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仲間の職場では…【拡大版】  
◆株式会社ワールドリンク〈Ｔ・Ｋ さん〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サイレント スタンディングのはずだったのに… 
昨年の一方的な減給以来、膠着状態の労使関係が続いてきた株式会社ワールドリンクと

Ｋ組合員ですが、７月に申し入れた団体交渉がいまだに開催されていません。会社が感染

症を言い訳にしたり、「書面でやり取りすれば良い」と言って、のらくらと団交から逃げ回

っているので、本年９月２２日（木）午前８時半過ぎから組合の仲間が集まって、 
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←↑会社始業前に、公道上で少人数で幟やプラカードを掲げて静か

に立つ当該Ｋ組合員と、支援に駆け付けた管理職ユニオン・関西の

仲間・連帯ユニオン関西ゼネラル支部の皆さん。 

⤴（〇の中）スマホを構えるワールドリンクの社員（役員の息子） 
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ワールドリンク社に対する社前行動としては初となるサイレ

ント スタンディングを行ないました。「絶対に苦情を言って

くるはず！」という近隣に配慮して、街宣車も出さず、拡声器

を用いたアピールもせず、ビラさえ撒かない行動でした。 

ところが、私たちの姿を見つけるなり、ワールドリンク社の

役員の息子である社員が血相を変えて飛んできて、スタンデ

ィングを止めるようにと大声を出し、私たちからの「これは憲

法第２８条に基づく労働組合の権利行使である」という説明

にも耳を貸さず、遂に１１０番通報する始末…。また、肖像権

侵害にあたるので撮影しないように求めたにも拘らず、ずっ

とカメラを向け続けました。彼以外の社員は、上司も含めて静

かに見ており、中には挨拶や会釈をしてくれる人もいました。 

 午前９時前に、出社するＫさんを見送ったのですが、警察官

が到着した（パトカー見当たらず、数名が徒歩で）のは９時を

過ぎてから。スタンディングの組合メンバーには目もくれず、

一言の注意らしき声かけもせず、会社事務所へ。暫く待っても

出て来ないので、「もう帰りますけど、よろしいですか～？」 

と断りを入れて、９時１０分過ぎに行動を終了しました。 

 

ワールドリンク社の組合嫌悪・排除を許さない 
 会社の対応の異例ぶりはここからです。当日いきなり会社

はＫさんに自宅待機を命じました。理由は人員配置の調整。コ

ロナ（Covid-19）対策なら予め通告するはずですし、Ｋさんだ

けが対象になるなどあり得ません。そしておそらく「自宅待機」

と「自宅謹慎」の区別がついていない管理職が、「ちゃんと家

に居るのか？」 

 と、何度も確認してきたり、ワールドリンク社の過剰反応は

目を覆うばかり…。 

連休明けにＫさんが出勤すると、今度はリモートワークの

指示が！ リモートということでパソコンは貸与されたもの

の、会社のサーバにアクセスできず仕事になりません。 

これらは明らかに露骨に、組合員を職場から遠ざけ排除し

ようとする対応です。管理職ユニオン・関西は、このような組 

合嫌悪・排除を絶対に許しませ 

ん。組合の仲間の皆さん、全力 

を挙げて支援・連帯に加わって 

ください。 

9/3（土） 

ＣＵ関西ネット 東リ

特別シンポジウム 
寺尾書記長は司会役で 

9/24（土） 

北大阪ユニオン2022年 

定期大会 
連帯のご挨拶をしました 

国葬反対! 中之島集会 
飛び入りでプラカ持って、

替え歌を歌いました 

さまざまな団体

と友好・連帯 
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◆株式会社プラチナリンク〈Ｍ・Ｋ さん〉 

ハローワーク経由で採用面接に行った会社の隣りに事務所がある別会社に入社し、特性

に応じた配慮をされず、不可解な理由で契約打ち切りになりました。９月７日の団体交渉

で社長は、就業規則の雇用打切り理由を説明できなかったにも拘らず、「打切りは撤回し

ないけど、円満解決を」と、虫の良いことを言いました。８月末に遡って雇用打切りを強

行したくせに、離職票や社会保険関係の手続きがなされていません。派遣業もやっている

会社が「知りませんでした」では済まないのですが…。 

就労中にさらに別の会社に派遣されて、危険な業務に従事させられていた等、様々な問

題があり、一つ一つ追及しながら組合の考える「円満解決」に向けて動きたいと思います。 

 

◆バクスター株式会社〈Ｔ・Ｍ さん〉 

 外資系の医療機器関連会社で、約１２年前に雇用トラブルをＭＵ関西で解決し、在職し

続けてきましたが、この度「ＰＩＰ（Performance Improvement Plan）＝業績改善プログ

ラム」の対象となりました。ＰＩＰは外資系企業を中心に、達成不可能な目標を設定し、

面談でダメ出しを続けて退職に追い込むために使われている制度で、ＩＢＭのロックアウ

ト解雇等が有名です。 

 組合から「雇用・労働条件に影響を及ぼす人事面談は拒否する」と通告して、人事部と

の面談は実施されなくなったのですが、代わりに所属部署の業務指示/命令というかたち

で同じことを続けようとしたりして、油断なりません。 

 コロナ禍もあり、日本国内には東京本社と宮崎の工場しか無く、団交場所を巡ってもス

ッタモンダしています。 

 

 

 

新加入の仲間 

 

Ｔ・Ｍ さん  リソー教育/スクールＴｏｍａｓ 

 以前別の会社との争議を管理職ユニオン・関西で闘いました。定年後に働いている

大手学習塾で発生している労働条件・就労環境の問題に、再びＭＵ関西として取り組

みます。詳細報告は５ページ以降に。 

 

Ｎ・Ｓ さん  ｉｐｃ株式会社 

 人材派遣やコンサルを行なっている会社で、創業当時から社長の右腕的な活躍をし

てきたのですが、突然告げ口をされて濡れ衣を着せられ、退職を迫られています。 

 

※この他に１０月の公然化を予定している仲間がいます。 
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 全国展開している中堅どころの学習塾で、定年退職を目前に、会社規定の再雇用制度で

はなく異なる形態での就労継続を会社が受け容れず、８月末日を以て雇用関係が無くなっ

てしまうという危機に。ギリギリ８月２９日（月）に団体交渉をすることができ、９月以

降の雇用を勝ち取りました。 

 懸念していた報復的な配置転換もされず、希望する従前の職場と業務内容で就労してい

ます。今後は、会議への出席等での平等な扱いを実現させるため、職場で活動していきま

す。また、スケジュールが合えば、他の組合員の交渉や行動にも積極的に参加しています。 

 

 

□◆□◆ ■◇■◇ □◆□◆ ■◇■◇ □◆□◆ ■◇■◇ □◆□◆ ■◇■◇ □◆□◆ ■◇■◇ 

 

 

ＮＥＷ 悪口雑言罵詈讒謗は今号休載です。 

 

 

１０月はＭＵ関西の決算月です。 
 未精算の立替え等がありましたら、早めにお知らせください。 

 未納の組合費の支払いも忘れずに！ 

 （ゆうちょの自動払込みは累積未納分＋当月組合費を一括で請求手続きします） 

 ➡口座振込みは 

    ●三井住友銀行 南森町支店（129）  

番号：※連絡ください 

             名義：管理職ユニオン・関西（ｶﾝﾘｼｮｸﾕﾆｵﾝ.ｶﾝｻｲ） 

    ●ゆうちょ銀行 記号：※連絡ください 

            番号：※連絡ください 

             名義：管理職ユニオン・関西（ｶﾝﾘｼｮｸﾕﾆｵﾝ ｶﾝｻｲ） 

        ●郵貯振替口座 番号：※連絡ください 

            加入者名：管理職ユニオン・関西 

 ※口座振込みをしてくださる際には、組合までご一報くださると助かります。 

  Tel:06(6881)0781 

    e-mail:mu-terao@mu-kansai.or.jp 

 カンパも歓迎です♡ 
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学習塾 リソー教育／スクールTomas 
 

生徒への注意が「パワハラでしょう」？？ 

講師のシフト外しで研修､退職強要と不利

益扱い!! 
 

９月１２日の第１回団交を終え、９月１６日に会社に提出した｢組合

としての事実確認報告｣より抜粋しました。要求書も同日提出しまし  

 た。 

執行委員長 仲村実 

 

(１)７月１３日：羽衣学園中学校・高等学校ハゴラボ併設自習室で、Ｍ講師(組合員)が監

督業務中、ふるまいが規則違反（執拗なスマートフォンいじり）の生徒（高校生）に筆

記にて注意した。自習室では注意も筆談でしかできない決まりでした。その注意文面は

「医療現場でスマートフォン依存症は心療内科で投薬処方されるレベルの依存性が高

い病気だと報告されています。持ち歩くこと自体を保護者と相談した方が良いと思えま

す」でした。 

この注意文を見た森本主任は、自習室とは別棟にＭ講師を呼び出した。生徒に対する

Ｍ講師の注意文が森本主任をして「これ（生徒への注意文書）、パワハラでしょう。」と、

出し抜けに決めつける発言となり、併せて「あなたは医者でもない、資格のない者がこ

のような真似をして保護者が知ったらどうなるのか」と説教交じりの強い叱責をした。 

 

（２）７月１５日：田中課長からＭ講師は、羽衣学園中学校・高等学校ハゴラボレセプシ

ョンルームに呼び出され、森本主任同様の「これ（生徒への注意文書）、パワハラでしょ

う。」「あなたは無論医者でも、診断の資格もない」「心療内科などの医師ならば許されて

も自習室の監督者ができる行為ではない」と、パワハラ行為をしたと決めつけられ叱責

を受けました。 

田中課長は続けて「８月以降のシフトは一切入れない。たとえ辞職を願い出なくとも

シフトから職権で外していくのでどのみち自然退職になる。そして「退職しろとは言わ

ないが、あなた自身が依願退職するという形にせよ」と一方的に強要行為を実行しまし

た。最後に、「この決定がくつがえることは絶対にない」と、３０分にわたり威圧的な態

度を取りました。 

 

（３）７月１９日：Ｍ講師は、堺市労働相談と大阪労働局に実情を打診し、スクール Tomas

のＭに対する配慮義務違反、労働法規上の違法性、森本主任の決めつけたパワハラ指摘

が、根拠の無いことであるとの確認をしました。さらにスクール Tomas の田中課長のふ

るまいの違法性と、スクール Tomas のＭ講師への現状対応こそパワハラ構成要件を満た

すことも確認しました。その後、Ｍ講師は田中課長宛てに、退職する意思がないことを

7月 26日のメールの中で記載し伝えています。 

 

（６）７月２９日：常翔学園の個室に桒原課長に呼び出され、田中課長も同席でした。Ｍ

講師からの報告の話として、森本主任が生徒に対する筆記書面を示して「これ、パワハ

ラでしょう。」「あなたは医者でもない者がこのような真似をして保護者が知ったらどう
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なるのか」と延々と説教交じりの叱責があったこと、そのことが事の発端であったと説

明しています。 

桒原課長は、「森本主任も声が大きく、パワハラだ」と決めつけたそうだが、「Ｍ氏の

受け止め方も主観的ではないか」と発言しました。 

常翔学園一階の個室を選び、ことの発端はＭがなした逸脱行為だったと桒原課長から

長い説教を受けました。話の流れから唐突に、突然、田中課長が立ち上がって、最敬礼

をせんばかりでＭ講師に対して頭を下げ謝罪しました。田中課長はＭ講師に謝りました

が、パワハラの決めつけをしたことか、退職強要したことか、両方なのかわかりません

でした。 

 

（９）８月１８日、大阪本部で田中課長とＭ講師の面談がありました。この面談で田中課

長から「（7月 13 日に）森本主任はパワハラと言っていない。（7月 15 日）自分も言った

憶えがない」との発言が出ました。―略―。 

 

（10）８月２２日（月）21:11 

   Ｍ講師から株式会社スクール Tomas 教務局田中課長様へのメールで、Ｍ講師は「8

月 18日、突然田中課長から虚偽の発言がありこれを重く見ております」と意思表明し

ました。 

 

（４）（５）（７）（８）は、略 

 

要求書 

Ｍ組合員が 7 月 13 日に行った業務、生徒への筆記書面による注意は、何らパワハラ行

為に当たらないし、筆記文面内容も問題になる様なことはありません。仮に問題があると

貴社が判断したとしても筆記書面文の記載の仕方についての意見交換の上、注意指導をす

れば済むことです。 

従って、Ｍ組合員の業務上の行為は、生徒へのパワハラではまったくなく、森本主任、

田中課長から非難叱責を受けることではありませんでした。しかし、森本主任は誤った認

識からＭ組合員をパワハラ行為だと叱責したのです。それに輪をかけて田中課長は、Ｍ組

合員を依願退職せよと強要したのです。 

以下、要求をしますので誠意ある回答をお願いします。 

 

記 

 

１、シフトの取り上げ、研修を受けないとシフト復帰させないとするパワハラ行為をやめ、

通常業務状態に戻すこと。 

２、シフト日数を５月、６月、７月の平均日数・時間以上で実施すること。 

３、8月 1 日からのシフト設定を行わなかったことに対する賃金１００％補償をすること。 

４、パワハラ行為に対する謝罪と謝罪文書の提出及び、慰謝料を含む和解金を支払うこと。 

５、労働施策総合推進法の完全施行（2044 年 4 月）を全社員・講師に周知徹底し、「職場

環境配慮義務」を遵守すること。またリソー教育内部監査室のみの現状では不備である

ので、スクール Tomas 大阪本部側のパワハラ相談窓口を 2022年 11 月末までに開設する

こと。 

                                     以上 
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学習会 大阪カジノ計画に反対する に参加をして 
組合員  Ｍ・Ｋ 

 

 

９月１７日、馬場徳夫さん（どないする大阪の未来ネット、元全港湾大阪支部委員長）を

講師に迎えての学習会 
 

２００９年、橋下徹知事（当時）が経営者での講演で「こんな猥雑な

街、いやらしい街はない。ここにカジノを持ってきて、どんどんバク

チ打ちを集めたらいい、風俗街、ホテル街全部引き受ける」との発言

がきっかけとなり大阪にカジノ誘致が始まり、その後も誘致への前向

きな発言に終始して２０１６年、国によるＩＲ推進法、２０１８年Ｉ

Ｒ整備法の成立から大阪ＩＲへの構想が「大阪維新の会」を中心に練

られてきました。 

大阪の他にもいくつかの都市がカジノ参入を狙ったものの、実質的には現行整備される可

能は大阪、長崎のみ。また参入予定の事業者は‘ＭＧＭリゾーツ（米国）・オリックス’連合だけ。 

その舞台となる人工島「夢洲」（大阪市此花区）は元々廃棄物処分地ですが近年コンテナ埠

頭として使用開始し人工島国際物流都市として整備されつつあったのが関西万博→ＩＲ・

カジノの導入により準工業地から商業地に変更されることに。 

その土地整備のために用地の土壌改良費などに合計２，４８２億円が港湾事業会計から負

担することになりました（松井市長は「ＩＲ・カジノ」に税金を一切使わないと公約して

いたにもかかわらず）。馬場さんからは、他にも様々なカジノの負の面について多く（あま

りに多く）の問題点を説明して頂きました（ギャンブル依存症、防災面、夢洲の土壌問題

等）。 
 

質疑応答では組合員より「以前ラスベガスに行ったことがあるが、色んなホテル等で様々

なエンターテインメントやイベントが催されているのを目の当たりにしたが、大阪の夢洲

だけでどんなことができるのか、また場所が市街地からも行きにくいのでは」との指摘が

ありました。確かにあまりに不便な場所に作るんだな、ハッキリ言って夢洲はカジノ設置

場所としてはしょぼいしセコイ立地だなとの印象を持ちました。 

また、当初はインバウンド、来日外国人をターゲットであったのが、結局 ‛関西居住者’

に的を絞り結局は私たち関西人をカモにしようと企てていることを知りあ然としました。 

因みに入場料は６，０００円とのこと。 

問題があまりにも多過ぎて経済的にも成り立つのは困難で、大阪を中心に多くの関西人を

ギャンブル依存症など不幸に陥れるのがこのＩＲ・カジノだと思えてなりません。 

私はこんな事業を推し進める維新（現大阪維新の会、日本維新の会）は、設立当初から胡

散臭いとんでもない政党であると認識し、この政党の政策のやることなすことの多くにロ

クでもないものが多くとんでもない結果になっていると思っています。 
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コロナ感染拡大では、全都道府県で維新施政下の大阪府の死者数が一番多い。特に第６波

禍では死者数だけでなく重傷者数は、他の都道府県を圧倒するほどのダントツ１位（この

第６波に限れば全国の重傷者数の少なくとも５～６割以上を大阪府が占めていた）。 

一昨年、国民一人当たり１０万円が支給されましたが大阪市民への支給が全国市町村で一

番遅かった。大阪府市の職員は、懸命に働いていても支給支払いなどの業務にすぐに手が

回らなかったのではと推察しています。彼らが大阪の保健医療制度や施設を痛めつけてき

たツケが、このような災いを招いたものとしか思えません。 

例えば、大阪府医師会看護学校への補助金停止により閉校させ、大阪市立環境科学研究所

と大阪府立公衆衛生研究所の統合リストラし業務縮小、公立・公的病院への補助金削減・

閉鎖（千里救急救命センターへの補助金カット、大阪市立住吉市民病院の閉鎖等々）。 

維新の勢力拡大が大阪から阪神、他関西地域へと広がりつつある現状を見るにつけ、何と

かならんかと思っております。 
 

今回の馬場さんのカジノ計画についての学習会、その計画に反対する姿勢は維新を、これ

以上のさばらせないようにするものであると思えます。 

自民、公明はアキマセン。安倍、菅、岸田がこの国をあらゆる面で劣化させてきました。しか

し維新のやってきたことはさらにそれを上回る市民生活を破壊するものが多くあります。 

私は組合員の皆さんが維新の行ってきた府政市政を中心によく見直して頂きたいのです。

ネット、ＳＮＳでも結構情報は得られます（ただしネットではデマ、ウソも散見されるの

で注意が必要ですが）。 

自公は勿論のこと 

維新勢力を弱体化させ、大阪でのカジノ計画を白紙撤回させることに繋がればと願って止

みません。 

 

 

 

今年 2022年４月 1日以降に加入された方は全員参加ください！ 

 

新入組合員学習会 
   日 時  ２０２２年１０月１５日（土）午後２時～４時 

        ※終了後懇親会をしますので、 

時間の許す方は参加してください。 

   場 所  管理職ユニオン･関西事務所 

学習内容 ☆自己紹介 

☆管理職ユニオン･関西の考え方  

☆不当労働行為（労働組合法第 7条）について 
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関生裁判傍聴記  京都地裁の攻防と敵の狙い 

 

現在、京都地裁でベストライナー事件（争議時期：２０１４年３月～

８月）、近畿生コン事件（争議時期：２０１６年１０月～１１月）、加茂

生コン事件（争議時期：２０１７年１０月～２０１８年４月）の併合事

件が検察側証人尋問として続いている。被告とされているのは、組合弾圧の逮捕時の武委員長と湯

川副委員長です。 

ベストライナー・近畿生コン争議は、いずれも労使協定書を交わし終結したものです。加茂生コ

ン事件は、武・湯川氏は全く行動に関係がなく、現場行動の２名も大阪高裁で 1名無罪、執行委員

1名罰金の有罪となり、検察・被告が双方上告しています。 

労働運動にかかわる常識からいえば、労使合意し解決金の支払いも済んで終結している労働争議

が、「恐喝」で訴えられ刑事事件にされるということが異常なことです。そこには権力やセメント

資本・ゼネコンの意向があったことは間違いないのです。関生側弁護士が事件説明の冒頭で、「本

件は労働事件である」と強調したことがそのことを物語っています。 

今年の２月２４日、３月９日、４月２８日、６月２３日、９月８日と検察側の証人の尋問が続い

ています。私は、この全部を傍聴してきました。これまでのところでは、京都生コンクリート協同

組合（京都協組）の新旧役員、傘下の生コン企業の社長・役員９名の証人尋問が終わっています。

９月２２日は、近畿圧送協同組合の副理事長、村田建材（通称：加茂生コン）社長の２人でした。

村田建材社長は途中までで、次回は１０月６日で弁護士の反対尋問の続きです。 

検察官の主たる立証目的は、証言をピックアップすれば「私は支払う必要はないと思うが、スト

ライキが怖い」、「ストライキが行われ、生産が止まってしまうことを恐れて支払った」、「納得が

いかないが解決金を支払った」、「仕方がないから支払った」「ピストルを突き付けられた。ピスト

ルはストである。ストで会社はつぶされるので、やむなく要求に従った」という具合に、ストライ

キの脅威から解決金支払いとなったことが“恐喝”であるとの有罪の組み立てです。 

ベストライナー争議は、関生分会つぶしの輸送会社の閉鎖に端を発したのであり、労働者の退職

金や雇用補償の要求、その要求実現のためのストライキ行動、そして合意し解決しているのです。

その３年後にでっち上げ犯罪化されたものです。近畿生コン争議も工場閉鎖・倒産で、要求は退職

金や雇用補償・確保でした。よくある倒産・破産に対抗する工場占拠で、京都協組加盟企業相手の

交渉で合意し解決していたのです。この２つの事件の検察側証人尋問が続き、１２月まで予定が入っています。 

 傍聴していて明らかになったことは、まず公安警察が解決済の争議を事件化するために、関係あ

る生コン企業の経営者らを呼びつけて、逮捕するとの脅しもかけながら関生支部の武委員長を筆頭

に刑事告発をさせたのです。武委員長を逮捕拘束する、そのことをもって生コン業界の中小企業と

の協力関係を破壊し、関生支部をつぶすため権力が作り上げた事件ということが言えます。 

 弁護団が検察側被告への反対尋問で、警察官供述調書、検察官供述調書を示して質問しても、証

人への検察官オルグが行き届き、供述調書も「覚えてない」「知らない」「忘れた」という始末です。

関生支部と協力関係にあった経営者に脅し喋らせたことが、立証不利になるから「供述調書」その

まま認めさせないのです。 

 滋賀（大津地裁）、大阪、和歌山の事件化されたものも裁判が進行中であるが、京都の裁判の特

徴は、労使で協定書を交わし履行済で終結した争議を刑事犯罪にでっち上げ有罪にしようという前

代未聞のことである。労働組合のストライキを含む権利行使は当然として、何よりも優先される労

働協約の破壊攻撃であり、ストライキが“恐喝”“威力業務妨害”で犯罪にすることです。こんな

ことは許してはなりません。 

武建一前委員長の関生型産業別労働組合運動の再生、中小企業との「一面闘争・一面共闘」路線・

生コン業界のまともな協同組合再建の意思と行動、その息の根を止めることが敵の攻撃であり、目的です。 

 京都地裁での公判は、１０月６日（木）、１３日（木）と続き、１２月までの日程が入っていま

す。９月２２日の公判から傍聴席のコロナ制限が解除となり、希望者全員の傍聴が可能となりまし

た。興味ある方は、１０時開始ですので９時３０分までに京都地裁前に行き列に並べば傍聴券が手

に入ります。                          （執行委員長 仲村実） 
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組合員交流会 

/映画上映会 

映画を観よう！ 
 

 

 

 

日時：１０月２１日(金) 午後７時から２時間程度  

場所：管理職ユニオン事務所にて 

〈解説・あらすじ〉 
 １９８１年製作のアメリカ映画。ニューイングランドの湖畔の別荘を舞台に、人生の黄昏を迎えた老

夫婦とその娘、彼女の結婚相手の連れ子との家族の交流を描く。避暑地の別荘でひと夏を過ごしていた

一組の老夫婦のもとに、父親と長年確執していた娘が、婚約者と、その連れ子の息子ビリーと共にやっ

てくる。大学教授で多忙でもあった父親ノーマンは偏屈で愛情の示し方がわからず、それが故に父娘の

仲は不和になっていた。父親はやってきた彼らにも冷たく接し、娘チェルシーはそんな父親にいら立っ

たまま婚約者と一緒にヨーロッパ旅行へ。両親はその間、残されたビリーを預かることになる。最初は

老夫婦や平穏な湖畔の生活になじめなかったビリーであったが、鱒釣りの楽しさを知り頑固なノーマン

とも次第に打ち解けていくようになった。孫との触れ合いを通じて、ノーマンも頑なな心を開くことが

でき…。 

  

名俳優、名女優であるヘンリー・フォンダとキャサリン・ヘプバーンがこの映画で老夫婦役を演じた

ことや、そしてヘンリー・フォンダの実娘ジェーン・フォンダが娘役で出演し、父娘の実生活で起こっ

たことを描いていることでも話題になった。原作は１９７８年２月にブロードウェイで舞台化されたア

ーネスト・トンプソンの同名の戯曲『黄昏』。家族とは何か、人生の大切さを感じさせる映画である。

公開後本作品は批評家たちから絶賛され、興行的にも評判としても予想外の大成功を収めた。１９８１

年度の第５４回アカデミー賞では作品賞を含む１０部門の候補となり、そのうち主演男優賞、主演女優

賞、脚色賞の３部門で受賞した。キャサリン・ヘプバーンが自身の記録を塗り替え史上最多となる４度

目の主演女優賞、ヘンリー・フォンダが当時としては史上最高齢の７６歳での主演男優賞を受賞した記

念すべき映画である。 

 

製作：1981年（アメリカ）110分 

監督：マーク・ライデル、脚本・原作：アーネスト・トンプソン、 

撮影：ビリー・ウィリアムス、音楽：デイヴ・グルーシン、配給：ユニバーサル映画 ＣＩＣ 

 

ＱＲコードを読み取って頂きますと、この映画の予告編をご覧になれます。➡  
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   １０月 １１月 活動予定     

月 日 曜日 内    容 場 所 時間 

10 １ 土 機関誌３０６号発行作業 協力ください ユニオン事務所 12:00 

 ４ 火 山田コンサルティンググループ 減給裁判 大阪地裁 WEB 13:30 

 ６ 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 13 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 14 金 日本フッソ工業中労委命令取消 行政訴訟 東京地裁 527 10:00 

 15 土 新入組合員学習会（午後２時～４時） ユニオン事務所 14:00 

 21 金 映画会「黄昏」 ユニオン事務所 19:00 

 22 土 執行委員会 ユニオン事務所 10:30 

 24 月 日本フッソ工業中労委 調査 中労委 11:00 

 24 月 コンプライアンス事件 最終陳述 大津地裁 10:00 

 27 木 関生吉田生コン地位確認訴訟 京都地裁 13:10 

11 ５ 土 機関誌３０７号発行作業 協力ください ユニオン事務所 10:30 

 10 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 14 月 大阪労働学校ｱｿｼｴ講座｢社会運動と社会教育｣ 協同会館＆WEB 11:00 

  18 金 映画会 ユニオン事務所 19:00 

 19 土 執行委員会 ユニオン事務所 10:30 

 24 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 27 日 管理職ユニオン・関西第２７回定期大会 ＰＬＰ会館 14:00 
   ※団体交渉に参加できる組合員は連絡ください  

        ※大会準備のためのスケジュールも随時入りますので、ご協力を 

 

管理職ユニオン・関西の定期大会は11月２７日（日）2時～です！ 

皆さん、今から予定を空けておいてください。〈於：ＰＬＰ会館〉 

 

 

講演録のご紹介 
 

『ポストコロナの生命哲学』や『中学生から知りたいウクライナのこ

と』等の著作で知られ、コロナ禍を生きる指針の論陣を張った気鋭の

学者、藤原辰史さん（京都大学人文科学研究所准教授/農業史・

食と農の思想・ドイツ現代史専攻）の講演録『ユーラシア東部諸島中立地帯の構想―食を根拠にし

た生態自治について』が作成・頒布されています（１冊五百円）。 

いつまでも先進国だという幻想に浸って、アメリカ合衆国の尻馬に乗って戦争をしたがってる場合では

ない日本。円安で、今月からは値上げラッシュ。職も食も、将来も不安…。 

ユーラシア大陸東端のちっぽけな島国に住む者としてどう生きるのか、分かり易く語られた計４回の講

演（グループＺＡＺＡ主催）をまとめたものです。 

興味のある方は取り次ぎますので、寺尾までご連絡ください。組合員以外もご遠慮無くどうぞ。 

 


