lemon.plala.
or.jp

れでは解雇自由社会になっ
てしまう︑そんなことは許
せない︑ということで５月
日︑ＪＡＬ闘争を支援す
る準備会を結成︵４団体︶︑
県内の労組︑民主団体にＪ
ＡＬ闘争支援を呼びかけて
きました︒多くの団体のご
協力で今日を迎えることが
でき感謝しています﹂と︑
これまでの﹁支援の会徳島﹂
結成の経過と意義が報告さ
れました︒
つづいて河村洋二準備会
事務局長が﹁支援の会徳島

ﾒｰﾙ
sasaerukai@

団結ガンバローを三唱しＪ
ＡＬ闘争支援の決意を固め
あいました︒
総会は議長に田中定昭さ
ん︵国労︶を選出︑大谷竹
人さん︵自治労︶から﹁Ｊ
ＡＬ闘争について︑矛盾だ
らけの整理解雇に憤りを感
じ署名・物販などに協力し
てきました︒２０１２年３

からは︑﹁ＪＡＬ闘争の現
状と課題﹂について問題提
起を受けました︒鈴木さん
は①会社の破たんの原因は︑
ＪＡＬ経営陣の長年の放漫
経営と航空行政の誤り︵空
港の乱造による赤字路線の
ＪＡＬへの押しつけ︑ジャ
ンボジェットの必要以上の
購入など︶が原因だったこ
と︑②会社の目的は組合つ
ぶしにあること︑③整理解
雇四要件を実質亡きものに
する不当判決であること︑
︵﹁整理解雇の必要はなかっ
た﹂との稲盛元会長証言や
計画を大きく上回った利益
があっても解雇の必要性を
認め︑労組提案の解雇回避
策を検討しなかったことや︑
解雇ありきの形式的な団体
交渉が繰り返されたこと等
を問題視しない︶︑などＪ
ＡＬ闘争の真相を具体的に
報告し︑支援の輪を広げＪ
ＡＬ闘争に勝利したいと決
意と協力要請がありました︒
その後質疑応答がなされ︑
全体で議案を確認しました︒
なお代表委員には藤岡一
雄︵自治労県本部委員長︶︑

田中定昭︵国労四国本部副
委員長︶︑春田洋︵徳島県
農協労連副委員長︶︑河村
洋二︵国鉄闘争センター徳
島代表委員︶の四氏が就任
しました︒︵徳島発︶

﹁ＪＡＬ争議団を支援す
る熊谷の会﹂は熊谷地区労
を母体組織として８月２日︑
結成されました︒
熊谷地区労は１９８７年
から始まった﹁国労攻撃﹂
と﹁国鉄分割民営化﹂に一
貫して反対をし︑地域で
年以上に及ぶ闘いを行って
きました︒地域に支援共闘
会議を組織し︑加盟組合で

埼玉・熊谷でも ・・・

東京高裁証人尋問に傍聴を！

TEL03(6423)7878
FAX03(6423)7430
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◆客室乗務員裁判 ９月12日（木）
10時〜16時半(昼休み有)101号法廷
◆パイロット裁判 ９月26日（木）
午前・午後(詳細調整中)101号法廷
※傍聴するには傍聴券が必要です。傍聴券

発行責任者
柚木康子
大田区羽田
4-10-4
石井ビル3階

大集会﹂︵ 月予定︶まで
に﹁公正な判決を求める署
名﹂や﹁支える会会員募集﹂
︵１団体５名の会員拡大︶︑
支援物販を大車輪で展開す
るなど活動計画︑支援体制
づくり︑支援の会規約︑予
算︑役員などの提案を行い
ました︒
鈴木圭子さん︵ＪＡＬ闘
争を支える会事務局次長︶
30
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支える会ホームページ

30

月 日︑ 日の東京地裁判
決は︑思いもよらない整理
解雇有効の不当判決でがっ
かりでしたが︑同時に大き
な怒りと危機感を感じまし
た︒判決は︑会社がどんな
に黒字でも解雇有効という
ことですから︑会社の都合
で労働者はいつでも首を切
れるということにほかなり
ません︒これは大変だ︑こ
29

配布時間についてはお問い合わせください。

20

徳島では・・・
７月３日︑自治労プラザ
︵徳島市︶で﹁ＪＡＬ闘争
を支援する徳島の会﹂︵略
称・支援の会徳島︶結成総
会を開催しました︒総会に
は自治労徳島県本部など
団体代表︑支える会会員ら
余名が結集︑討論の後︑
50
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ある国労熊谷支部と国労北
見闘 争団と 連帯しな がら
﹁国労攻撃﹂﹁国鉄分割民
営化﹂の真の目的は何かを
訴え続けてきました︒その
ような経過を踏まえ︑現在
闘われている﹁ＪＡＬ争議﹂
も国鉄闘争と基本的には同
じ構図の中で闘われている
ことを確認しました︒
経営再建の名の下に︑闘
う労働組合・闘う労働者を
排除する行為はまさに﹁国
労攻撃﹂そのままであり︑
決して許すことは出来ませ
ん︒
熊谷地区労は機関会議の
中で論議を重ね︑地域での
支援共闘組織を結成し︑全
面支援することを決しまし
た︒会
の活動
目的は
①一日
も早い
勝利解
決を勝
ち取る
こと︑
②整理
解雇４

要件の蹂躙と働くことのルー
ル破壊を許さないこと︑③
安全と公共性を最優先した
ＪＡＬの再建︑④他争議団
との交流と相互支援︑連帯
の強化をはかること︑⑤Ｊ
ＡＬ争議を地域の市民へ広
く宣伝することです︒これ
らの目的に向かって以下の
方針で取り組みを進めます︒
①ＪＡＬ闘争を支える会会
員の拡大︑②争議団からの
オルグの受け入れと︑ＪＡ
Ｌ争議に関する学習︑③署
名活動︑物資販売活動への
取組み︑④熊谷地区労と連
携した会の運営︑⑤会の運
営費は︑会員からのカンパ・
熊谷地区労からの分担金等
でまかなう︒
尚︑会の役員には代表に
小林隆︵熊谷地区労議長・
国労熊谷支部︶︑副代表に
山下祐樹︵熊谷市職労書記
長︶︑千葉義浩︵熊谷ユニ
オン・社民党︶︑成田雄一
事務局長︵熊谷地区労事務
局次長・元国労北見闘争団︶
他５名で構成されることが
確認されました︒
︵熊谷発︶
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記事掲載までの経緯

6月18日朝日新聞オピニオン欄に特集「ＪＡＬの教訓」が掲載されました。一面が稲盛名誉会長のインタ
ビュー記事で、稲盛氏の持論と氏を称賛する記事で埋め尽くされていました。インタビューからは165名の
解雇や裁判など全く読み取れませんでした。そこで朝日新聞社に直接「インタビュー記事は、ＪＡＬの解雇
事件など真実が伝わっていない」と抗議、その結果「私の視点」への投稿を促されました。見出しは朝日側
が付けたものです。朝日への投稿、実は経営破たん前の2009年9月、破たん後の2010年1月、2013年3月に続
く4回目です。粘った結果、不十分な内容ですがやっと記事になりました。（乗員原告団長 山口 宏弥）

株主総会でも解雇問題に
ついて発言が
東京では︑ ６月 日８
時 分より︑武 道館で行
われ る株主総 会に参 加す
る株 主に対し ︑宣伝 行動

者第 一・安全 第一と なっ
てい ない日本 航空の 経営
姿勢 等を訴え ︑総会 にお
いて 解雇問題 を解決 する
よう 日本航空 に対し て意

まし た︒山口 ・内田 両団
長は 解雇事件 が日本 航空
の安 全に与え る影響 ︑係
争事 件を５件 も抱え 利用

支援者約 名は 九段下駅
出口 付近に並 び︑横 断幕
をも ちながら 通過す る株
主に 対しチラ シを配 布し

を行 いました ︒原告 団と

19

見を 言ってほ しいと ︑訴
えま した︒又 ︑反対 側の
道路 には﹁日 本航空 はベ
テラ ン乗務員 の解雇 を撤

当日通 行する 株主の中
には︑原告団バッチをジャ
ケットの襟に付け﹁頑張っ
て くるよ ！﹂と 声をかけ
て くれる 支援者 がいらっ
し ゃいま した︒ 会場では
Ｉ ＬＯ勧 告に関 する政府
か ら会社 への要 請につい
て 質問を してく ださった
株 主の方 がいら っしゃい
ま し た が ︑ 日 本 航 空は
﹁ 日本政 府から の指導は
な い︒﹂ と回答 ︑政府が
Ｉ ＬＯ勧 告を無 視したま
ま だとい うこと が明白に
な りまし た︒又 ﹁安全と
言 いなが らベテ ランを解
雇 するの はおか しい︒﹂
﹁ 新人を 採用す るより解

雇し た乗務員 を飛行 機に
乗せ るべきだ ︒﹂と 発言
をし た株主も おり︑ その
発言 に対して 拍手を した
人も いました ︒株主 総会
の出 席者は報 道によ れば
１６００人でした︒
原告は総会開 会の 時ま
で宣 伝行動を 行った 後︑
水谷 橋公園か ら銀座 を支
援者含め総勢 名でデモ
行進 し︑道行 く人に 日本
航空 の不当解 雇事件 を訴
えました︒

ＪＡＬ稲盛名誉会長夫人
に要請書手渡し

10

26

遣し ていると 京セラ の総
務の 窓口自身 が言っ てい
る︒ Ｂ７８７ の運行 再開
強行 などで︑ もし何 らか
のこ とが起こ れば京 セラ
にも 無関係で はない ︒﹂
等と 訴えまし た︒株 主は
ビラ に熱心に 目を通 し︑
豪雨 にも関ら ず２０ ０枚
のビ ラはまた たくま には
けて不足するほどでした︒
山 口・内田 両原告 団長
から の力強い 挨拶・ 決意
表明 のあと︑ ＪＡＬ 闘争
京都 共闘の佐 々木眞 成京
都総評副議長が代表となっ
て交 渉団を編 成し︑ 稲盛
氏本 人への面 会を求 めて
株主 総会会場 である 京セ
ラ本社前で 分 近く要請
を行 いました ︒両原 告団
長が 東京から 来てい るの
に稲 盛氏の誠 意は全 く見
られ ず︑﹁一 瞬も出 られ
ない ﹂との失 礼な返 答で
要請 書を手渡 すのみ でし
たが ︑株主の 方々に はア
ピー ルするこ とがで きま
した︒
そ の後︑京 セラ本 社か
らほど近い稲盛氏の地元︑

伏見 大手筋商 店街を 山口
団長 のハンド マイク での

訴え を先頭に モモタ ロウ
支援 部隊が繰 り出し ︑道
行く 買い物客 にビラ を配
布し ＪＡＬ不 当解雇 問題
を訴 えました ︒熱心 に訴

えに 耳を傾け る地元 の市
民も 多く︑激 励の声 をか
けてくれる通行人もいらっ
しゃいました︒

京 セラ株主 総会終 了の
ころ あいを見 計らい ︑支
援者 と共に伏 見桃山 城手
前の 稲盛氏宅 を両原 告団
長ら 三人の原 告が訪 問し

まし た︒稲盛 夫人が 快く
玄関 を開け応 対して くだ

さり ︑﹁わざ わざ東 京か
ら来 ていただ いて︒ きょ

うは 遅くなる と言っ てい
まし た︒﹂と 要請書 を受
け取 り︑てい ねいに 見送
りにも出てこられました︒
ＪＡ Ｌ本社や 京セラ 株主

総会 でさえ一 度も原 告本
人と 直接交渉 に応じ ない
稲盛氏に対する要請書が︑
初め て確実に 本人に 手渡

されることとなりました︒
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京都では︑ ６月 日朝
から ︑京セラ 株主総 会抗
議宣 伝行動と 稲盛和 夫名
誉会 長への申 し入れ ・要
請行 動が原告 団と﹁ 日本
航空 の不当解 雇撤回 をめ
ざす 京都共闘 会議﹂ ︵Ｊ
ＡＬ 闘争京都 共闘︶ の共
催で ︑京セラ 本社前 で行
なわれました︒
豪 雨にもか かわら ず地
域の の支援労組・団体︑
名が結 集し ︑株 主に
﹁今 でも二人 の役員 を派
14

30

回し ろ！﹂と いう横 断幕
を街 宣車から 垂らし てア
ピールしました︒

22

40
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日 時：10月25日(金)18時開場 18時30分開会
場 所：文京シビックホール

理由で︑真面目に飛んでき
た機長の仕事をはく奪され
た日は忘れられません︒苦
しいこともたくさん経験し
ました︒その一方で︑暖か
い支援のお力をいただき頑
張ることができました︒あ
りがとうございます︒

ムに入社しました︒４年の
地上勤務の後︑ 年間副操
縦士としてＡ３００︱６０
０型機に乗務しました︒よ
うやく機長訓練が開始され
ましたが︑解雇されました︒
︵支える会事務局︶

８ 月 日 原 告団 銀座 パ
レー ド
時日 比谷 図
書文化館集合
８ 月 日 全 国一 斉宣 伝
行動
時〜 福岡 空港 国内 線
ターミナル

︽今後の日程︾

12

時〜 新宿 駅南 口︑ 立
川駅 北 口︑ 品川 駅港 南
口︑ 池 袋駅 東口 ︑錦 糸
町駅北口
天神 ソ ラリ ア前 ︑小 倉
駅︑博多駅

時半 〜有 楽町 マリ オ
ン前 ︑ 大阪 なん ば高 島
屋前︑

９ 月５ 日
時〜 ＪＡ Ｌ
本社前宣伝行動
９月７日〜 日
全国キャラバン東北
９月 日
時 〜客室 乗
務員裁判

９月 日〜 日 全国キャ
ラバン四国・新潟
日〜 日 全国キャラ
バン高崎・九州
９月 日
時 分〜 分
ＪＡＬ本社前宣伝行動
９月 日 午前・午後
パイロット裁判
９月 日 大阪宣伝行動
時半〜大阪なんば高島
屋前
９月 日 全国一斉宣伝行
動︵都内８・ に同じ︑
福岡未定︶

45

20

30

16

17

24

かしい場所が沢山あり幸せ
です︒
二宮斉子︵愛媛県出身︶
私は会社
も︑仕事
も︑一緒
に働く仲
間も大好きでした︒
整理解雇から２年経った今
も変わらず︑同じ気持ちで
おります︒
加 藤千加 子 東 京都出 身
︵栃木県
宇都宮市
生まれ︶
都立小平
高校 年の時︑﹁絶対ＪＡ
Ｌのスチュワーデスになる！﹂
と決意︒歌が大好き︒今︑
頭の中を占めているのはア
ンパンマンマーチ︒深い歌
詞に勇気を貰っています︒
齋藤晃︵新潟県上越市出身︶
上 越市 は︑
米 とお 酒の
美 味し い街
で す︒ 平成
６年割愛制度で海上自衛隊
から︵株︶日本エアシステ
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15

29

55

年内結審、年度内判決をひかえ勝利をめざす決起集会で
す。一人でも多くの方のご参加をお願いします。

25

原告団の紹介

10･25大集会

26

27

30

ニュースや支える会継続のお願いを郵送すると住
所違いで大量の封書が返送されます。
財政上の理由によりメール便を使用しております
ので、転送サービスがありません。変更される時に
は是非事務局までお知らせくださいますようお願い
致します。メルアドの変更も同様にお願い致します。

18

18

11

10

横堀 寧︵山梨県出身︶
私は病 気休
職を理 由に
解雇さ れま
した︒ 会社
は﹁家族を守るために早く
退職を決意しろ﹂と退職を
迫りました︒私は妻と幼い
子供２人を守るために絶対
に負ける訳にはいきません︒
悪しき前例を作らないため
にも精一杯闘います︒
榊原陽子︵群馬県出身︶
父親の
仕事の関
係で転校
生でした︒
生まれは静岡︒神奈川に３
年︒一番長いのが群馬です︒
それぞれの土地に戻ると自
然と静岡弁︑浜言葉︑上州
弁が口をついて出ます︒懐

15

18

18

18

住所やアドレスを変更される方にお願いです！

21

29

12

2

長澤利一︵神奈川県出身︶
解雇闘争は
３年目を迎
えました︒
歳という

早期解決をめざす
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