低年金を

年金者組合は紙製のカブ
トの後に吹流しの短冊を
つけた趣向で第３位とな
りました︒公園から鶴ヶ
岡八幡宮までの約２㎞に
シュプレヒコールを響か
せて元気良く行進︒沿道
の人々から拍手される場
面も︒

メーデーにもっと多 くの
参加を

ため︑アメリカの労働者は
﹁第１ の８時間 は仕事 のた め
に︑第 ２の８時 間は休 息の た
めに︑そして残りの８時間は︑
おれた ちの好き なこと のた め
に﹂という﹁８時間労働の歌﹂
を歌い ながらた たかい ︑８ 時

26
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しかし︑ 資本家側 は８ 時間 労

間労働制 をかちと りま した ︒

る﹂と 決定︒翌

モ ンストレ ーション の日 とす

を 決めるよ う要求す る国 際デ

年に各国で

働の約束 をほごに しま す︒ そ

けます︒ これにこ たえ て︑ こ

め︑世界 に共同行 動を 呼び か

ゼネスト でたたか うこ とを 決

こで︑労 働者側は ︑ふ たた び

です︒

で ５千人が 参加した のが 最初

月 ２日︵日 曜日︶︑ 上野 公園

す ︒日本で は︑１９ ２０ 年５

第 １回メー デーが実 施さ れま

90

コース
大船駅（7：30）→6,000本の花菖蒲咲く
井頭公園散策→益子焼窯元で昼食・買い
物→外池酒造で見学・試飲→3,000株のあ
じさい咲く雨引観音、あじさい寺散策→
大船駅（18：00）
定員 先着35名。お早めの申し込みを。
申し込み先
山内 0467-44-2066
吉原 0467-45-3957

の日を﹁ 法律で８ 時間 労働 制

北関東初夏の花めぐり＆益子焼き＆酒
造見学に出かけましょう

メー デ ー
昔話
メーデーは︑１８８６ 年５
月１日 ︑アメリ カの労 働組 合
が８時 間労働制 を要求 して ス
〜

トライ キ・デモ 行進を 行っ た
ことが起源です︒当時は

時間労働が当たり前︒ この

12

が増えることで組織に活 ンケート調査では神奈川
気が出ると同時に多様な で︑ ％の方の回答が寄
広がりも実感しています︒ せられ︑その中でも将来
その意味でも﹁数は力﹂ に対する不安や︑介護に
です︒
対する不安などが多数寄
月 〜 月 は仲 せられています︒
神奈川県内の各支部と
間増やし月間
もいろいろアイデアを出
しながら︑楽しく︑そし
て︑今の怒りを要求とし
て運動する年金者組合を
大きくしていこうという
結論に達しました︒
お知り合いの方をご紹
介下さい︒

世の中 変えるにゃ﹁数は力﹂

一つだけ気がついたこ
と︒せっかくの市民への
アピールの機会︑参加団
体はもっと趣向を凝らし
て多数の参加を促せない
ものかなとの思いが募り
ました︒﹁連合﹂のメー
デーが５月１日にやらな
くなって久しい時︑伝統
を守り続ける﹁主流派メー
デー﹂の灯を輝やけるも
のにするためにも是非考
えてほしいものです︒

6月27日（水）
昼食付き6,400円（組合員）
〃 6,500円（組合員以外）
日時
料金

14

今年に入って組合員の
加入︑退会の状況は全体
としてマイナスとなって
いました︒年金制度の改
悪をめぐって︑これでは
ならじと４月の執行委員
会は本気になって組合員
拡大を追求することにし
ました︒４月は入会者
︵５人︶と久しぶりに増
勢に転じる結果となりま
した︒そんな中でのメー
デーでした︒やはり﹁数
は力﹂です︒いやそれだ
けでなく︑新しい組合員

6

鎌倉支部は４月に５人
の仲間を迎えました︒
今︑私たち年金者組合
員にとって年金引き下げ
をはじめ︑とても暮らし
にくい社会になっていま
す︒女性組合員の生活ア

4

45

83

3

海からの風が心地良い︒
由比ガ浜の公園で開かれ
たメーデーに 団体１３
０人が集まりました︒年
金者組合からは 人︵逗
子から 人︶が参加︒
﹁原発﹂﹁税と社会保障﹂
﹁ＴＰＰ﹂などをめぐる
重大な情勢の中で各弁士
のあいさつにも熱がこも
ります︒
デコレーションコンクー
ルは今年から参加者の投
票で決まることになり神
奈川土建と新婦人の会が
１位を分け合いました︒

シュプレヒコールで意気高く

83回おめでとう
年金改悪反対の気持ちをこめて

鎌倉・年金の仲間＆http://nenkin-kamakura.sakura.ne.jp

ホームページ

魅力満載「日帰りバスの旅」
ご案内！！

第 回鎌倉逗子葉山
地域統一メーデー

階建 ての 最 低保 障年 金

◎不公 平な く 移行 でき る

よう

保障年 金制 度 を実 現さ せ

◎消費 税に よ らな い最 低

全日本年金者組合
鎌倉支部
鎌 倉 市 小 袋 谷 ２-７-１
吉原捷利
TEL/FA X
０４６７− ４５− ３９５７
◎無年金・低年金者も最

を

2

2012年5月20日
部
支
倉
鎌
合
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者
金
年
第203号

五月朔︑夜来の雨上
がりし由比ヶ浜︒年金
者組合を統べるは宝塚
かと見紛う美形︑天下
のご意見番︑高貴高齢
守︑従うはオレンジ縅
︵オドシ︶の兜︑オレ
ンジ狩衣の十騎︑天下
に悪名高きドジョウ退
治せんと打ち揃いたり
︱︱パンパンパパン▼
折角の装束に寸劇を用
意して臨んだメーデー︑
長い長い挨拶が終わっ
てやっとプラカード披
露︑ところがパフォー
マンスの時間はないと！
ゴリ押ししてエイエイ
オーとやったものの後
味悪し▼兜の後ろにた
らした紙の母衣︵ホロ︶
に﹁原発原爆は人類の
仇でござる﹂等のスロー

ガン書き︑同文の短冊
を手に翳︵カザ︶し︑

女武者は髭︵ヒゲ︶黒々
と厳めしく粛々と若宮

大路を行く︒停車中の
対向車から眺める人に
短冊を示して目礼すれ
ば会釈を返される▼メー
デーって働く者のお祭
り︑唄って踊ってエネ
ルギーの素にしたい︒
﹁晴れた五月の﹂と若
い日が思い出される︒
︵百︶

