第五回流しそうめん交流会
月

わたあめ。たくさんの御馳

走と流しそうめんで、大人

も子どもも大満足。

食事の後は、シニア友の

日（ 日 ） 流 し そ 員が集合して、天井から流 いよいよ流しそうめんです。 会のみなさんと子ども達が

階からパイプを通って流 『紙飛行機』大会を繰り広げ、

した。集まった仲間は総勢 レーンを設置しました。主 れてきたそうめんが、涼し

で大成功の交流会となりま

最後まで、仲間の笑顔笑顔

うめん交流会が開催されま すという、壮大なそうめん

170 人、今年も笑顔と笑 婦の会からの差し入れでお げな竹のレーンに落ちてく

さんとフリーで動いて、全

長から感想を頂きました。

務めた、石塚後継者対策部

今年初めて実行委員長を

した。

八幡町の『お好み焼き ま

天候は快晴、外は夏真っ いど』さんの協力出店、焼

した。

い声の溢れる交流会になり 腹を満たし、当日に挑みま ると歓声が上がりました。
ました。
前々日にはシニア友の会

のメンバーが竹林から切り 盛りの暑さでした。まずは、 き鳥、海鮮焼き、かき氷に
出しを行い、節を抜いて準 主婦の会の皆さんが企画し
『万華鏡づくり』
を楽しみ、
備。更に前日夜に、実行委 た

流しそうめん交流会を終

体を見るとの事でした。準

流し終えて
えて、一番初めに思ったこ

うかと不安はありましたが、

備段階で、私で大丈夫だろ

去年までは、後継者対策

不安でタジタジするより、

とは…「疲れた！」
部員として、たこ焼きをひ
一日中、火の近くで焼き続

にしようと思いました。
『自 も楽しくない』この言葉を ったと思う点は沢山ありま

しい会に、思い出になる会

たすら焼き続けていました。 今回の交流会を前回より楽
ける事はとても重労働でし

東久留米市長懇談

月 日、午前 時より

並木東久留米市長に北島委員長
から住宅デー募金が手渡された

今回は要請行動ではなく

『懇談』という事を意識して、

求 人

月 （金）渋谷清瀬市長と役員
人で懇談。新庁舎建設の話題で
は、現場従事者へ適正な賃金が行
きわたるようにとの対話も。

三葉分会 前川達夫

たのではないかと思います。

の対市行動への弾みになっ

一歩踏み入れた事で、今後

とりあえず、市の内部へ

じでした。

ならず、軽くかわされた感

には、常時笑顔が絶えない いては、突っ込んだ話には

伝協力のお礼、募金の贈呈 ベスト助成・公契約等につ

住宅デーの来訪や現場宣 防災協定・耐震助成・アス

に臨みました。

勢 人で並木市長との懇談

おいて、北島委員長以下総 いきました。

東久留米市役所内市長室に ソフトなムードで進行して

9

6

分が楽しくなければ、周り モットーに前進あるのみだ す。今後も仲間達と切磋琢

最後に、私個人的には私

3

8
た。今年は担当書記の本島

と思いました。私には、つ 磨し、前進していきたいと
時を共にする仲間がいると

さんの感想が聞きたいと思

いう事がとても心強かった の感想より、参加された皆
です。

交流会を終えて、改善し います。私に会った時にで

市の内部へ
一歩

8

2

なければいけない点、よか も、感想・ご意見を聞かせ

て頂けると、

今後の参考に

なります。是

非聞かせてく

ださいませ♡

実行委員長

25

子ども達が取りやすい高さに設置された竹のレー
ンで、流しそうめんを楽しむ。参加者からは「美
味しい！楽しい！また来たい！」の声がたくさん
聞こえました。
撮影：尾芦富雄

石塚貴紀

5 8

事業所名：( 株 ) 中程電機
事業主名：中程 浩
募集職種：電工
所在地：東久留米市幸町
連絡先：042− 471− 5560
募集人数：2 − 3 人（常用・手間請・社員）
働き先：町場
条件等：経験者、見習いも可、要普免

けんせつ
デジカメやスマホを
持って参加しよう！
参加費無料・お茶菓子あり

6

事業所名：( 株 ) 金子電設
事業主名：金子進
募集職種：電工
所在地：清瀬市旭が丘
連絡先：090− 8006− 1997
募集人数：1 人（常用・見習い）
働き先：町場・新丁場
条件等：経験者、見習いも可

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部機関紙

9 月 26 日（火）19：30 〜

らい時、楽しい時、悲しい 思います。

上：お腹いっぱいになったあとは、工作教室で楽しみました。工夫
して自分で折った紙飛行機、誰が一番遠くまで飛んだかな？
下：オリジナルの万華鏡を手に大満足

〒 203 − 0054 東久留米市中央町 5 − 10 − 17
TEL 042 − 473 − 8751
FAX 042 − 473 − 8753
発行者 尾 芦 富 雄
編集者 砂 川
恵
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原水爆禁止世界大会

た。初参加で、期待で胸い

長崎

じい現実でした。とても私

い子供の時に体験した凄ま

です。被爆者代表の話、幼

実際に参加できて良かった

事がありませんでしたが、

て来た努力が、ようやく形 向かい、様々な全国の団体

れは被爆者が長年積み重ね

世界大会の閉会式会場に

した「核兵器禁止条約」
。そ ても感動してしまいました。

とも、配備することも禁止 んの千羽鶴があり、またし

うことはもちろん、持つこ 米市から届けられたたくさ

私の家では、猫 匹を らしいです。うちに来て

多頭飼いには向かない猫

かして知ったのですが、

ルーは飼い始めて、何年

調査行動です。陸上、海上 この言葉は未来に向けて、

「ノーモア ヒバクシャ」
科会に参加し、佐世保基地 「

度とあってはならないと実 た。募金にご協力頂いた仲

それは本当に、決して、二 発に参加したいと思いまし

言葉に胸を打たれました。 行進など地域の運動にも活

」との が意思統一。改めて、平和
の心に響き涙が溢れました。 になった瞬間でした。

ます。うちの場

格が個々に違い

猫にも特徴、性

な種類の猫がいますが、 たり、他の子たちとも遊

飼っています。今、色々 から、タンスの隅に隠れ

初日の開会総会は 千人

自分も頑張って行きたい

あるべきだ」ではなくて、
「どうあるべきなのか」を改めて、
考えたいと思います。仲間と一杯やりながら。
青空分会 長谷川重之

匹です。

茶トラの子

は、人なつこく、

もう一匹の子は

匹でいることが

多かったです。

私達飼う側が無

知だった為に、

この子にはかわ

いそうな事をし

てしまったと反

省しました。

今は、私たち

飼い主がこの子

とたくさん接し

茶トラは本来気性の激し

っています。大事な家族

わいがってあげようと思

て、最後までか

い猫らしいのですが、う

ですので。

超ビビリです。

ちの子はそれほど…とい

南町分会 鈴木和美

ました。陸上からはモヤが 被爆者代表の深堀さんの平

う感じです。ロシアンブ

ノーモア・ヒロシマ、 ジや訴えを聞きました。今

かかっていて、はっきり見 和への誓いを聞いていたら、

「核兵器のない
に数々の貯油所や弾薬庫な はいけない。

でき、広大な佐世保港の中 原爆は、二度と繰り返して

一瞬にして尊い命を奪う

ノーモア・ナガサキ、ノー 年の世界大会は、国連の「核

日目、動く分科会（佐

世保基地調査行動）に参加

世界を」
、今回長崎に行った

日目、世界大会の閉会 事が、自分の第一歩だった

し て き ま し どがありました。

た。ハワイか

らインド洋ま 総会の会場に行く前に、平 と思います。これから、核

で広大な地域 和公園で行われる長崎原爆 兵器廃絶と恒久平和の実現

参加してきました。式典の て行きたいです。ノーモア・

を作戦範囲と 犠牲者慰霊平和祈念式典に に向けて、自分もがんばっ

する、米第

地でもある佐 線によりケロイド状に焼け サキ、ノーモア・ヒバクシャ。

滝山分会 畑田義次

世保基地の実 ただれた人の写真、爆風で 少し解ってきた気がしまし

まじい光景を見学した後、

態を陸上、海 吹き飛んだ建物など、すさ た。

平和公園の平和記念像の前で東久留米の代表
団と共に。一番右が畑田さん、隣が笹原さん
上から見て来

ていました。

は、漠然と何となく、聞い

葉は、今回長崎に行くまで ての歴史に残る大会でした。 乗り、海上からは見る事が

られませんでしたが、船に 涙があふれていました。

全国から各団体のメッセー

ぶことなく、一

から見て来ました。弓張浜、 世界中の誰も、永久に、核

間の皆さん、貴重な体験を

人の一員として参加しまし 加出来て良かったです。
長崎に着いて開会式、ヒ

感しました。

合は茶トラ 匹

扇子前海のコース。前畑弾 兵器による惨禍を体験する

式典の間、荷物を置かせ させて頂き、ありがとうご

（親子ではない
ら届けられた千羽鶴がたく

くりです）と、

てもらった場所には全国か ざいました。

現在も米軍が日本の地域に したものです。その願いが、

さん吊るしてありました。

ロシアンブルー

建的な政治情勢の捉え方、労働組合と政党、組合の仲間の「労
働組合という運動体の一員である」という意識の無さ。
「こう

のですが、そっ

入っている、
酷い世の中です。 この夏、世界の多くの国々

帰りに荷物を持ち、目線を

れが多数派の意見なのでしょう。
新聞の編集の傍ら、教宣部会でもこの話をしました。東京土

三葉分会 笹原康弘

国で採択された記念すべき 報告や、海外の方の話もた

を動かし、一つの条約を生

悩み。色んな話をします。今年の夏の終わりの座談会は、滝山
の夏祭りで盛り上がった後に始まりました。

成、反対 ヶ国、棄権 ヶ 全国の小中学生のとりくみ
くさん聞くことが

日目には、被爆 周年

千羽鶴と共に

あげると、そこには東久留

間をどういう気持
ちで過ごすか、改

きたので、議論はエスカレートしていったのですが、
「俺、政
治に興味ないし、労災と健保があればいいじゃない」
「みんな
何も考えてないよ」との意見も出てきてしまい…。実際にはこ

飼い主の責任
大事な家族

モア・ヒバクシャ。この言 兵器禁止条約」採択を受け

ございました。

加させて頂き、ありがとう 以上の参加者で、世界各国、

原水爆禁止世界大会に参

6

艦隊の拠点基 前に原爆資料館を見学、熱 ヒロシマ、ノーモア・ナガ

7

念式典を見に行きました。

両日とも 10：00 ～ 15：30。10/22 終了後に交流会あります。

めて考えさせられ 長崎原爆犠牲者慰霊平和祈

皆に投げかけました。
「そんなに感じないけどな」
「俺は偏って
いるとは思わないけど、どんなところが？」仲間からも返しが

1

3

2

2

ました。

② 10 月 22 日（日）東久留米商工会館
仲間の疑問に答える 2 日間の連続講座です。
組合員・ご家族どなたでも参加できます。

72

今まではテレビでしか見た

① 9 月 17 日（日）清瀬商工会館

3

日目は歩く分

『KIYOKURU スクール』にも、きっとヒントがある！

3

できました。 日

み出しました。核兵器を使

組合の仲間が集まると、真面目な席でも酒の席でも、話題の
中心はもちろん組合の事。楽しかった話、今後の計画、分会の

1

2

っぱいでした。
今年は 月 日に核兵器 体の発言にとっても感動し、 薬庫、針尾米軍住宅、浦頭 ことがないように、という
7

禁止条約が 122 ヶ国の賛 想いが募って涙が出ました。 引揚記念平和公園です。今 被爆者の心からの願いを表

7

1

組合運動と政治のこと

3

バクシャの声や各地域の団

東京原水協の代表 630 年です。このような年に参

感動の世界大会

in
撮影：笹原康弘

私が普段から思っていること、
「東京土建は政党支持の自由
を謳っているのに、政治の話題になると偏っているよね！」と

2017 年 9 月 13 日（2）
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