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みんなでお祝いしよう

と き ９月 16 日（日）
ところ としまえん
家族そろってご参加ください

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部教育宣伝部

としまえん BBQ

原水爆禁止国民平和大行進

60

月、 月の集団健診会場で実施した一言

た回答を抜粋）

りました。
（213 人が回答、中でも多かっ

アンケートの集約結果は左グラフの内容とな

6

「平和の火」
争の傷跡」などたくさんの ります。そして

てその全てが先の戦争で犠 ています。 年前、この

「表情」がありました。そし が恒久平和を願い灯され

参加しました。広 す主婦の会の折り鶴アート」

島、長崎に原子爆 をもち、ノーモアヒロシマ、

ノーモアナガサキ、ノーモ

アヒバクシャ、ノーモアウ

ォー！命が大事。平和を守

ろうと 128 名で行進しま
した。

自分の為に、あなたの為

に、これからの子供たちの

為に戦争のない国へ、はば

たけ折り鶴、あなたから世
界へ！

青空分会 柳本留美子

5

あなたにとって平和とは
一言アンケート

猛暑のなか平和への願いつなぐ

弾が落とされ市民の命を奪

年。この日は土建から

こうと始めた平和行進から

はばたけ折り鶴、 われ、核兵器のない世界を
あなたから世界へ 訴え続けています。共に歩
月 日（水）
25

「平和が好きで
の国民平和行進に 名の参加で、

7

所
行
発

50 周年記念

さんも参加されました。平
猛暑の中の平和行
和への思いは、思想信条を
進 声を出して政
超えるものなんですね。
治を変えよう
猛暑の中、
みなさん完歩。
条の会の大泉さんが発言

今年もやってき 終点の緑地公園では、学生

ました。原水禁世

しています。声を出して、

した。今年は 人を目標と

もの市役所駐車場から、竹
参加者は 人と猛暑のた

km

めか少なめでした。都議の

話されていました。

政治を変えていきたい。
」と

清瀬は 月 日（火）
、いつ

国民平和大行進。 に 人を代表として送りま

界大会へ向けての していました。
「昨年は大会

9
43

丘緑地公園までの約 4 。

24

80

18

糸満市の平和祈念公園を

詰まりました。

「命どぅ宝（ぬちどぅ

ぶに）の丘にある「平和の 命こそが大切」という意

「何においても
人の大所帯の旅 を失いました。摩文仁（ま の方言で、

望で実現した総勢 る生々しい展示を前に言葉 が園内にあります。沖縄

」と書かれた石碑
い」と母の強い要 訪れ、資料館の当時を伝え たから）

族みんなで行きた

を訪れました。
「家 した。

学旅行以来の沖縄 上にあることを強く感じま が自決されたと聞き胸が

牲になった多くの尊い命の 断崖絶壁からも多くの方

3

い自然」
、「大都会」
、 通路を抜けると、目の前に

「基地」
、
そして「戦 は断崖絶壁と大海原が広が

書記局 本島厚司

心に響く良い言葉です。
沖縄には「美し 礎（いしじ）
」の中のメイン 味。

です。

11

７月 24 日清瀬
7

原のり子さん、市長の渋谷

７月 25 日東久留米

命どぅ宝

月 日から

21

泊 日で高校の修

7

4

73

主婦の会手作りの折り鶴アート

50

松竹分会 阿部史夫

清瀬市の渋谷市長も毎年参加されています（右から２人目）
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かがやけ命 平和が好きです

8

みんな仲間、
同じ悩みを感じてる

分会活動経験交流集会

なるね」
、後の税民連の総会
で「交流会で一緒だったね」
など。普段、話しかけない
まま過ごしていた人と、こ

最先端を走っている
オール清瀬久留米
後継者部長がデザインし

楽しい経験

し病気になり通院してい

父さん具合どお？」と声

ると分会の仲間から「親

し身構えるようかなと思い

早いもので父が亡くな を掛けてもらい、葬儀の

父親

ましたが、清瀬久留米支部

ってもうすぐ 年が経と 時は見送らせて欲しいと

全支部が集まると聞き少

の皆さん大変心強かったで

また悩みもどこも大体一緒

るんだと勉強になりました。

支部も色々な活動をしてい

全体会議の感想は、他の

う。そんな父親の姿

ことくらいだと思

をしている姿を見た

思い出は現場で仕事

が小さい頃の父との

子供が生まれるけれ

もうすぐ自分にも

もしれない。

う親不孝をしたのか

きる部分を知るとい

って父の一番尊敬で

うとしている。正直自分 言ってもらえた。亡くな

なんだと感じました。

を見ていたからなの

ど、尊敬される父親

す。

自分自身もまだ何も分か

か、早い内に建築の

道へ進むことが夢となり、 になることは難しそう。

夜のトーナメントでは惜 らない状態なので少しずつ

した。

全体会議で支部報告をする石塚後継者対策部長

分会交流怪 の巻

初日の夜は待ちに待った しくも一回戦敗退でしたが、 わかっていきたいと思いま

短い時間であったけど、 でもいい父親にはなれる

地域性など様々な問題点 の交流会を機に話すきっか た清瀬久留米支部のＴシャ

ツを全員が着て、用意され ○○ DE ポン大会が開催さ 来年度に向けて鍛えて優勝 す。行き帰りの車、夜と非

父と一緒に仕事もできた。 ように努力していこうと

はあまり無かった。しか

松竹分会 塩澤育男

父の尊敬できるところ 思っています。

常に楽しい経験をさせて頂
きました。

青空分会 小國俊介

人も子供も大はしゃぎでし

BBQ を楽しみ、川では大

用 意 し て 貰 い、 美 味 し い

地元の焼肉屋で食材を

夏の初めに、総勢 25 人の

参加で、青年部らしいワイ

ワイ楽しい交流ができまし
た。

書記局 砂川恵

その後スーパーで食材を

青空分会 笹下喜作

来年も楽しみにしています。

「反省」
。お疲れさまでした。

次回はもっと手伝います。

手伝いができませんでした。

初めての参加であんまり

りました。

く腹いっぱいごちそうにな

中、短い時間でしたが楽し

食材分配や火おこし忙しい

を子供たちの 買いバーベキュー会場へ。

気に流す方法

材を一度に一 てなかった。

物館見学。木 ましたが、残念あまり回っ

にある川の博 した。水車がいっぱい有り

まず寄居町 手で実演し興味深く見てま

7 月1 日は老いも若きもBBQ

滝山分会 柳橋直史

皆仲間なんだ、同じ悩み た前列にズラリと座りまし れ、優勝はチャンピオン長 したいと思います。

が有る中で自分が何をする けが出来た。
べきか考える良い機会を与

えて頂いた事に感謝します。 を感じていたんだ。そう思 た。見渡してもそんな支部 谷川さんを破り見事、佐藤

滝山分会の一泊二日の旅行

外見だけではなく、私た になると思います。それま

た。

でもとても目立っていまし となりました。次回開催は

ただ、何かを得たという実 えた事、これだけは私の今 はどこにもなくてそれだけ さんが二代目チャンピオン
感は無いままの帰宅でした。 回の収穫でした。
しかしながら、分散会で
元塩分会 望月慎一郎

2

仲間同士のつながり強まった

7

月 日、 日に磯部温泉にて開催されたました。今回初参加の
人の方の報告です

7

5
「いつも本部の部会で一緒に

ちの支部が活動しているオ でに○○を鍛え上げねば…。

前日の夜から役
員が場所取りの
テントを張り、
翌朝、参加者を
迎えました。

シニア友の会
in 嵐山渓谷

二日目は朝から各自、指

青年部は清瀬

スイカ割りを楽しむ子ども達
「こっちだよー」

交流をしました。 た。スイカ割りも楽しみ、

瀬 川 で BBQ

市金山公園の柳

青年部
in 柳瀬川

ール清瀬久留米は全世代が

仲良く協力し合い、そして 定された会議室に向かい熱
楽しく！という方向性も最 い討論がされたと思います。
先端を走っているんだと実 二日間、各支部から多くの
感しました。この支部の仲 組合員が集まり、各分会を
間と参加できてほんとに楽 盛り上げていこう、的な流

滝山分会
西部力

夜のトーナメ
ントって?
他の支部との
交流ができとて
も勉強になった
経験交流集会で

暑い中たくさんの仲間が集まった

れで分会交流会は幕を閉じ
ました。

２年連続で富岡製糸場を見学

元塩分会 杉村真理

しかったです。

参加者全員で記念撮影、また来たいね
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