きよせ平和と健康まつり
萌夏さん、盛り上がりに拍車を

上棟式に集まる子ども達

月 日（日）清瀬中央 ギターでの

公園にて、第 回きよせ平 弾き語りを
れて、盛り

和と健康まつりが開催され 披露してく
ました。
早朝からの会場設営、ス 上がりに拍
テージや上棟式、テントの 車をかけて

模擬店、住

土 建 は

組立てなど手際よく完了。 くれました。
さすが職人軍団、清瀬 分
会の協力が輝きました。
会場内はミニＳＬが走り、 宅相談、子
バンド演奏、ライブ、阿波 ども木工教
踊りでは組合員の参加もあ 室、上棟式
り、大いに盛り上がりまし を用意しま
さんの娘さん、萌夏さんが

子ども達が楽しんで、は

「とても楽しかった」
「家を しゃぐ姿は何事にも変えら

個用意していた工作キッ 達に女の子が非常に多く、
トは、

清瀬久留米支部機関紙新タイトル

『清久留らいふ』

に決定

票総数 で

た だ き、 投

に投票してい

役員の皆さん

2018 年度は支部結 件。 月の執行委員会で

成 周年の記念す

べき年です。機関

紙「けんせつ」は

月 に 500 号

を迎えます。これ

までの運動を振り

票を獲得した

『清久留らい

ふ』（青空分会・

がら、新しい運動

長谷川さん）

時頃には 建てたり直す仕事は大切に れません。平和であってこ

に決定しまし

す。どんなデザインにな

い機関紙の新タイトルを タイトルで出発となりま

募集しました。

者のつどいに支部から 人 つの分科会だったのが、土

建の仲間の分科会が

人の歩みを引き継いで、

う、でした。シニア友の会

滝山分会 高橋哲也

いるか。二つ目は、先 事の池上洋通氏。

る仲間達と共に歩んで 講師は自治体問題研究所理

町の中で共に働き生き 献しようではありませんか。

報告します。一つは、 に、組合運動に少しでも貢

で、印象に残った事を る日まで、一年一年を大事

二 時 間 の 講 義 の 中 の仲間の皆さん、組合を去

ました。

補助椅子まで用意され 本当の「終活」を楽しく行

つ増え、多数の参加で

教宣部一同

たくさんの仲間が考え るかはお楽しみに。

てくれて、応募総数は

月 日（金）東京高齢 で参加しました。当初の

共に生きる
社会をつくる

東京高齢者のつどい

松竹分会 尾芦富雄

に一歩足を踏み入

返り、引き継ぎな

34

終了して 思う」などと、将来女性の その事です。私達の手で平

上棟式では、建物の上か

後から来 は、と感じました。
た子ども

達には気 ら沢山のお菓子が振る舞わ
の毒でし れ、キャッチする子ども達

月 日（木） 年ぶ 宣部の担当書記としても非 わず撮れたステキ写真を

りに写真の撮り方講座を 常にお勉強になりました。 お持ちの方も、この機会
開催しました。はりきっ これからも仲間の楽しく活 にお披露目しませんか。
書記局 砂川恵

てお茶菓子も沢山用意し 動する姿をバシバシ撮りた ご応募お待ちしています。

次回は実践教室を

たのですが、講師入れて いと思います。参加した皆
人…ち

11

全都からシニア世代の活動家が集ま
った全体会場

38

4

1

ょっと寂
しい開催
に。しか

ナップの部門お一人３枚

のにねぇ」と皆さん。コ が多かったので、是非計画 組合活動・風景・家族ス

みんなも来れば良かった は是非、実践教室を」の声 〈支部写真コンクール〉

はとっても充実！「他の さんの感想を見ると「次回

し、内容

8

れる。そんな年に相応し た。500 号から新たな

1

しまい、 職人さんも増えて行くので 和を守って行きましょう。

初参加のステージで歌声を披露
した萌夏さん

さて、支部の写真コンク まで。応募締切は 月

ンパクトカメラも持ち方 しましょう！
ひとつ、簡単な調整ひと

22

60

50

3

2

3

12

っと変わりそうです。教 す。腕に自信ありの方も思 ださい。

9

土建の仲間の分科会での池上講師

5

24

つで、いつもの撮影がぐ ールの募集が始まっていま 日。配布チラシご参照く

31

清瀬久留米

9

た。今回、三葉分会の笹原 した。木工教室は大盛況。 た。参加してくれた子ども で賑わいました。

上：滝山中央舞まい連の阿波踊りにちびっ子の飛び入
り参加
下：親子木工教室は金槌の音と笑顔が飛び交う

10

けんせつ
11 月 12 日（日）
よみうりランド

26

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部機関紙
『東京土建祭り』

9

7
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復興住宅でも大きな力に
月 ・ 日（日・月）多摩北ブロック復興支援の取り組み
24

25

西東京支部が中心となり、 住宅デー＆現地視察に取り 又復興住宅に移ったため、 焼きそばや飲み物だけ

青空分会ケーキ教室

石塚夫婦のＱ＆Ａ

9 月 10 日（日）に開催された青空分会の親子

完成したケーキと
石塚ファミリー

するスロープ、駐車場・

でなく、集会所に設置

多摩北ブロックで復興支援 組みはじめて 回目。これ 会場も復興住宅（※）の集
まで行って 会場前に変わりました。
設置し、住人の要望に

好天に恵まれ、土建と福 焼却炉の看板を製作・

宅が今年の 島建設ユニオン、商工会な

スロープ製作する仲間

ました。

月で撤去 ど 人と居住者と近隣住民 応える取り組みも行い
65

され、北沢 150 人の来場者でにぎわ

つもりでした。しかし、任 『活動』は別です。特に政

されると、月の三分の二は 治的なものは…。

組合に来ています。そのほ 自分は『分会長』ですか

私がここにいる

で す。 来 年 度、

意見を頂きたい

の皆様から、ご

各分会の分会長

う で し ょ う か。

れた皆さんはど

す。これを読ま

う時もありま

違いなのかと思

最近、自分が場

は あ り ま せ ん。

納得のいく返答

します。しかし、

ない事には発言

でも納得のいか

青空分会の分会長です。 とんどが、加入時に説明の ら積極的に参加もします。

分会長を任されて一年半、 無かった組合活

執行委員会や部会、研修 動です。今でこ

会等々に参加してきまし そ、意味も理解

た。その度に感じるのが して活動してい

も納得のいかな

「なんか変だな」という違 ますが、それで
和感です。

自分が組合に入った動 い事が多くあり

自分のよう

機は、仲間に国保と労災 ます。

を勧められたからです。

「めんどうだけど集金日 に、都合の良い

けだから」と説明があっ 大行動で加入し

（群会議）に持って行くだ 説明や強引な拡

た。包 宅と地元の住民との交

ただけ。当時の書記から た 仲 間 は ど う

住宅デーは、復興住

丁研ぎ 流を進めることのできる取 ※復興住宅： 自宅を失った

も事務的説明のみで、
「労 だろうと思いま

いまし

や子ど り組みとして、大きな力に 被災者が仮設住宅から移り

なんて寝耳に

こしたのでその恩返しの 参加してもらえます。でも

をお土産に買い散会！あり

した。シャインマスカット

がら楽しい一日を過ごしま

仲間っていいな～と感じな

に会う方々と会話がはずみ、

うるおしました。久しぶり

青空分会 長谷川重之

年位前に労災事故を起 等のイベントは楽しいから 次第…⁉

分会長を了承したのは、 水」だと思います。交流会 か、いないかは、皆さん

たです。

働組合」の一言も無かっ す。
「組合活動
補助を受けた県や市町村が

も工作 なっていることが分かる取 住む恒久的な住まい。 国の
教室、 り組みでした。

整備し、自力で自宅を再建
できないなど住まいに困る
人に安い家賃で貸し出す。
主任書記 山内高広

清里分会ぶどう狩り

30

今年は天候不順の為

清里分会のぶどう 始まりました。

狩りがあり、お隣

新座市と近場でラ ぶどうの出来が悪く、

ッキーと参加しま 肝心のぶどう狩りが中

した。 日前のゲ 止と残念でしたが、食

加してくれた方々 ら、アルコールで喉を

合。他分会から参 入れの品々も頂きなが

まれ、三々五々集 思いっきり食べ、差し

用の行楽日和に恵 甘くおいしいぶどうを

リラ豪雨！心配無 べる分には支障なく、

2

きた仮設住

4

4
住宅デーの木工教室は
福島でも一番人気

Ｑ：ケーキ作り交流会と聞いて
Ａ：親子で楽しめそうだし、子どもが作ったことないのでやりたい。
Ｑ：参加してみてどう思ったか
Ａ：参加人数が少なかったので、まわりの家族とも話やすく楽しかった。
Ｑ：子どもが作ってる姿を見て
Ａ：一生懸命で可愛かった！
Ｑ：今後、イベントに参加する？しない？
Ａ：子どもが楽しめるものなら参加したい。
Ｑ：子どもの感想は
Ａ：兄→パティシエになりたい！
妹→つまらなかった（早く食べたかったの
先生の指導のもと、一つ一つ
かな？）
丁寧に作業する子ども達の真
Ｑ：土建の活動を家族から見て
剣な表情が印象的でした
Ａ：私は何となく聞いているので分かるけど、
他の人には知られてないと思う。
Ｑ：役員さん達の対応は
Ａ：気さくで優しかった。話やすかった。
Ｑ：役員には？
Ａ：10年後

いるか？
いないか？

清里分会 川崎カネ子

上：ふどうとキウイがたわわに実る
棚の下での交流会
下：仲間が揃うと楽しいおしゃべり
が尽きない

富岡駅舎は新設され 10 月に向けて試験運転中だが、その隣には除染
の際に出た大量のフレコンバッグが積み上げられたまま

仲間っていいな～

3

月 日（日） を含め、約 人で乾杯から がとうございました。
9

9
ケーキ教室。3 家族プラス分会役員で 18 人の参
加でした。初の試みでしたが、大人も子どもも一
生懸命、楽しくて美味しい教室になりました。参
加した石塚さん夫婦の感想アンケートです。
（Q→石塚さん、A→奥様）
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