建設国保予算要求集会

決起集会には、ほぼ全て

の政党が参加され、あいさ

つを頂いています。どの政

党のあいさつも、建設国保

を守り育成する、という様

ります。皆様、
日本の政治を、

見つめ直してみませんか。

松竹分会 阿部史夫

市民がつくる

東久留米を

東久留米市長選・市議補選

月 日告示・ 日投票

を 着 て、
『 将 軍 』 キ で、市長予定候補者それぞ

る中、忍者Ｔシャツ 支持の自由を保障する立場

す。支部では、仲間の政党

者の立候補が決まっていま

市民・野党共闘推薦の候補

市長選は、
現職の市長と、

補選が行われます。

で、東久留米市長選・市議

24

社会保障を減らし続ける政権与党

集合場所

《前編・さすが滝山分会》
まずは一日目。曇り空の

17

な内容です。しかし、社会

の運動だけでは、限界があ

集会、ハガキ要請、など

今の建設国保は、制度的に のは、政権与党です。

行われました。全国から約 を思い出します。そして、 防衛費を増やし続けてきた

5200 人の参加。

私が組合に入ったのは、 は大きく後退している。そ

1982 年、 歳の時でし れはナゼなのか。

月 日・ 日（土・日）

が分から
ないと連

12

全建総連主催の建設国保 た。市の国保は３割負担。 保障費を抑え、消費税を上

への予算要求集会。年に二 風邪をひき、病院へ行くと、 げ続け、法人税を下げ、高
22

（水）
、今年２度目の集会が たい制度だと、感激したの ダな大型公共工事を増やし、

11

滝山分会一泊二日バス旅行報告書

25

29

のバス旅行で起こった出来 中、集合時間の 時 分頃

28

モニター前で全国の仲間と「ガンバロー」

ャップを被り、日本 れに組合の政策要求を出し、

刀の柄の付いた傘を 野党共闘推薦の候補者と政

背負って周りの参加 策協定を結びました。協定

者を笑顔にしている 内容は以下のとおり。

佐藤君の姿があった。

伊東温泉に着いた １．公契約条例の制定を目

一行は、夕食までの 指し、公共工事における設

ト原告団交流会は、西東 解説をしてもらいました。 決が出されました。これ

れた首都圏建設アスベス 高裁判決）W 判決の勝訴の

までの運動が実り、大き

高裁判決要旨）
」という判

て判断されるべき（東京

っていた集合場所にいるの

合員が以前のバス旅行で使

を待っていると、一人の組

浮かれる気持ちを抑え、皆

しておいて良かったと思う。

グ続出。集合時間を早めに わり、子供を含めて参加者 ２．市民・地元建設業者が利

には間に合った。ハプニン ここで後からの合流組が加 図ります。

集合場所を伝え、出発時間 は広い宴会場で行われた。 る賃金・労働条件の向上を

人全員が揃った。宴会後、 用しやすい「住宅リフォーム

京支部と村山大和支部と これまで『一人親方・零細

を、通りかかった他の仲間

参加した仲間か

交流会では、

から電話が鳴り、電話に出

入院しているはずの組合員

が発見し無事合流したり、

御殿場プレミアムアウトレ いか。大人達が真剣に『Ｕ のまちづくりを進めます。

地に着いた。着いた場所は で盛り上がっているではな 協定をすすめ、耐震・防災

よりも 時間半も早く目的 きや、
カードゲーム『ＵＮＯ』 助成制度」を拡充し、防災

バスは順調に向い、予定 酒で盛り上がるのかと思い ３．「耐震診断・耐震改修

被害根絶を求め

てみると、他の参加者から

一部屋に大人が集まり、お 助成制度」を創設します。

30
ら、アスベスト

さすが滝山分会。

く前進することができま

首都圏建設アスベスト原告団交流会

一人親方も『労働者』

した。各支部の参加され は労働者ではないため、保
た原告・組合
員の皆さんあ
りがとうござ
います。全体

る熱い訴えを聞
組合員 人、書記 人） の判決で「必ずしも労務提

を勝ち取るために、運動

絶と補償基金制度の創設

き、アスベスト被害の根
供の法形式にとらわれるこ
の参加でした。

をさらに前進させていき
本部労働対策部の須賀

担当書記に講師を依頼し、 という労務提供の実態から
みた使用従属関係に着目し

書記局 永井駿介

たいと思いました。

となく、指揮監督下の労働

人、原告の家族一人、 障の対象外でしたが、今回

で 人（原告

した。

の 支部合同で行われま 事業主』は労働関係法令で

緒に出発の準備をしながら、 絡があったとのこと。再度 時間を自由に過ごし、夕食 計労務単価の適正適用によ

着いた。数人の組合員と一

6

10

事をここで語ろう。

宴会場にて 左が西部分会長

度行われている。 月 日 本当に無料。なんてありが 額所得者の税率を下げ、ム

快晴の日比谷公園に集まった全国の仲間がデモ行進に出発した

月 日（日）に行わ 川ルート 東京地裁・東京

30

「ご飯まだかな～」アウトレットの
食堂で 撮影：佐藤聖峻

し、予定には無かった箱根 ったら、なんと爆睡してい

の関所へ行くことにした。 るではないか。夜の盛り上

補選です。必ず投票に出掛

（ 面へつづく） けましょう。

た。箱根の関所では休憩し 出来なくなってしまった。

着くころには雨が降り出し がりをこれ以上書くことが な選挙である市長選・市議

私達の暮らしに一番身近

う事にしよう。早めに出発 ちょっと布団の上で横にな ます。

きっと楽しんで貰えたと思 ヘッポコ分会長が本領発揮。 め、被害の根絶に取り組み

知る事はここではできない、 のは新鮮であった。ここで スベスト被害拡散防止に努

ット。参加者の行動を全て ＮＯ』で盛り上がっている ４．市民・建設業者へのア

1

たり、お土産を買う人がい

2

3

月 日・ 日の（神奈
27

けんせつ
支部会館 3 階
機関紙 500 号記念祝賀会を
兼ねて開催されます

19

12

24

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部機関紙

2 月 4 日（日）11：00 ～

11
3

17

1
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にも関わらず、子どもたち

行ってきました、東久留 キです。人目につきにくい
米市民みんなのまつり。

年 前、 私

が中学生の時に

歌手デビューし

うりランドで行われた

です。下敷きの

が今でも大好き

た、片平なぎさ

東京土建結成 周年土

間に雑誌の切り

月 日（日）よみ

建祭りには、 万人を

抜きや、ブロマ

ます。そして自分でやって

わが東京土建はというと、 みます。当然ですがカンナ ます。するとシュルシュル いいですよね。これって社

超える組合員・家族が

イドを挟んで学

ものでした。

やっていました、恒例の「か は進みません。ベテラン組 ッと最後まで削ることがで 会貢献？それはともかく、

訪れました。支部の仲

手渡すと、
「かつお節 な企画で正解だと思います。

した。

い秋の一日を満喫しま

1 70

みたい」「いいにおい」 せっかくのお祭りなんだか

削り終えたものを お祭りらしくライトタッチ

んな削り体験」
、素材はヒノ 合員さんが手を添えて引き きました。

日（ 日 ） 講 師 師を招いて、青空分会の健 来年度は「関節」
「心療」に

ここで、
〝お尻ぢまん〟の

加人数は 人と少なかった エストして閉講しました。
ですが、例年通り開催しま

方に朗報です。我こそはと

お尻ぢまんに朗報
した。

ってみてください。講師の

健康教室も年中行事とし いう方は小手指の病院に行
て定着してきましたが、内

金子さんも受診されたよう

と声が上がります。 ら、みんなが楽しくないと

「いいダシ出るよ！」 ね。来年はもっとドキドキ
「 お風呂へ入れて今 ワクワクできるよう、更な
日は温泉気分だね」 るグレードアップをお願い
とお土産に持たせる します。その際には、是非
と、
「 あ り が と う 」 自分も参加させてもらいた

ある日、都内

のデパートで働

いていた姉が、

その屋上で片平

なぎさのファー

ストアルバムの

てくれました。サイン色

紙には「富雄さんへ」と

宛名まで書いてあり、大

変感激しました。

初主演の映画

も公開すぐに観

に行きました。

「青い山脈」で、

共演は三浦友和

と田中健でした。

テレビのド

ラマやバラエテ

ィ 番 組 で、 活

躍する姿を観

るのも、とても

楽しみにしてい

ます。テレビの

前ではあります

が、これからも

応援し続けてい

止となった。サクサク買い

が、流石にみかん狩りは中

みかん狩りを予定していた

為向った。ここでは昼食と

松竹分会 尾芦富雄

販売とサイン会があって、 きます。

私にレコードを買って来

《 後編・やってみて良かった 》

物をして滝山への帰路に着

る。待ち時間で『ＵＮＯ』 全長 400 メートルの日本 く。着いた時には雨は上が

一長い吊り橋がある。富士 っていた。

所が雨でも可能なのか確認 雨合羽が用意されるとの事

風の影響でどしゃ降り、絶 つ、一泊二日のバス旅行は

望できる場所。しかし、台 は締まらない事を痛感しつ

結局、ヘッポコ分会長で

の為、出発時間を遅らせ、 で、 分遅れで出発。目的

朝から雨となる。目的の場 つく事だろう。確認の結果、 山や駿河湾などの絶景が一

二日目は、台風の影響で が始まるのは容易に想像が

（１面からのつづき）

滝山分会一泊二日バス旅行報告書

青空分会 川本尚之

と言って、お父さん いと思います。
やお母さんに見せな
がら、笑顔で帰って
いきました。
子どもの笑顔って
職業柄、悩んでいる仲間
も多いので、ご報告させ
て頂きました。

危ぶむなかれ、
危ぶめば道はなし。
踏み出せば一足が
道となり、
一足が道となる。
迷わず行けよ、
行けばわかるさ！

した。

いかにも「土建」ではなく、

まずは先生のお手本を見

42

校に通っていま

上：組合の仲間も元気いっぱい担ぎます
下：子ども達もチラシ配布のお手伝い

間も 人が参加。楽し

立ち並び、どこも興味深い

屋のように出店のテントが ちです。

いでした。駅前の通りに長 るのも初めて、という子た

原宿？」というほどの賑わ どが、カンナを見るのも触

ということもあり、
「ここは う子もいましたが、ほとん

「去年もやったよ」とい
に恵まれ、また一年に一度 ん。

月 ・ 日（土・日）天気 の楽しそうな声が絶えませ

11

容が変わらないので、正直

ベテラン組合員が子どもと一緒に鉋を引く

青空分会 長谷川重之

昔のアイドル
今も大好きです!!

12

13

に清瀬診療所の金子看護 康教室を開講しました。参 ついてやってほしいとリク

月

12

本部 70 周年
土建まつり
11

11

飽きてきました。そこで、 で、なかなかの腕前だと。

参加者達は部屋で待機とな 地は三島スカイウォーク。 景を楽しむどころではない。 終了したのだった。天気に

子供を含め 人が吊り橋を は恵まれなかったが、参加

豆フルーツパークへ昼食の

ったと思う。また行きまし

滝山分会分会長 西部力

着替えを終えた一行は伊 ょう。

事となる。

では着替えの時間を設ける ったけど、やってみて良か

ゃびちゃとなり、バスの中 楽しめたと思おう。大変だ

渡るも、ズボンや靴はびち 者は楽しめたのだろうか。

18

東久留米市民みんなのまつり
同日に行われた南町分会の健康教室も高江州
さんを講師に盛りあがった

役員も大いに楽しんだ！？左か
ら佐藤青年部長と清里分会の伊
藤さん

どしゃ降りの中雨合羽を着
て日本一の吊り橋を渡った
撮影：畑田義次

5

77

30

ここは原宿 !？
11
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