仕事先での受診でも OK で

す。支部に届けて頂ければ

ました。
また、受診後は、お茶を

組 合 員・ 家 族 が 健 康 診

補助金の申請もできます。

と
「住宅デー」
の案内を行い、

断を受けることで、支払う

配りながら「流しそうめん」
割ぐらいの組合員さんに

多くの組合員さんが受診

がります。みんなで受診率

日（ 日 ）
、東久留 われました。当日は晴天で、 興味を持ってもらえました。 健康保険料の抑制にもつな

東久留米わくわく健康プラザ

今年も盛況日曜健診
月

米市わくわく健康プラザで 日差しも強い中、276 人

100％を目指して行きま
しょう。

してくれましたが、まだの

当日、
受付の前で
「PAL」 方は直接病院での受診をお

青空分会 長谷川重之

上：要員の支部役員の面々は
『PAL』キャップと揃
いのポロシャツで活躍
左：朝一番の受付は毎年長蛇
の列

も早期発見のために忘れず

着て参加しま
した。今後の
イベントでも
活躍しそうで
す、一緒に着
てくれる方、
大歓迎します。
元塩分会
杉村真理

月 日

働く仲間の賃金は一向に上

がらない。社会保険未加入

サール日本

が、 ベ ル

回幹部学校

大きな組織力でたたかい、

い様です。労働組合という

も、まだまだ侵透していな

問題や、法定福利費の件で

（日）
、第

橋で開催さ

月 日、与党は国民に説明

講座」に参加しました。

午後の分科会では、
「平和

を学びました。

勝ち取って行く事の大切さ

支部

れました。

全

571 人

の参加、支

部からは

人で参加し

もないまま、共謀罪法案を

全体会と、

午前中の

をいいことに、次は改憲へ

る、大きな問題です。これ

我々の生活にも関係してく

強行に可決成立させました。

午後の分科

と進むつもりでしょう。

りました。

で講演があ

のテーマ」

「賃金運動

部学校で学んで来た事は、

阻止して行きましょう。幹

かす改憲は、力を合わせて

ではありません。平和を脅

相の一存で変えられるもの

憲法は、我々国民が政府

近年、大手

組合の仲間と共有し、活動

で行われ、

建設会社で

に活かして行きたいと思い

に守らせるものであり、首

は高利益を

松竹分会 尾芦富雄

ます。

ず、現場で

にも関わら

上げている

全体会では

会という形

ました。

18

のアンケートを呼びかけ、 願いします。また、会社や
133 人もの回答が得られ

早期発見のために
清瀬小学校体育館
月 日（日）清瀬小学 で良か

校で集団健診が行われまし ったで
た。昨年は日差しが強かっ す。時
たので、今年は日よけの準 間帯に
備をして、暑さ対策を心が よっては、待ち時間の長い
けましたが、当日は予報が ところもありましたが、比

あたり、午後から雨。健診 較的スムーズに終わること 留米会場と合わせて６０５

が終ってから降り出したの ができました。前回の東久 人が受診しました。今回の
でテーブルの下にもぐろう 火器を使って実地訓練を

に受診してください。

健診が受けられなかった方
と頭からもぐるが、なかな した。

私たち実行委員や役員

は、ＰＡＬと後継者対策部

帰り道に、子どもをつ
尻の方から入った方が入り れて来ても、面白がって

で作成した、

か潜れない。後で聞いたら

やすいとのことでした。横 学んでくれるだろうと思

色とりどりの
松竹分会 天野俊昭

ポロシャツを

揺れの激しさは、震度 の いました。皆さんも是非

消火コーナーでは、消火

い分けると良いとの事。消

らいとのことだ。全員で消

16

2017 年度集団健診が行 の受診者がありました。

震度７を体験
松竹分会 防災体験学習会
では、屋内外の落下・転倒

から避難をする練習です。 し た。地 震 コ ー ナ ー で は、

器の中身は粉末と液体とが

揺れとのことでした。すご 体験して下さい。

煙を吸い込まないよう、 私が最初に申し出て、仲間

あり、物や場所によって使

災館で体験する。
「火災発 物からの救出方法を実際に

人とチャレンジした。揺
ぎ、腰をかがめて出口を れを感じたらまず身の安全

火器の使用時間が、私の思

口と鼻をハンカチでふさ

探します。冷静な判断力 を守る行動が大事だと教わ

っていたよりずっと短い事
すごい揺れに襲われ、急い

25

43

6

36

8
かった。

６月 日（日）池袋防

18

6

幹部学校全体会の様子。全都 36 支部から 500 人を超
える仲間が集結し、組合運動を分野別に学習した

6

生」という声で、煙の中 体験し、身に付ける学習を

7

30

改憲は力を合わせて阻止しよう

前川 PAL 会長（左）とアンケートに答える健診受診の
仲間。受付の待ち時間を利用したとりくみを継続して
います

28

イスに腰を掛けていると、 にビックリした。約 秒ぐ

5

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部機関紙

けんせつ

5
4

を身に付ける事が大切な り、我々のテーブル 人で
事だと教えてくれた。
救助・救出のコーナー

参加者全員で記念写真。他分会
の仲間も参加してくれました

目指せ100%
11
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共謀罪は即廃案

街づくりの一環として
家族の方たちのご厚意に

今回の住宅デーでは、
「チ を出したりと、意欲的な催 ました。
ケット制」を取り入れる分 しが行われました。また、
会や、記念品の「てぬぐい」 小・中学生を対象とした木 よる昼食の手作りカレー、
を配布するなど新たな取り 工教室では、様々な作品を、 朝早くから分会センターで
組みも見られました。私の 地域の方々と組合員さんが、 準備して頂き、経費削減の

一つの分会だけでは出来

色々な可能性

所属する滝山分会では、木 一体となって作り上げてい 為、非常に助かりました。
工教室を行う前に、練習と
して釘打ち体験をしたり、
初となる「フランクフルト」
年数を重ねる事に、地域
の方たちの声も身近で聞こ なかった事が、他分会と合
える事が多くなりました。 流し助け合う事で、いろん
また、分会同士の仲間づく な可能性を見出すことが出
り運動が、こうした活気あ 来てきました。地域の方た
る住宅デーとなっているよ ちに東京土建の存在を知っ
うに思えます。ある分会の てもらい、住宅デーがより
打ち上げでは、第 回住宅 良い街づくりの一環となれ
仕事対策部長 清水純

デーについて、日程調整や ばと切に願います。
出し物を話し合う場面まで
見られました。

松竹分会では毎年春と秋、
地元のバザーと共催して住
宅デーを開催しています。
来場者の行き来があるのが
良いところですし、地域交
流の場にもなります。
今年は組合員・家族合わ
せて 人の参加でした。住
宅相談 件、包丁研ぎ 件、
まな板削り 枚、木工教室

87

住宅デー 周年の総括
での交流がとにかく目に付
き、普段会議で顔を合わす

程度の組合員さん同士が会
周年という節目の年で 話する姿も、あちこちで見

もあり、人手不足になるこ 受けられました。各分会の
とが予想されていた分会は、 打ち上げにも積極的に顔を
事前に他分会への声掛けを 出し、当日の住宅デーの話
行っていた様です。分会間 で大盛り上がりでした。

工作に参加してもらったと 組合員さんはお疲れさまで

今年の
三葉分会
の住宅デ
ーは、快
晴に恵ま
れた。三
葉分会と
南町分会
の共催に
加え、今

14

4

人。木工教室は子どもが

少なく、普段の半分以下で
少しさみしいところでした。
終盤、マルコメ君兄弟がや
ってきて楽しそうに工作を
する姿は、私たちの心を和
ませてくれました。
恒例の住宅デーですが、
協力してもらえる人たちは
で参加を呼び

毎回同じです。群会議など
かけても、な
かなか出て来
てくれませ
ん。新しい仲
間の参加があ
れば、雰囲気
も変わり、い
っそう良くな
ると思いま
す。
松竹分会
尾芦富雄

ヨーヨー・スーパーボール

も大いに楽しみました。と
くに「子ども木工教室」は
大盛況で、 人の大工さん
が親切丁寧に指導し、
「とて
も楽しかった」という声が
たくさん寄せられました。
一方で、
「包丁研ぎやまな板
削りもやってほしい」との
声も聞かれました。
会場には、並木かつみ東
久留米市長や日本共産党の
原のり子都議候補、宮本徹
衆議院議員も激励に訪れま
した。
三葉分会 坂内三夫

八幡団地集会所広場
課題が多く出た住宅デーで
した。
また、今年は分会での日

備から運営まで、大きなト

員さんは、毎回のように準

当日参加してくれた組合
曜行動等がうまく機能でき

ラブルもなく行ってくださ
ラシを配ったり、住宅デー

今年で分会長は任期満了

長谷川重之

青空分会

と思いました。

てはいけない

んに繋げなく

度の新役員さ

し合い、来年

題を分会で話

た。今年の課

となりまし

と問い合わせがあったりと、 なので、とても残念な結果

の後日、「今年はいつやるの」

り、感謝しかありません。

なくて、一人が 千枚のチ

となりました。

デーが開催されました。今 の為、来場者も少ない一日

月 日晴天の中、住宅 年は、八幡団地が建て替え

青空分会

課題の多い住宅デー

工作教室」
「住宅相談」
「上 ザーなどに、大人も子ども

「子ども木工教室」
「電気 すくい、主婦の会のミニバ

れました。

多くの仲間が駆けつけてく なった焼きそば、かき氷、

留米と清瀬の各分会から、 棟式」などのほか、恒例と

年は東久

10

大盛況の2 日間
月 日、 月 日と

デー。両日とも天候に恵ま

日間に分けて行われた住宅

4

れ、大盛況の 日間となり
ました。

JA 横市職員駐車場

子ども工作教室は長蛇の列
清里分会

会場では子ども工作教室

朝、十時前から並んだ人 されたかは秘密です。
もあり、支部四役の前川さ
遊んでいた親子連れに風船

んが一番乗りでお手伝い。 が人気で長蛇の列。公園で
清瀬市長の渋谷さんも昼過
北島委員長や山内書記等が
ころ、皆喜んでいました。 した。

ぎまで参加して頂きました。 を持って行って勧誘して、 にまな板削りと、対応した
応対し、接待は古名さんが
清里分会 鈴木勝雄

風船、ヨーヨー、包丁研ぎ

北浅分会はベテランが植木バサ
ミを研ぎます
金魚すくいを楽しむ子ども達に
仲間も笑顔で対応

上：元塩分会が行う上棟式は大人も子どもも大勢集まり、
毎年大盛況
左：大工体験コーナーは釘打ち・かんな掛け・丸太切り
を組合員の指導の下、子ども達が楽しく体験

打ち、かんな掛けの体験教

元塩分会 小薗照美

に盛り上がりました。

真夏日で大人気のかき氷を切り盛りする川村夫妻

あたり、どういう話が交わ

餅撒きに群がる子ども達
清瀬第三小学校

清瀬わかば会と合同の住 供達と親御さん、いっぱい

室も、子供たちがいっぱい

元塩分会

宅デーを開催しました。最 拾って、満面の笑みを浮か

きてくれて盛り上がり、無
初参加の組合員さんもお

大の盛り上がりは上棟式。 べているお子さんの姿を見
説明の後、
「 それでは餅撒 から「何時からお菓子撒く

り、飲みながらの慰労会も

事に終わりました。

きを始めます」の合図と共 の？」と聞きにくる人もい

有志による 次会まで大い

小林さんの上棟式の詳しい ると、嬉しく思います。朝

に、若き組合員さん 人が、 るので、毎年これを楽しみ
屋根の上から「それっ」と に来ているお子さんも多い

三葉分会 5/21 市民プラザ

19

10

下：かわいい兄弟の来場で会場の雰囲気も和む
撮影：尾芦富雄

6

2

40

掛け声にあわせてお菓子を んだろうなと思う。他にヨ

はいつもながら大
盛況です。焼きそば
も暑い中大変でした
ね。人気は上棟式、
それともお菓子？
今年はちょっと
サプライズもしまし
た。上棟式の最後に
上に上がらせてもら
い、大人の方限定で、
本当のお餅を撒きま
し た。
「 イ テ テ！」
住宅デーに準備から開催 の声が上がっていましたが、
中、そして後片付けに携わ 和やかに盛り上がりました。
った方々、大変お疲れさま いかがでしたでしょうか。
でした。今年は、子ども達 今年も、無事終わった事で、

三葉分会の電気工作教室

41

南町分会 小坂悦子

の姿が少なかったかしらと 良しです。
思います。でも、木工教室

松竹分会 6/4 竹丘公園

6/4

3

3

多彩な催しで盛り上がる
4

6/4

上：清里分会の会場には渋谷市長が訪問し、昼食に
美味しいカレーを用意してくれた主婦の会の皆
さんと記念撮影
撮影：古名孝二

6

住宅相談を受ける清水部長
子ども工作教室

2
撒きます。それに群がる子 ーヨー風船、丸太切り、釘

南町分会 5/21 市民プラザ

21

40

6/4

5
大型のテントから人があふれるほどの賑わいを見せた滝山分会の木
工教室は他分会の仲間も講師として協力

本当のお餅まき
「イテテ！」の声

新しい仲間の参加を
呼び掛けていきます
上：青空分会は恒例の朝礼で気合入れ
下：ベテランと一緒に佐藤青年部長も包丁
を研ぎます

2
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それはともかく、今回の

高いですよね。

て東京土建も参加しました。 喜んで体験していました。

ェスティバルに、今回初め で、大人でもよいと聞くと

ザ広場で開催された環境フ 踏み台は年配の人にも好評

した材料が全部なくなって 若者達のテントの後片付け

た。午後 3 時ごろには用意 かった。終了後、慣れない

書記が説明に応じていまし 交流する場に参加出来て良

があり、台風や

リギリまで川端

は、自宅の裏ギ

あります。当初

沿って遊歩道が

しろいけ

の国の格差、貧困が見えて した。超おススメです。

言うのか」と言わせる。こ して涙してしまう映画で

青空分会 廣野順子

市職員、高校生から市民 ました。
団体など、大勢の人達との

テーブルいっぱいの手料理

杉村真理

た北島さん、ご馳走様で

ートを差し入れて下さっ

藤さん、本島さん、デザ

滝山分会の清水さんと斉

た。主婦の会の皆さん、

テーブルがいっぱいでし

しい手料理のご馳走で、

が持ち寄ってくれた美味

んと、
参加してくれた方々

春の大運動の打ち上げを兼 いでした。主婦の会の皆さ

50
されそうだ
が、人が亡
くなって
も、笑い所
な方向へ向かう。下流老人、 ある映画なのです。

がたくさん
代家族の

生活保護、そして主人公に

ど、山田

くるのです。

松竹分会 阿部史夫
作品とし

た。おも 「この国は死ぬまで働けと、 の矛盾をあぶり出す。そ

喜劇を通して、この国
喜劇でし

喜劇映画『家族はつらいよ２』

大笑いできますよ

3

事が進められ、

した。その後工

程になっていま

が流れ、それに

宅の裏に落合川

んでいます。自

り東久留米に住

私は幼少よ

出し物は環境フェスタにち トントン釘打ちをする家族

しまいました。最期に、参 を手伝ってあげていた、土

並木市長が様子を見に来

がっちり安定した木製の

なんで、多摩産材を使った や大人で、テントの中は混

大雨等で水嵩が

月 日（日）
、市民プラ

「踏み台」と「貯金箱」の木 んで大賑わいになりました。 加者全員の写真を撮り終了 建の組合員さん達が頼もし

増え、あふれる

工教室で、私は子ども達の

アンケートを担当しました。 訪したり、写真を撮りなが

ないのか、と思われそう

こう書くと、喜劇じゃ

春の大運動打ち上げ

『ふるさと食堂』開店

開会してすぐは、プラザ ら市職員の人が来て、砂川
の中に多くの人が入ってい
くばかりで、職人さん達は
暇そうでしたが、昼近くに
なると、家族連れの人が集
まってきて忙しくなりまし
た。
ては、物足りなかった。
ところが今回の作品は、

しました。

く、思わず見入ってしまい

踏み台 と貯金箱づくり で
大賑わい

た ま に、 つ れ あ い と
映 画 を 見 に 行 き ま す。

康診断を終えたあと、支部 されました。子供達も含め

「ふるさと食堂」が催
月 日（日）清瀬の健 ねて、
思わず吹き出してしまう。

だけど、とんでもない、

山田洋次作品です。前作は の老人が、昔の知り合いと

映画は、『家族はつらいよ２』 山田監督全開です。主人公

2200 円。まともに見

会館で住宅デーと健康診断、 て約 人が集まり、大賑わ

割 だ と、 二 人 で

11

大笑いしてしまう。誤解

1

現在の風景になりました。

今では、早朝は散歩す

る人、ランニングをする

人、そして夏には

川遊びをする子供

達、家族連れでテ

ントを張ってお弁

当を食べるなど。

様々な風景があっ

て、その時その時、

いつも新鮮に眺め

ていますが、外か

ら見る我が家はい

つもの風景なんだ

ろうなと思います。

赤塚隆雄

三葉分会

いま～す。

主婦の会会長

テーブルいっぱいの手料理で仲
間を労ってくれた主婦の会の皆
さん。おいしそう

柳本留美子

てくださいね。お待ちして

皆さん、ご家族そろって来

きたいと思います。どうぞ

に向けて、一緒にやってい

今後は夏の流しそうめん

づきになれたと思います。

また少し、皆さんとお近

そうネ」
との会話にほのぼの。

けの時、
「仕出し弁当つくれ

った。出来た料理の盛り付

婦の『手』はやはりすごか

お手伝いして下さった主

米産の野菜で考えました。

のメニューを、地元東久留

少しヘルシーなおつまみ風

集団健診の後でしたので、

いつもの風景

次は『流しそうめん』で
お待ちしています

6

生活には困ってない、 世 会ったことから、話は意外

夫婦

シニア友の会が加工した多摩産材の踏み台を家族で一緒に作る参加者

ると、 人 1800 円。

18

「おつかれさまでした！」春の運
した。
動を牽引した笹原組織部長と徳武
元塩分会
社保対部長

!

受付には多摩産材の解説パネルを設置し
て説明し、アンケートに答えてから木工
に挑戦してもらう
下：組合員講師が子ども達に丁寧に指導

6
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