としまえん BBQ で盛りあがろう

９月 16 日（日）

としまえん
※詳細は 6 月号にて

仲間のつながりで 年
50

50

50

佐藤 聖峻（青空・大工）

長谷川重之（青空・ガラス）

2018 年度支部役員紹介

執行委員長

執行委員

柳本留美子（青空・鉄骨）

前川 達夫（三葉・とび） 常任執行委員待遇

副委員長

尾芦 富雄（松竹・電気） 小薗 照美（元塩・設計）

復興支援のコンブとワカメはい
かが？

五十嵐留夫（北浅・大工） 畑田 義次（滝山・大工）

笹原 康弘（三葉・塗装） 伊藤 康裕（清里・管工）

川村 裕也（三葉・大工） 関 敏郎 （松竹・地盤）

ながりが広がるってお互い

綱島 豊 （南町・大工）

西川 元一（北浅・管工）

他ならぬ緊張感を持って臨 背中を押してゆく姿勢。私 マイペースを貫き前進して

書記長

との報告には地域での地道

月から働くことになった、

支部事業所に就職が決まり

さんが建築カレッジに合格。

の交流をきっかけに、生徒

常任執行委員

山内 高広（書記）

本田 将 （書記）

砂川 恵 （書記）

川本 尚之（青空・畳）

書記次長

清水 恒男（南町・塗装）

安部 孝二（北浅・大工）

小門 信一（三葉・土木）

西部 力 （滝山・塗装）

砂川 修治（清里・電気）

阿部 史夫（松竹・畳）

小田澤陽一（松竹・塗装） 杉村 真理（元塩・造園）

な活動の成果で土建の面目

望月慎一郎（元塩・通信） 柳橋 直史（滝山・塗装）

「教育宣伝部」の活動報

先ずは住宅デーの取り組み の要望等、終始和やかに意

技術対策部・教育宣伝部」へ。 点については支部機関紙へ

荒牧 孝好（南町・大工） 新海 照明（滝山・大工）

赤塚 隆雄（三葉・管工） 執行委員待遇

清水 純 （滝山・大工） 宮下 輝靖（三葉・電気）

三浦 和顕（滝山・塗装） 古名 孝二（清里・大工）

徳武 弘士（清里・内装） 会計監査

躍如と感じました。

清瀬市の児童養護施設と

すよね。

に元気が出るし素敵な事で
三葉分会 前川達夫

みました。短く感じた午前 は現状、千七百二十七番目 ゆく覚悟です。
とにかく、この先の道程

中の本会議、そして午後に の位置に居る。

くする、次の 年へ向けた一歩が踏み出されました。

新執行委員長
決意新たに
入り段々と迫りくる選挙管

ものだと言う認識を持ち、

理委員長の新役員の読み は、山あり谷ありの険しい
上げ、その瞬間が来た。

清久留らいふに
大いに期待

私は第 分科会の「職域・ 告と 2018 年度の活動重

方から。
「きよせ平和と健康 見を出し合いました。三葉

石塚 貴紀（青空・防水） 石垣 市子（元塩・塗装）

青年部もガンバロー

まつり」のような「東久留 主婦の会ニュースを発行し

米どけんまつり」も開催し ている身には、誌面作りへ

たい。最初は大変な事もあ 参考になる事も多くありま の声で運動を伝える機関

るけど他団体にも働きかけ した。分科会方式での討議 紙「清久留らいふ」に大

たら出来るかも…と。期待 は気軽に話せて理解が深ま いに期待しています。

三葉分会 齋藤いし子

活動に参加してみると楽 て欲しいし、自分を野球

が膨らむ提案が。地域のつ るので良かったです。仲間
て、あの人が居るからイベ

いるよ」ということを知っ

滝山分会 山口大貴

が増えるのかなどの話の中 自 分 の 知 ら な い と こ ろ で まだイベントに参加したこ 係を作っていきたいと思

人ひとりとの関係を太くし かりました。

いる土建をやっている人一 し、討論していることがわ こんなに楽しいことをして

いましたが、全く活動に参 人達がほとんど役職につい

かれての提案、討議、採択

会議も進み各専門部に分

で、増やすのも大事だが今 色々な人が、色々な対策を とがない人にも「土建って いました。
安ばかりでした。

をするのかもわからず、不

加していなかったので、何 ていてビックリしました。

した。どうしたらもっと人 も少なくしよう、などなど、 年も土建に入っているけど、 自分も色々な人と太い関

部で話を聞かせてもらいま うな関係作りをし、減る人 んなので、自分みたいに何 掛けてくれる人みたいに、

では、組織部、後継者対策 ントに出てみようというよ しいイベントが盛りだくさ や色々なイベントに声を

熱気が伝わる本会議の討論の様子

しかしながら、思って 集中力だけは欠かさずに、
いた以上に緊張感もな
くあっさり席を立ち、
代表の挨拶を淡々と述べ
たと思う。
事は、権限は大であると

改めて申しておきたい

いよいよ開催された第

共に責任も大である事。

「千七百二十七番目」

五十回清瀬久留米支部定期

色々な方にお世話になっ

建の活動に参加し始め、

けに、少しずつですが土

最近土建の野球をきっか

し安心しました。自分は

声を掛けてくれたので少

人か知っている人がいて

会場に着いてみると何

大会である。個人的には、 常に引っ張るのではなく

組合との太い関係
作っていきたい

支部大会の資料に目を通

先日、初めて支部大会に ています。
参加させてもらいました。

5

50

総括と新年度の運動方針、新しい支部執行部が承認されました。仲間づくり運動をより一層強く大き

月 日（日）
、支部結成 周年の節目となる、第 回定期大会が開催されました。昨年度の運動
1

年ぐらい土建に入って すと、お世話になっている

4

4

所

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部教育宣伝部

行
発

仲間とともに歩んで
支部結成 50 周年

第 50 回
定期大会
9
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名称変更 住宅センターから
東京土建リフォームへ
支部住宅センター総会が
月 日（金）
、支部会館で

行われました。

仲間と一緒だから楽しい！
メーデーデコ作ろう
教訓・一人じゃ何もできない
五 月 一 求を決めるために今年も実
日にメーデ 行委員形式で行いました。

私は昨年の健康

診断で血糖値が一

定以上と診断され

たので、国保組合

で糖尿病を未然に

防ぐ目的の糖尿病

昨年度の工事実績は相談
ーを行うた

予防事業の健康教

自分が実行委員長になり

め、当日に ました。

件数 件、成立件数 件、
受注金額は 550 万円を超

京土建」をアピールするた

わかり、一日 、

糖の取りすぎだと

開催の取り組みなど報告も たが図面も出来上がり、制

した。また、群会議の共同 た。色々問題点が有りまし

えている問題を共有できま 家を作ることに決まりまし

参加できない仲間など、抱 めトラックに乗るぐらいの

最初の面談で砂

室に参加しました。

向けたデコ

支部会館で分会・群役員学 の学習、特に群会議のあり

初日に大まかな方針を決

え、いずれも過去最高とな
制作はみんなで楽しく

三葉分会は 月 日
（日） 何？」DVD や自転車共済

分会群役員学習交流会

制作及び要 め、
「地元の技術者集団、東

「楽しい一日となりました」

骨組みから作り始め本格

りました。住宅デーや共闘
団体からの相談、組合員か
らの紹介が特徴的でした。
更に、リピーターやお客様
からの紹介もあり、信頼の
高まりも見られました。

次に外装は素人でもわか

近い構造でつくりました。

あり、仲間づくり運動の中 作日当日には大勢の人が来 的に仕掛けを作り、本物に
で、少しずつですが改善の てくれました。

今年度は更なる飛躍を目 習会を北浅分会と合同で開 かたについて話し合いまし
指し、
名称を「住宅センター」 催しました。テキストを元 た。役員の高齢化や仕事で

方向が見えてきました。

学習会終了後、他分会か にも協力してもらいました。 りやすく半分切り開き、中

主婦の会やシニア友の会

から『東京土建リフォーム』 に東京土建の組織・任務と
へと変更しました。新名称 役割を、資料を使い各専門

道具を提供してもらいまし 種類を使って見る角度によ

らも多くの仲間が集まって 皆さんの力を借りて材料や 身を見せて仕上げも色々な

清瀬市
第３小学校
JA 横清瀬市役所職員駐車場
東久留米市
スーパーマルエツ前
八幡団地集会所広場
全日程 10：00 〜 14：00
参加費は無料です。

って違った内装に仕上げま

杯砂糖・ミルク

たコーヒーを 杯ぐらい

にしたところ、中間の採

血では一定値をクリアし

ていました。

間食に気を付け

たりとほんの少し

の見直しで大丈夫

でした。

今の時期に見直

しができて良かっ

たと思います。

これからも食事

制限なしで生活し

たいですから…！

南町分会

高杉とし

清久留らいふ 500 号で募集し

を入れて飲んでい

3

た似顔絵☆マッチングの正解を発表

します。

C

楽しい一日となりました。 た。

B

よろしくお願いします。尚、 部の内容、組合費納入のル

清瀬市
竹丘公園
東久留米市
東久留米市民プラザ広場

した。職人の集まり

A

交流会を開催しました。

６月３日（日）

会長には清里分会の古名孝 ールを分かりやすく学びま

５月 20 日（日）

した。

三葉分会 北島晃

なだけあってこだわ

りが強くとても出来

が良い家が完成しま
した。

今回のメーデー

で自分が学んだ教訓

は、一人じゃ何もで

きないということで
した。

青空分会 佐藤聖峻

う

15

条改憲って

9

包丁研ぎやまな板削り、木工教室、上棟
式などのほか、楽しい企画が盛りだくさ
ん ! 仲間のみなさん、お誘い合わせてご
来場ください。

5

れたのは南町分会 群の綱島豊さん

応募総数 名の中で見事正解さ

い

3
二さんが再任されました。
今 回 は「

手作業で刻んだ材料 下

あ

でした。おめでとうございます。

3

松竹分会 阿部史夫

『住宅デー』が開催されます。

6

祝 500 号お楽しみ企画
似顔絵☆マッチング正解発表

4

26

楽しい企画で地域の建設業者を
大いにアピール !!
東京土建の一大イベント

食事制限なしで生
活したいですから

16

30

52

住宅デーにみんな集まれ !!
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