松竹分会
竹丘地域センター

役員まとまってます

次第通り順調に行わ
「春は名のみの風の寒さ

清瀬けやきホール

三葉分会
支部会館 階

前座にしない
清里分会

を行ってから保険証交換

へ。次回の総会は、保険

証交換の前座にならない

中清戸地域市民センター ものにします。

雨 模 様 の 中、

人の参加で三葉分会

会場の開錠が 時のため、

も、新役員を中心に今年も 仲間の素晴らしさを感じま

いう間に総会が終了。もう

質疑もなく進行し、アッと

分会長 井上晃

提案がありました。地震共
済のビデオを観て、保険証

挨拶する佐藤新青年部長と
柳橋書記長

書記長 砂川修治

総会を行いました。

分会長の私が病気で 諸々の準備を考え、例年

時開始にしました。 人

準備に参加できない 時半から開始していたのを

中、他の役員さんの

協力で無事に行うこ の参加でした。永井担当書

とができました。今 記の協力で、報告の内容は

フト券が、息子さんの育男 よく、事前の準備も手分け

大いに盛り上げて行こうと した。皆さんの協力で、新

回の総会で、改めて 濃いものになりましたが、

して滞りなくでき、総会は

さんへ渡されました。

す。地震共済のＤＶＤ上映

少し皆の意見が聞きたいで

分会長 小薗照美 もらいます。ありがとう。

年度も分会長を続けさせて

書記長
阿部史夫 した。総会後の打ち上げで

無事終了

月 日

回青年部

（金）に第

24

加者が集まりました。

総会を全体

で 人（部

員 人、来

賓 名）の

仲間で行い

ました。柳

橋青年部長

のあいさつ

から始ま

り、川村副

委員長、笹

原後継者対策部長、村山大

和支部青年部員の小沢さん

からあいさつを頂きました。

北ブロック青年部ではお互

いの総会に参加して、交流

を深めるとりくみをしてい

ます。

2016 年度の活動総括

では、例年課題の「活動者

不足」を解消するため、青

年部員の自宅へ訪問しイベ

ントの案内を行いました。

また、参加している仲間

の結束を深めるためにも、

元さんの挨拶ではじまり、 動家 名以上確保」を目標

「部員同士の結束と活
午後一時に副分会長の秋 では、

2017 年度の活動方針

小雨が降る中、 人の参 行を行ってきました。

滝山センターパーク 数々のイベントを計画・実

滝山分会

分会長になります

仲間がつながる
あたらしい一年
青空分会
支部会館

の交換。新年度の役員も選

第 44 回青年部総会

家族にも活動を理解しても

高橋さんの司会で滞りなく に活動していきます。また、

進められました。

三浦さんが一言で締め括り、 トも計画していきます。

閉会の挨拶は、分会長の らうため家族参加型イベン

た。分会独自のイベ ょっと少なかったのが残念

保険証交換に入りました。

行や健康教室などを した。地震共済の DVD

新年度から分会長になりま た」と思える活動を目指し

青年部書記次長

佐藤峻史

す。みなさん宜しくお願い て 年間奮闘していきます。

します。

分会長 西部力

行っている。皆で行 は「良く出来てるね」との

「青年部に参加して良かっ

ントとして、バス旅 だったかな。 人の参加で

会活動は早いと思っ あるのに、総会参加者はち

事はまぁ、一年の分 こう。大事な保険証交換も

分会総会で感じた

南町地区センター

南町分会

分会役員 安澤利昌

無事に終了しました。
東部地域センター 出され、
例年とは違う会場で、戸

咲き始 北浅分会
めた桜が
縮むよう

人の参加でした。司会者

な寒さの 惑った仲間もいたようです。
中で、総

じまり、分会長の西川さん、

会が行わ の皆川さんのあいさつには
れました。

今後の役員体 支部常任の五十嵐さん、本
制については、 田担当書記から報告。分会
各群から出ても 書記長の安部さんから活動
らい、二年ぐら 報告と次年度の活動計画の
いで交代してい
くという事でし しい仲間が出てくればいい

書記長 清水恒男

動する楽しい分会にして、 感想がありました。
分会役員 笹下美津子 全員でもっと盛り上げて行

た。これを良い なと感じました。

3

44

3 10

人 の 参 加。 式 元塩分会

れました。役員の選

出には苦労していま や♪」
の歌にあるように、

す。なんとかせねば。 冷たい雨が降りしきるあ

支部大会表彰者の、小田澤 いにくのお天気でしたが、
仁三郎さん、太田トミ子さ 例年とほぼ変わらず 人

9

39

プロジェクターを使って「地震共済
DVD」を上映した南町分会

7

3

61

決意しました。

元塩分会の参加者の皆さん

粛々と進めることができま

亡き、塩澤健さんへは、ギ 現在の役員はまとまりが

んへは、花束。特別表彰の の組合員の参加でした。

42

10

30

花冷えを押し返す（？）笑顔で総会を進行
する青空分会の議長団
機会と捉え、新

46

すばらしい仲間に感謝

皆で楽しい分会に

新年度も奮闘します！

1

1

31
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員同士の交流を深めまし
た。また、若手、後継者
世代の組合員家族が集ま
る流しそうめん、餅つき
等のイベントでは木工教
室をサポートしました。
月末に 日間、東京

・ 重税反対統一行動

支部で開催した確定申告相談会
では、税制の情勢の報告も行う

振り返ってみると、高

東村山税務署までのデモ

もあり、同郷のよしみで卒 いつもお断りしていまし

を辞めて大学に行きたい た会社の社

安になり 要との話に、これまでの主

ました。

と こ ろ

が、私達

主婦でも

が出来、会場からは、笑い

十分理解
会の坂内三夫さんにも出席

や「うん・うん」と納得の

多岐にわたり、難

きました。内容は

と題し、講演を聞

東京土建の運動」

ンプ＆安倍政権と

午前中は「トラ

また、組合活動には女性

みるきっかけになりました。

は印象的で、自分自身を顧

と「ガラパゴス現象」の話

中でも「ゆでガエル現象」

熱心に聞き入っていました。

うなずきも出るほどで、皆

初めて出席しまし

た。当時の上司が

今県人会の会長を

しており、挨拶し

たところ、当時の

私の事や辞めた経

緯までもはっきり

覚えていてくれま

した。辞めた後ど

うしたのか気にな

っていたとまで言

われ、自分から気

まずくて音信不通

であったことを反

省しました。

今年も 月開催

の案内状がそろそ

元塩分会 小薗照美

う新鮮な気持ちになりま

せ、改めて頑張ろうとい

るのか不 の感性を取り入れる事も必 婦の会の活動に思いを巡ら

然高校のＯＢだったこと が届いても何か気まずくて

た設計事務所の社長が偶 が名を連ねているため案内 年は迷わず参加です。

当時アルバイトをしてい 員に社長他、知っている人 創立 107 年目です。今

レンジして入学。そして ですが、県人会の名簿の役 ろ届くころ、今年は高校

通い、希望の大学にチャ さ れ る の

思い切って昨年県人会に

友人に誘われたので、
業後もその設計事務所に居 た。

残り、経験を積みました。

歳 の

卒で東京の大手建設会社 時 独 立 し

の下請け企業に就職し、 て、あれか

年間現場監督をしまし ら 年あっ

築の方向性との違和感を 年月が経ち

た。何か自分の目指す建 という間の

重税反対集団申告統一行 も高々と上がっていた。こ

覚え、もう少し専門的な ました。高

約 300 人、支部からは

強く反対されました。し ＯＢ、上司

と上司に相談したところ、 長は高校の

私達は消費税に苦しめら 「納税者の権利を守れ」杉村

かし、最後は社長に直談 もＯＢでし

行進。
「消費税を上げるな」

れ、仕事も少なく、安い単 税金対策部長の力強いシュ

判してなんとか了承して た。高校の

毎年 月に

価で働かされ、建設業には プレヒコール。闘うべき相
お疲れさまでした。引き続

それから 年予備校に 東京で開催

とができました。

もらい、会社を辞めるこ 県人会が、

見えない状況にあります。

きガンバロー！

残念なのは、今年も参加

会場では「重税反対」と一 者が減っていることです。

清里分会 鈴木勝雄

6

若い働き手が増えず、先の 手はやはり安倍政権だ。

人の参加でした。

知識を学びたくて、会社 卒で就職し

動が、 月 日東村山中央 の怒りは、誰に向ければ良
10

公民館で開催され、全体で いのか。

3

緒に、
「賃金あげろ！」の拳 当日参加した仲間の皆さん、

女性の感性を取り入れて♪
主婦の会総会
月 日（土）支部会館 ご参加頂
た。また、

に於いて主婦の会総会が行 き ま し
なわれ、参加者は全体で

1

元気な議長で総会を進行して
くれた松竹分会の阿部さん

をいただきました。

はじめ 人の役員の方々に て三葉分

6

30

人。支部からは北島委員長 講師とし

40

で開催された日本高齢者
大会に参加し、高齢者の
現状を学びました。技術
伝承の取り組み「バラン

時 か ストンボ作り」は年々参

新海会長と新年度役員。新しいメンバーも加わりますます賑やかで楽しい会へ

還暦を迎えて

元塩分会 石垣市子

と思っています。

ながら活動していきたい

皆さんのお力をお借りし

間も増えました。支部の

がありますが、新しい仲

の会は後継者不足で不安

る事ができました。主婦

をいただき、スタートす

いました。新役員の承認

総括と新年度の提案を行

午後からは、今年度の

した。

とっつきにくい情勢を楽しく解説してくれる、坂内講師の講
演はいつも好評。リラックスして聞き入る会員のみなさん

3
13

30

30

消費税を ％に下げれば
日本は救われる

日午後

その後、新役員体制も

した。

加して、シニア友の会の た交流が出来たと好評で
総会が開催されました。
今年度の活動報告があ

り、
恒例のＢＢＱ、
納涼会、 決まり、和やかな懇親会
青空分会 廣野順子

18

4

2

新年会などシニア世代に になりました。
あわせた楽しい企画で会

3

5

8

ら、支部会館で 人が参 加者も増え、世代を超え

月

シニア友の会総会
7
21

3
しそうで理解でき

挨拶する柳本会長

25

楽しい企画で
交流深める
2
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