務的団交事

項になりうると解すべきであろう。なお、企業の違法もしくは反社会的な行動は、労働者の働

きがいという観点からも、また将来企業の存立そのものに重大な影響を及ぼしうるという観点

からも、義務的団交事項になる場合があると解される。」（第 5 章 団体交渉 四 団体交

渉の対象（義務的交渉事項）522頁下から 4行目〜523頁 6行目）。 
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〈団交拒否に至る経過〉 

１、 ２０２１年４月１２日、組合は、当組合に所属しているＹ組合員、Ｗ組合員の昇

進に関する協議で団体交渉を申し入れた。１５日、会社から回答書が届いた。「そ

の記載内容は極めて不明瞭なものであり、そもそも団体交渉事項に該当する内容な

のか否さえ明らかでありません」と、応じる意思のない回答であった。 

２、 同年４月１６日、組合は、「組合員からの報告では、Ｙ組合員Ｗ組合員の後輩や

二人より社歴の短い社員の昇進している事実があります。また、組合としては勤務

の正当な評価結果ではなく、明らかな組合員であるが故の差別であると認識」し、

併せて、Ｙ組合員、Ｗ組合員が長らく昇進しない理由を求めています。」と示し、

再度団体交渉を申し入れた。１９日、会社からの回答書が届いた。組合が会社の要

求通り根拠を示したにも関わらず、再び「具体的な内容及び根拠をお示し頂かなけ

れば会社としては検討の余地がありません。」と応じる意思のない記載をしてき

た。 

３、 同年４月２２日、組合は「昇格は、労働条件に関わる給与面を大きく左右するも

のであります。従って、団交で会社が「差別」ではないとするなら、その理由を説

明してもらえればいいと考えています。前回と今回の貴社の回答書は、協議事項を

団体交渉の場で誠実に説明しようとすることを拒否しているものと判断します。」

と 指摘の上、再々度団体交渉を申し入れた。また、「この申し入れを拒否または

前回前々回の回答であれば、不当労働行為申し立てをする」ことを通知した。２７

日、会社からの回答書が届いた。内容は、これまでの回答書同様に、「基本的に

個々の昇給・昇進案件は（誰を適任者として昇格させるか等）は専ら会社の経営

権、人事権に属し、会社の裁量に委ねられている事柄であることを重ねて申し添え

ておきます。」と結んでいる。 

〈結論〉 

本件団体交渉申入れに対し、会社は団体交渉を応諾し、誠実に対応する義務 

がある。組合が団交拒否と解している理由については、会社が「具体的な内容及び根拠

をお示し頂かなければ会社としては検討の余地がありません。」との詭弁によって、頑な

に団体交渉に応じようとせず、組合員であるが故の昇格差別が行われており、組合が求

める説明ができないからである。何故なら、会社には昇格の基準も決まりもなく、社長

らの恣意的な決定で昇格・昇給が行なわれているからである。 

学説からみても、『義務的団交事項の範囲いかんについては、「経営権」の主張（人事・

生産方法など一定事項は経営専権事項として団体交渉を義務づけられない、との主張）

がなされるが、法律上は「経営権」という団体交渉を免れるための特別の特権が使用者

に認められているわけではない。』のである。 

昇給・昇進は、労働条件に関わる賃金面を大きく左右するものであり、その基準や決

まりがないなら、運用しているそのしくみや評価の説明を資料やデータをもって誠実に

団体交渉に応じる義務がある。 
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ＮＥＷ 悪口雑言罵詈讒謗    第５号 

春闘で賃上げと社会保障を勝ち取ろう 

副執行委員長  稲岡 宣男     

 

自民・公明連立政権は、独占資本の要請に応えて労働法制の規制緩和、社会保障費の大

幅な削減、独占資本・富裕階層の減税と連動した消費税の連続大増税等、新自由主義的政

策を行っている。独占資本は労働者をモノのごとく切り捨て、技術開発の土台を自ら破壊

し、いっそうの経営悪化への悪循環をつくりだした。その結果、日本経済は『もろくて弱

い』ものとなり、“賃金の上がらない国”“成長のない国”“競争力のない国”となった。 

 2001 年からの(構造改革)が本邦の新自由主義経済の本格的開始である。この構造改革は、

独占資本の利益を最大化するために賃金を抑える雇用破壊からはじまった。 

 そのために労働者派遣法を改悪し非正規雇用を激増した。これにより低賃金構造が出現

し、結果、一般社員の賃金も低く抑えこまれた。さらに独占資本の利益の増大のための社

会保障の削減に取り組む路線が構築された。企業は労働者の社会保険料の半額を負担して

いる。社会保険料は社会保障費と連動しており、社会保障費が膨らむと企業の社会保険料

負担が膨らむ。経団連の最大の要求は、自分たちの負担の軽減するために、社会保障を削

れと要求している。 

 小泉政権時、高齢化等に伴って増える社会保障の自然増を毎年度 2000 億円以上の社会

保障削減する政策を実行した。2012 年からの安倍政権の「アベノミクス」による金融政策

は、市中の金融機関の保持していた国債を日銀に大量に買わせて、社会に通貨を流す政策

で、株式市場につぎ込ませて株価を引き上げた。株価が上がって独占資本の利益が大きく

膨らみ、大株主の利益も同様に大きく膨らんだ。 

 この結果、格差が拡大し、富はごく一部の富裕層のものになった。資本金 10 億円以上の

大企業・独占資本の内部留保は 2020 年度に 469 兆円になり、2012 年度より 130 兆円以上

の増加となった。同時に大富豪の試算は 2012 年度の 6.1 兆円から 2020 年度は 21 兆円と 3

倍以上に増加した。 

 しかし、実質賃金は下がり続け、この 20 年で所得 300 万円以下、200 万円以下の『働く

貧困層』が倍増した。格差が広がって富が一部に偏在し、経済全体に回らない、ゆえに経

済も成長しないという悪循環である。だから賃金を上げ、社会保障を立て直して将来不安

をなくし富が社会全体に回れば経済も成長する。 

 岸田政権は『新自由主義からの転換』を唱えている。しかし金融所得課税の見直しを含

めて多くは腰砕けとなっている。次に唱え出したのは、賃上げ税制である。賃上げした企

業の法人税を減税する賃上げ税制は、安倍政権が 2013 年度に導入したものである。だが、

多くの中小企業＆零細企業が赤字で法人税を払えなかったので、ほとんど効果がなかった

政策である。実際は、安倍政権のもとでは実質賃金は年間 20 万円以上減少している。 

底辺層を引上げ、中間層を起点に経済を成長させる必要がある。そして大企業と富裕層

の課税を強化して、社会保障を立て直して、暮らしに回す政策を実行 

するべきである。人に冷たい経済政策を根本から変える必要がある。 
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●１月２２日（土）１４時～天満橋のドーンセンターで行なわれた 

試写会にＭＵ関西のメンバーも参加しました。招待チケットを提供 

してくださった池田さんのコメントと、参加者の感想です。 

 

映画『われ弱ければ 矢嶋楫子伝』 

鑑賞のおすすめ    組 合 員  Ｉ  

前月の機関誌にて、以前から直接交流のある映画監督・山田

火砂子氏製作の『われ弱ければ・矢嶋楫子伝』の完成披露試写

会をご案内させて頂きました。当日ご出席下さいました皆様に心か

らお礼申し上げます。 

 常盤貴子さん演ずる映画のモデル矢嶋楫子(1833~1925)は、江戸時代か

ら明治・大正にかけて、男尊女卑が激しく、女性が一人の人間として尊重さ

れなかった時代において、女子教育、女性の自立と解放の啓蒙、廃娼運

動や禁酒運動など、男性中心社会の風潮に立ち向かった社会運動家

であり、教育者です。 

 楫子が生きた時代から約 100 年が経つ今、日本が女性や社会的弱

者に配慮が行き届いた社会になっているかと問われれば、決してそうでは

ないと思われます。山田監督は、かねてからこういった現状に憂いを覚え

「もっと女性が自立して活躍して欲しい、楫子のように頑張る女性が誕生して欲し

い」という願いを込めて、この映画を製作されました。 

 この度私たちの管理職ユニオン・関西も女性の書記長を迎えました。これを機に、他国籍の方、

心身の障がいや病を抱えている方、女性の方、老齢の方に寄り添い、開かれた労働組合を目指

そうとしています。その流れの中で、これからの労働組合の活動の充実を考える上で、この映画は

私たちにとって大きな励みになるのではないかと確信しました。 

 組合員の皆さん、ぜひこの映画をご鑑賞下さり、矢嶋楫子の人生にご注目

下さい。そして、山田監督の今後の映画製作を応援して下さればと思います。 

 映画は全国各地で上映され、２月１８日より、大阪は「テアトル梅田」、京都

は四条烏丸の「京都シネマ」にて上映されます。詳しくは各映画館のホームペ

ージ、劇映画『われ弱ければ 矢嶋楫子伝』の公式サイトをご確認下さい。(QR

コードから映画紹介のニュース動画が視聴できます) 
 

 

 

 

 

 

 

 

キリスト教婦人矯風会のことは知 

っていたが、この映画で、矢嶋楫子 

が駆け抜けた時代に沿って理解できた。引

用される聖書の言葉にも「なるほど…」と。 

廃刀令でいとも簡単に刀が取り上げら

れ、元サムライが呆然とする様子にいろい

ろと感じるところあった。 〈Ｋさん〉 

江戸期から明治、大正と続く男 

尊女卑の社会での楫子の苦労とそ 

れを撥ね返すバイタリティーを常盤

貴子さんがリアルに演じていた。 

他方で変化について行けず、アイデンテ

ィティーを見失って酒に溺れてしまう男の

弱さ、脆さ…(そんな夫に、楫子は妻から離

婚を申し出た日本初の女性)。 〈Ａさん〉 
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コミュニティユニオン全国ネットワーク 

最低賃金引き上げ・生活できる賃金を！ 全国同時アクション２２ 
by コミュニティユニオン関西ネットワーク

２月２５日（金）  労働局申入れ 15時～  

商工会議所申入れ 16時半～ 商工会議所前アピール 17時～ 

２月２７日（日）なんば高島屋前アピール  15 時半～ 

         梅田ヨドバシカメラ前アピール 17 時～ 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●例年ＭＵ関西主催で実施してきましたが、今年はコミ  

ュニティユニオン関西の主催となります。 

●プラカードや楽器・鳴り物などを工夫して、盛り上げま

しょう。アイデア大募集♪ 状況が許せば交流会も♡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外に出よう！  

労働組合の姿

を見せよう!! 
 

2022春闘 
御堂筋デモ 
3/19(日) 午後 

間に合う人は本町参集! 

日曜は行動へ♪ 

 

兵庫県組合員交流会が１月２９日（土）１４時～三宮の神戸勤労会館で開かれまし

た。参加者は少なかったですが、今回は学習会ということで、Ｋさんを講師に前半は日

頃触れる機会の稀な朝鮮（韓国）半島の近現代史を、後半はぐっと実学寄りの確定申告

の日米対比を学びました。 

今後はハイキングやバーベキュー等も企画中です♪  

兵庫県在住者以外も Welcome！ 

 

 執行委員のＤさんから、関生裁判＠京都地裁につい

ての京都新聞の以下の記事を紹介して頂きました。 

【脱退促す取り調べ映像、法廷で上映「組合つぶし 

明らか」京都新聞/社会地域のニュース(2022.01.17 

kyoto-np.co.jp)】 Ｗｅｂでまだ読めます。 
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組合員交流会/映画上映会  

映画を観よう！  

「ガンジスに還る」(原題：Hotel 

Salvation) 

日時：２月１８日（金）１８：４５から１時間半程度  

場所：管理職ユニオン・関西事務所 
 

〈解説・あらすじ〉  

弱冠 27歳でシュバシシュ・ブティアニが監督・脚本を手がけ、2016年に公開されたインドの

ユーモアと人情味があふれる珠玉の感動作。第 73回ヴェネツィア国際映画祭で上映され、

賞賛された。雄大なガンジス河を背景に、いつか訪れる「死」というテーマを旅立つ者、見送

る者の両方から捉え、家族の強い結びつきを描き出している。  

ある日、不思議な夢を見て自らの最期が近いことを悟った父ダヤは、ガンジス河の畔の聖

地バラナシに行くと家族に宣言。家族は反対したが父の決意は固く、仕方なく仕事人間の

息子ラジーヴが旅に付き添っていくことになった。２人は、ミシュラが運営する施設「解脱の家」

にたどり着く。ダヤは残された時間を同じように人生の最期を迎えようとする仲間と心穏やかに

過ごそうとするが、仕事に追われ自宅に早く帰りたいと考えていたラジーヴとは何かと衝突。し

かし、はじめは衝突しあう父と子も、雄大に流れるガンジス河のもとで、次第にその関係をほぐし

ていく。  

母なるガンジス河…そこは、幸福で安らかな死を迎えられる心のやすらぎの郷になるのか。  

 製作年 2016年、制作国インド、時間 99分、配給 ビターズ・エンド 

 


