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北浅分会の保険証交換会 笑顔で来年度もよろしくね
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好天に恵まれ桜満開のな のワカメ等、完売しました。

松竹

松竹分会 復興支援の三陸産ワカメは
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までもつのだろうか？
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松竹分会 関敏郎
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東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部教育宣伝部
団結してこその労働者です！
第 89 回三多摩メーデー

（日）
、元塩分会総会・保険

都立井の頭公園
西園競技場

所
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発

メーデー行っとく？
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の結果となりました。

はり女性の方が様になりま

づく頃には、マイクはウグ

にて参加者の皆さんの提出

東村山税務署の特設受付
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元塩分会 望月慎一郎

第 回主婦の会総会
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加の皆様には申し訳無く思 に、後続の参加者も苦笑い
いましたが先導車に乗り込
土建共済会で、半額以下 １９３５年の児童文学『君
の 1500 円で見れる、人 たちはどう生きるか』の最
形劇団プークの「エルマー 近発売された漫画版、小説

税金対策部長

響でデモ行進を歩くのは無 ミナサマ 」から始まり、
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のぼうけん」を、見てきま の文庫版が置かれていた。

松竹分会 阿部史夫
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した。３才の孫と行くはず 売れているんです。驚きで
だったのだが、３回目の肺 す。そして、とても、うれ
炎になり、じじばばの２人 しい。この本は唯物論哲学
で行ってきました。
ザンネン。 の入門書です。
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人の参加で行われました。 嬢が何かの手違いで１人し り明らかに元気が有る！や
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なんといっても、人形の動 ひ読んで欲しい一冊です。
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主婦の会は今年も頑張ります
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