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国鉄新潟

国労本部・第 回定期全国大会
が９月 日︑新橋交通ビルにおい
て開催されました︒
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため書面審議による開催でし
たが大会は成立︑２０２０年度の
中央執行委員会が成立しました︒

民 宿の 女将 さんは 元気 に して い
まし た︒ ＧＯ ＴＯト ラベ ル の影 響
で︑ ほぼ 毎日 お客さ んが 来 てい る
よう です ︒良 かった です ︒ 特に 登
山客が多いです︒

６ 日︑ 紅葉 ですが ︑ま だ 色づ い
てい ませ んで した︒ まだ 早 かっ た
ようでした︒
昨年は︑ 月下 旬に行き ました
が素 晴ら しい 紅葉で した ︒ 特に 天
池の ﹁も みじ ﹂は素 晴ら し かっ た
です︒
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全国の代議員から発言が書面で
寄せられ︑真摯な発言が集約され
ました︒

秋 山郷 ・栄 村も 夏か ら季 節 は秋
に変わってき ました︒ 月 日〜
日と栄村へ行ってきました︒
季節は 月に 入り︑風 が肌寒く
感じ るよ うに なり まし た︒ 厳 しい
暑さ が続 いた 夏か ら季 節は 変 わり
秋も深まりました︒
猛 暑だ った 夏が 嘘の よう に 感じ
ます ︒新 潟市 内も 街路 樹が 色 づき
始めてきました︒
栄村は︑最 低気温が ℃より下
がる 日が あり ︑寒 く暖 房が 必 要に
なってきました︒
苗 場山 は︑ 山頂 は素 晴ら し い紅
葉に なっ てい ます ︒登 山者 か らの
話で は素 晴ら しい 紅葉 だっ た と話
して いま した ︒６ 日︑ 民宿 で 一緒
にな った お客 さん から の情 報 でし
た︒
こ の頃 にな ると ︑民 宿で は 登山
客が 多く なっ てき ます ︒栄 村 には
苗場 山︑ 鳥甲 山︑ 左武 流山 が あり
ます ︒ど れも ２０ ００ Ｍ級 の 山で
百名山です︒

今 年は コロ ナ禍で イベ ン トが す
べて中止でしたが︑ 月 日に
﹁夢 灯﹂ が開 催され ます ︒ 毎年 ︑
９月 に開 催し ていま すが コ ロナ 禍
で中止となりました︒
し かし ︑小 規模で すが 開 催す る
ことになりました︒会場は﹁天池﹂
で︑ 沢山 のキ ャンド ルが 設 置さ れ
星の 輝き とキ ャンド ルの 輝 きで 素
晴らしいイベントになります︒
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●中央執行委員長
松川 聡
総括・政治・共闘担当
職場︑地域など厳しい状況の中 ●中央執行副委員長
全組合員が一致団結し国労運動の
佐々木隆一
更なる発展をめざし大会成立と表
調査・法対部長・共闘担当
決結果を承認し︑向こう１年間の ●書記長
方針が決定されました︒
佐藤 裕樹
企画部長・政治・共闘担当
大会では︑多くの代議員からオ
ンラインを活用した遠隔会議シス ●中央執行委員
テムの成立や議決の有効性など規
宮崎 浩則
約・規則の改正をはじめ︑コロナ
総務・財政部長
禍のもとでの組合活動のあり方や
組織・共闘担当
方向性など課題が投げかけられま
本間 誠
した︒
組織部長・業務担当
瀧口 良二
職場活動︑地域活動など︑すべ
教宣部長・共闘担当
ての取り組みを通じて組織強化・
木村 忠義
拡大を最重要課題として取り組み
業務部長・貨物・共闘担当
を進めていかなければなりません︒ ●会計監査員
馬橋 博一
羽生 隆盛
広瀬 裕二
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今号は﹁ＫＮ山の会﹂の機関紙を
紹介します︒よろしくお願いします︒

全国大会︑エリア本部大会が書面
審議による大会でしたが大会が成立
し新年度・執行委員会が成立しまし
た︒
新潟地本は︑書面での審議ではな
く予定通り地本大会は開催します︒
ただ︑出席者は代議員・地本執行
委員︑大会構成メンバーだけになり
大会日程も 時から 時までの約２
時間の予定です︒
新型コロナウイルス感染拡大のた
め異例の大会開催になりますが各組
合員の御協力をお願いします︒
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月︑中旬を過ぎ山々は紅葉のシー
ズンに入りました︒コロナ禍でアウ
トドアが流行っているようです︒ひ
とりでキャンプを楽しむ方々が増え
ているようです︒
山頂は素晴らしい紅葉になってい
ます︒雪が降ったようです︒これか
ら季節は秋から冬へ向かいます︒今
年の降雪は・・心配です︒大雪にな
るようなウワサですが・・︒
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