
４３

与志象



釜ヶ崎越冬闘争 受付
越冬闘争についての案内や、落し物についての報告、ケガ・病気などの緊急受付をします。

越冬まつり時間外におきた、ケガや、病気についての受付は、

電話06-6632-4273（釜ヶ崎 越冬闘争 実行委員会）まで。

越冬まつり
あたたかい焚き火をかこみながら、たのしい行事、唄や、踊りで仲間とともに新しい年

をむかえます。釜ヶ崎のくらしで役に立つ話や、情報のはりだしもあります。スケジュー

ルは別のページを見てください。みんなでしんどい状況をふきとばしましょう。

12/30～ 1/3
15:00 ～ 20:00（越冬まつり期間中）

三角公園

12/30～ 1/3

三角公園

寒い日がつづきます。お体いかがですか？

シェルターや、医療センター、市更相をはじめ、ふるさとの家、禁酒の館、

医療連などが正月休みになります。釜ヶ崎で、年越しをむかえる仲間の

みなさん、体調をくずしたり病気やケガにきをつけてください。

釜ヶ崎越冬闘争では、40年以上のあいだ、安心して新しい年を

仲間とともにむかえるため、いろいろな取りくみをしています。
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医療パトロール
釜ヶ崎で活動する女性が中心となって、釜ヶ崎かいわいをリヤカーをひいて、パトロー

ルします。安否をきづかいながら、リヤカーにつんだ、毛布や手編みのぼうし、カイロ、

体にやさしい薬などを手渡しします。体の調子のわるい仲間はふとんしきまで付き添い

ます。病気やけがで緊急のときは、救急車へ連絡します。

眠っている仲間へ迷惑をかける場合もありますが、細心の注意をはらいますので、

みなさまのご理解おねがいします

ふとんしき
年末年始になると、路上ではシノギ（強盗）や、いやがらせが多くなります。

釜ヶ崎越冬闘争では、シェルターが休みのあいだ、数名の警備のもと、安心してふとん

で眠れる集団野営をもうけます。よっぱらって大声でさわぐと、休んでいる仲間に大変

迷惑になりますので、きをつけてください。

夜7:00～朝 5:00

12/28～ 1/7 夜 21:45

大阪医療センター前スタート

12/28～ 1/4

大阪医療センター前
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炊き出し
あたたかいおぞう煮、カレーどんぶりなどが食べられます。炊き出しのメニューは当日

おしらせします。

12/28～ 1/7

三角公園の炊き出し小屋
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人民パトロール
越冬まつりの終了時間から、みんなで釜ヶ崎地区外への仲間たちにたいして、越冬闘争

への参加を呼びかけます。一人の声よりも二人の声・・・。「安心してくらせる釜ヶ崎を

つくろう！」をスローガンに、仲間の声を大阪のまちへとどけましょう。

お礼まいり
朝7:00 ごろ 労働センターに集合　→　8:00 ごろ三角公園で朝食

 →　バス（勝利号）と、地下鉄で移動（きっぷは配ります）

 →　市役所・府庁で、市長・府知事あてに要望書を読み上げ、手渡します。

 →　移動　→　三角公園で昼食　→　解散

1/4 朝 7:00 ～昼ごろ

センター集合

日刊えっとうの配布
炊き出し、医療パトロール、センターでの情宣をとおして、仲間の手元へとどけます。

私たちのくらしを脅かす世の中のしくみや、ますます広がる格差の問題を、

わかりやすく伝えます。医療パトロールの報告など、越冬闘争の現状を掲載していきます。

12/30～ 1/3

夜 8:00 ～夜 10:00 ごろ
三角公園スタート

12/28～ 1/7（予定）

越冬闘争実行委員会
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第 43回釜ヶ崎越冬闘争スローガン
かまがさき　えっとうとうそう

野宿の仲間への襲撃を許さない！富松国春さん虐殺弾劾！

①反失業闘争を闘うぞ！　働いてメシをくわせろ！

　・特掃を週 3 回にしろ！

　・55 最以下の仲間にも社会的（公的）就労のしくみをつくり

　　週 3 回働けるようにしろ！

　・復興事業に釜ケ崎の労働者を使え！

②釜ヶ崎労働者を抜きにした改革はない！

　・釜ケ崎労働者の声を聞け！

　・医療センター縮小反対！

③生活保護法改悪反対！

　・しめつけを許さんぞ！

④反原発闘争を闘うぞ！

　・全ての原子炉を直ちに廃炉に！

　・再稼働、新・増設をやめろ！

　・労働者を被曝させるな！

　・責任逃れとピンハネの重層的下請け構造と闘うぞ！ 

⑤日米安保反対！日米地位協定破棄・ｵｽﾌﾟﾚｲの飛行訓練反対！

⑥沖縄民衆と連帯して闘うぞ！

　・普天間基地を直ちに返還しろ！ｵｽﾌﾟﾚｲ配備反対！

　・辺野古新基地建設反対！

⑦憲法 9 条を守れ！

⑧消費税増税反対！

⑨ＴＰＰに反対するぞ！

老いも若きも、安心して働き、生活できる釜ヶ崎をつくろう！



男 

前 

冬の星座を見る会

越冬まつり
新春書き初め大会

男前写真館

●12 月 28 日（金）よる
●12 月 29 日（金）よる※予備日

1 月 2日（水）
1月 3日（木）
場所：三角公園ステージ

企画：ココルーム

随時開催　場所：三角公園
カメラマン若原瑞昌にイカス写真を撮ってもらおう！

企画：和歌山大学教授　尾久土正己（おきゅうどまさみ）、ココルーム

釜ヶ崎講座のお知らせ
１．越冬のたたかい・とりくみに合流・参加（12 月 30 日）
　■集合場所　釜ヶ崎日雇労働組合事務所集合
　■集合時間　12 月 30 日　17:30

２．新春恒例の釜ヶ崎ツアー（1 月 3 日）
　釜ヶ崎の歴史・たたかい・文化など、今回も案内人の水野阿修羅さんに連れられて、釜ヶ崎を
深く知っていくフィールドワークをやります。
　■集合場所　釜ヶ崎日雇労働組合事務所集合
　■集合時間　1 月 3 日　13:00
みなさんのご参加を待っております。　　　

釜ヶ崎講座　090-2063-7704（事務局：河村）

・ふとんしき
・人民パト
・医療パトまで参加します。
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