教職員とその家族を守る

全教自動車保険
５つの特徴

①無事故割引を引き継げます
②団体扱い割引を10％に拡大

③家族の車もまとめるとさらに割引

④退職者もメリット引き継ぎで安心
⑤申し込んだその日から安心

札幌市中央区大通西12丁目4-78
TEL:0120-222-789 FAX:011-218-2472
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道教 組の 組 織・ 運動 に つい て
リ ーフ レ ット を作 成
４月の単組代表者会議は、道教組の
組織・運動の展望について集中討議を
おこなうために、２日日程での開催と
なりました。３月の定期大会と、４月
の 単組代 表者会 議の集 中討 議を 通して 、
各 地での 経験を もとに 展望 を語 り合い 、
道教組の運動を太くたくましくしてい
くことの大切さを確かめ合いました。

それらの討議で語られたこと、確か
め合 った ことを もとに 、「 道教組 ・組合
づくりリーフレット ｗｉｔｈ ｙｏｕ
～私 たち は 、
「仲間 」を増 やし てい く～ 」
を作 成し ました 。

改め て、 組 合そ のも の の
原 点を 見 つめ 直そ う

このリーフレットは、全組合員に配
布し、各地で道教組の組織・運動の展

望について語り合う際の資料として活
用し、今後も組織・運動の展望を語り
合ったり、前に進めていく際のよりど
ころ とし ていく ことを めざ してい ます 。
冊子 の冒 頭に は 、「 増やし ている のは
『数』じゃない！『仲間』だ！」とい
う、全教定期大会で語られた教訓につ
いて書かれています。この言葉を、自
分たちの側に引き寄せて考えていくこ
とが 大切 です。
それは、私たち自身が、組合そのも
のの原点を見つめ直し、魅力ある組合
とは、組合の運動とは、参加と共同の
学校づくりとは何かを、改めて捉え直
し、前に進めていくことになります。

この 冊子 を 活用 して 、
み んな で 考え よう ！

各単組・連絡会で、支部・分会で、
次の３点を意識したとりくみを進めま
し ょう。

①「仲間を増 やす」ための
学習や運動づくり を

こ の 冊 子 を 読 み 合 っ い 、「 新 た な ３ か
年計画」を意識するなどしながら、とり
くみの 具体化を 進めまし ょう。

②とりくみの教訓 化を進めよう

コラムで紹介した事例のように、組織
拡大のエピソードをまとめ、その教訓を
みんな で考えま しょう。

③学校づくりにつ いて学ぼう

道教組が大切にしている「参加と共同
の学校づくり」について、子どもたちの
ための教育とは何かを考えながら教育実
践を豊 かに進め ましょう 。

の現状や、宗谷の教育課程編成で大切
にされてきたことなどについて報告さ
れ、参加者からの質問で深められてい
きま した 。
第２部は、 分科会に分かれて、少
人数で楽しく学習しました。実践を学
び、思いや悩
みを語り合い
活力の得られ
る学習の場と
なりました。
第３部は、
会場を移して
大交流会をお
こない、大い
に盛り上がり
まし た。

桧山 桧山教職員の集い
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和気 あい あいと 思いを 出し 合い 、「すっ
きり した 」と好 評でし た。
その後、温泉にくつろぎ、一品料理
に舌鼓を打ち、楽しいひと時を満喫し
まし た 。「 目隠し チャン バラ合 戦」 など
の余興も入り、すっきりリフレッシュ
し合 いま した。

根室 新しい仲間を迎える会

５月 日 （金 ）
、中標津 町マル エー温
泉で開催し、未組織の方６名を含む
名が参加しました。音楽あそび、タブ
レットの活用、工作、簡単マジックの
実践 につ いて、 楽しく 学び ました 。
その後の交
流会では、組
合員が「私と
組合」をテー
マに組合への
思いを語りま
した。未組織
の方からは日
頃の悩みなど
が語られ、交
流を深めまし
た。

コ ミュ ニテ ィ・ オー ガナ イ
ジングを学ぼう！学習会

18
講師

日時 ６月１日（土） 時～ 時
場所 旭川市東旭川公民館
内 容 コミ ュ ニテ ィ・ オー ガ ナイ ジ
ン グ に 関 す る ワ ー ク シ ョッ プ
出口憲次さん 道(労連事務局長 )

上川

○今後の学習会の予定

17

全釧路 第１回連続教育講座
４月 日 （土 ）、釧路市 生涯学 習セン
ターまなぼっとにて開催しました。参
加者は、未組の方も含め 名でした。
１本 目の 講座 は 、「 学級づ くり・ 居場
所づ くり 」。なぜこ の学習 をする のかを
子どもたちとともに考え合うこと。そ
して、学校だからこそ子どもどうしが
関わりを持つことを大切にしているこ
と。具体例を元に分かりやすく語って
いた だき ました 。
２本目の講
座 は 、「 書 い
てつながる」
というテーマ
で、日記の取
り組みとその
交流、取り立
てての作文指
導も合わせて
行っていくこ
となどを学び
まし た。

宗谷 宗谷学び愛フェスタ
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５月 日 （土 ）
、温泉宿 を会場 に 名
が参集し、函館からの参加もありまし
た。
フリートー
ク交流や分科
会でそれぞれ
の思いを語り
合いました。
特に「若者た
ちで語ろう」
には４名の新
採用者はじめ
同世代同士が
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５月 日 （土 ）、稚内東 小を会 場に開
催し 、約 名が 参加し まし た。
第１ 部の 教育 シンポ ジウム は 、「教育
課程づくりについて学び合おう！」と
いうテーマで学び合いました。３名の
パネラーからは、礼文の教育課程編成
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各地で第

回メーデー開催

５月１日は、各地でメーデーが開催
されました。あいにくの天候で屋内で
の開催となった地域もありましたが、
多く の組 合員が 参集し 、「 せんせ いふや
そう 」な どアピ ールし まし た。
今年のメーデーは、全労連の「メー
デー見える化プロジェクト」の提起を
受け、各地で仮装など趣向を凝らした
とり くみ がなさ れまし た。
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