案内ハガキで日程と場所を確認して、
皆で参加しましょう！

（ 火 ）私は初

設産業のみならず、働く人 すべての労働者が生活改善

らの報告がありました。建 ばなと、感じました。私達

り、大活況で

ばかりに集ま

音にあふれん

間が日比谷野

例、安定賃金、社会保障の ベンチに座った為、寒かっ

ないといけない。公契約条 ではありましたが、日影の

社会保険などが充実してい てから解散しました。晴天

か？今の時代は厚生年金、 でプラカードでデモ行進し

入職が少ないのでしょう

加し、全体で

ければいけないと思います。

後継者が育つ環境を整えな れさまでした。

月 日（日）午前 時 新年会。差し入れのお酒を

教室＆新年会が、 名の参 て大いに盛り上がりました。

より、シニア友の会の健康 多数頂き、カラオケを交え

10

加で支部会館 階に於いて 私も 曲ほど唄いましたが

高得点の 点が出てしまい

名の講師を迎えました。 ですが文書は苦手です。今

護師と猿渡運動トレーナー した。肉体労働は得意なの

で、清瀬診療所より金子看 回ってきました。失敗しま

一部は健康教室ということ として今回のレポート役が

宮下会長の挨拶で始まり、（実力かな？）
、最後に景品

の参加でした。

行われました。私は初めて 一生懸命に唄った結果、最

3

金子看護師からは、健康づ 度から実力の半分で唄いた

ともあれ、本当に楽しい

くりの基本を学びました。 いと思います（笑）
。

猿渡さんからは、正しい姿

勢の作り方と腰痛予防スト 一日でした。ありがとうご

に岡田税理士から丁寧な解

説がありました。皆さん真

度説明会が開催されまし

剣に聞き入っていました。
食後のレ

た。ご夫婦での参加も含

を行い、白熱した激戦の

「ピンポン玉移しゲーム」

ム」「ジェスチャーゲーム」

ーム戦で「年齢当てゲー

できる税理士です。

応してくれている、信頼

支部の仲間の相談にも対

所の岡田俊明税理士で、

講師は白井税務会計事務

法人化をすると個人の

なか、優勝を勝ち取るこ
とが出来ました。

ースも多く、状況と実態を

の状況に応じた個別の相談 す。上位業者の指導が曖昧

行いました。

「元請からの指導で、法人 聞き取りながら案内をして

東京土建の制度を活用す

にしろと言われた」
「売上が います。

上がってきたので、個人の

ままでは税金が心配」
「従業 ることで、経費が削減でき、

員が 人以上に。個人と法 事務手続きが簡素化できま

人どっちが良いだろうか？」 す。ご検討の方も、すでに

ットとデメリットは？支 「法人登記をしたばかりだ 法人設立の準備に入ってい

時とどう違うのか、メリ
景色もきれいで、解放感 が出来た。この楽しさを、

域の未加入の事業所からも、

書記局 砂川恵

支部の仲間からも、また地 務所へお声掛け下さい。

が、社会保険の手続きは？」 る方も、組合役員や支部事

部にも多くの組合員さん

ますが、税金の話を中心

に包まれながら滑ること 他の青年部員にも伝えてい
滝山分会 三浦竹史

から相談が寄せられてい
っかり辺りは暗くなり、

が出来ました気づけばす きたいと思いました。

また仲間とのいい思い出

説明会終了後は、それぞれ 連日問い合わせが来ていま
クでは４支

南町分会 橋爪保

レッチを教えてもらいまし ざいました。

た。実践を交えて全員で汗

を流しました。

二部から昼食を兼ねての

・ 法人設立説明会

日（ 水 ）
、支 部

で 回目となる、法人設

月

33

めて 人が参加しました。 を、岡田税理士と書記局で であったり、誤っているケ

立を検討中の方向けの制

99

建設労働者の未来をひらく
めてこの集会

にとって「安定した賃金」 の闘いの先頭に立って、今

まり関係者の挨拶、現場か る「大運動」が展開できれ

に参加しまし

はとても重要です。生活、 春闘で奮闘していきましょ

日

た。大集会に

将来の事を考えると若者の うと締め括られました。

月

は、私達の仲

した。支部か

充実、技能者の育成など、 た～。ご参加の皆さんお疲

日比谷公園から鍛冶橋ま

らは 人が参
は 3000

この集会で労働者の賃金引

3

法人にしろと言われたが…？

南町分会 清水恒男

人を超える参

き上げに向けて政治と世論

日和でした。食事を取り終 スキー場も終わりを迎えて

加者でした。

毎年恒例の多摩北ブロッ

え、心躍る中、仲間達の支 いました。夕食は地元の食

に幅広く訴えて、実現させ

ク青年部スキーツアーに今

度を待ち、いざゲレンデへ！ 材を使った料理でとてもお

開会式が始

年も参加しました。今年は

いしかった

高得点に思わぬ景品
部混合のチ

です。

群馬県にある宝台樹スキー
場へ行きました。全体で

人の参加があり、支部から

29

5

は 人で参加しました。
当日は天候も良くスキー

1

2

15

14

滑ると風が気持ち良く、

シニア友の会新年会

2

29

2/4.5（土・日）多摩北ブロック
青年部スキーツアー

15

２・14 大集会

2

いざ
ゲレンデへ !!

2
2

11

28
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潤んだ瞳に覚悟

もう、 年以前の話に

と尋ねました。「え
間の男性が後ろからスタス すか？」

脱退防止の強化など、
「仲間 にも思えました。そん

歩をしていると、後ろの がりました。

午後、飼い犬のトムと散 ヤモヤ感が広

ないのではなく、
〝つながり

は、他人のそら似とは言 断歩道の信号

たってからの事でした。

宮崎駿さんに 度

ました。

面へと行ってしまい

道を渡り、清瀬駅方

が青になると横断歩

はどうも」と。信号

う と、
「 あ ぁ、 そ れ

ファンでして」と言

「娘が大

した。

飛びま

に吹き

ヤが一気

頭の中のモヤモ

そうですよ」と返事が。
タと歩いて来るではありま え、

せんか。

その時、私

本田書記が「組
のつながり強化」が最も重 なとき、

方からスタスタと早歩き その人は、私

なりますが、ある週末の の頭の中にモ

要ではないのか。議論され 合員が覚悟を決めてい

の男性が、私とトムの事 達を追い抜い

「仲間のつながり」で新たな運動を
月 日、 日（土、日） 代理出席となり、私も参加
今回の会議のメインは〝

に福島県いわき市で一泊の しました。
常任議案討議がおこなわれ
るんだから、書記も腹

ました。

被災地復興支援を兼ねて福 部でも話し合ってきました
強化の延長に拡大がある〟 事ではありません。し

うけど、良く似た人がい 待ちをしてい

を追い抜いて行きました。 て行くと、先

島県で開催しました。今回、 が、
「従来のやり方では限界
との認識でした。しかし、 かし、変化、進化しな

るものだぁと思いました。 ます。

役員は皆、
〝拡大〟をやら を決めよう」と一言。

常任執 がある」
「分会の現状に差が

すぐには成果が出ない、支 ければ衰退します。清

その人は清瀬駅方面へと、

その男性の顔を見た時 の交差点で横

行委員 ありすぎる」
「数字で競争し

部の仲間が減って良いわけ 瀬久留米支部の組合員

従来のやり方が悪い

の選出 ても意味がない」など、現

姿を消しました。

それから 週間ぐらい

ではない、数字の目標を掲 と書記が一丸となって、覚
に議論がされました。山内 取り組まなければいけませ

週末の午後、またトムと

散歩をしていると、この へ走って行き「宮崎さんで

私とトムは、その人の所

がない 状のやり方では仲間の士気
会と青 内の新規組合員や子育て世

主任書記は立場もあり、必 ん。その事を再認識した議

げないのはどうなのか。更 悟を決めて、新しい運動に

空分会 代の組合員とのつながり強

死に耐えていました。議論 案討議会議となりました。

滝山分 が上がらない。また、分会

は、分 化、運動に足が遠のくシニ

青空分会 長谷川重之

石塚さんは

親子で大活

躍。主婦の

会の方がい

労災保険は、必ず更新手続きが必要です。
下記日程でお手続きをお願いします。

の最中は目が潤んでいる様

ちょっとタイミングのずれ 違うのかな。同じ集会に参
てしまったガンバローで会 加しているのに、自分は他
場の笑いも誘い、土建らし の職場環境が、あまり分か

ると明るく

なります。

歳からシ

ニアまで幅

広い世代で
者対策部主催の交流会が、 りました。

元塩分会 杉村真理

労動保険更新手続きのご案内

会長が ア世代とのつながり強化、

大幅賃上げ、
雇用の安定、

らないんだと
いう事に気

い舞台でした。
春闘は、建設産業の

青年部、シニア

摩地域の様々な労働組合か 組が要求を発言。東京土建

友の会、主婦の会、

がついた。
メーデ

支部役員の参加

で、 月 日（土）後継 とても賑やかな交流会とな
ど、三多摩

清瀬駅近くの魚久で行わ

の地区労な

ー、両市

賃上げ運動とはいまい

し、支部から
は 人が参加

本当の「連帯」目指して

ら 全 体 で 500 人 が 参 加 の舞台発言でも、賃金が上

集会が開かれました。三多 労働条件の改善など、各労

三多摩国民春闘勝利総決起

井駅前の宮地楽器ホールで、 多いように思いました。

月 日（木）武蔵小金 部の仲間は例年より参加が
23

しました。支

の他職種の

れました。総勢 名の参 できるのも東京土建の魅力

こんな楽しい時間を共有
仲間と交流

笹原後継者対策部長の んですが、野球やゴルフ、

です。組合の運動はもちろ
これからの闘いにむけた決 場労働者の賃上げは、一年 互いの運動を理解し、励ま

「これからもっともっと 味噌づくりや手芸教室。趣

加でした。
意表明がされました。支部 を通じて様々な運動が行わ し合い、本当に連帯して、

みんなで交流を深めて、 味の仲間もどんどんひろが

がらない現状をうったえ、 ち合致しないと感じた。現 する機会が多い春です。お

三多摩春闘勝利総決起集会

3

友達づくりをしていきま っています。楽しんでやっ
でスタート。青空分会の

!!

松竹分会 尾芦富雄

本人だったんですね。

激でした。
良く似た人は、

も会えるなんて、感

2

★印は夜間あり 午後 7 時～ 8 時 30 分
※上記日程以外は更新手続きができません。ご注意下さい。
※更新をしない場合はお電話にて、3 月中にお知らせ下さい。

1

3

の仲間は、なんと 人も壇 れている。最低賃金や設計 労働者が闘う事が重要だと

29
上に上がり、元気に要求旗 労務単価は大いに関係する 感じた。まずは自分の地域
青空分会 川本尚之

【事業所・雇用】
★ 4 月 14 日（金）
、
4 月 16 日（日）
、
4 月 19 日（水）
、
★ 4 月 26 日（水）
、
4 月 27 日（木）

12

ました。次年度の支部の運 拡大〟についてでした。以

後継者対策主催役員交流会
18

しょう 」との熱い挨拶 ていきたいですね。
キャラの着ぐるみが登壇、 労働組合とは、やはり少し

【一人親方労災】
★ 3 月 14 日（火）
、
★ 3 月 16 日（木）
、
3 月 17 日（金）
、
3 月 19 日（日）

11

動方針を決める為の会議を、 前から、執行委員会や組織

3 歳からシニアまで
2

を掲げました。本部 周年 が、春闘に重点を置く他の から。

3

70

やっぱり本人だった!!
モヤモヤが一気に
吹き飛んだ

受付時間
午前 10 時～ 11 時 30 分 午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

2
2
20
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