と き ８月５日（日）
ところ 支部会館
家族そろってご参加ください

集団健診を清瀬・

ています。今年は、 月 日（日）に東久留米、

東久留米で開催
集団健診は組合の仲間とその家族の健康維持のた

月 日（日）に清瀬で行いました。この後も、清瀬

です。また、受診率の向上で東京土建国保の役割が

を広げ、病気の早期発見につなげる大切な取り組み

さん、家族の方の受診をお願いします。

が健康診断を受診しやすい環境を整えます。組合員

診療所で休日院所健診を複数回開催し、多くの仲間

ではレント

集団健診

評価され、国や東京都からの補助金確保につながっ

集団健診に参加して

本年度から社保対部に入 ゲンの誘導係をやりました

りました。まず、社保対と が、その日は気温が高くと

は何をする所なのかわから ても暑かったので、日陰に

ず入りましたが、役員の方々 入りながらやりました。そ
係の方々にもう少し暑さ対

や組合員の方に色々教えて の時気付いた点は、外での

頂き、理解できました。

策をして欲しいと思いまし

でこの仕事

を選んだ私

にとって、

かなりの苦

痛であるこ

とは間違い

ないので

す。学習し

て組合員の

役に立つ情

報を持ち帰

る。組合活

動に於いて

闘う為の武

器にする。

日 その為の幹部学校である

ル東京にて第 回幹部学 日で頭に入れて帰るのは

（日）
、ベルサー 事は解っていますが、

月

24

校が開催されました。今 私にとっては無理なこと

ネット配信等を行って

年で 回目の参加になる でした。

幹部学校でしたが、正直

「とっつきにくい」そのイ も良いのでは？ふとそん

でした。

メージを払拭する事は出 なことも頭をよぎる一日

来ませんでした。

元塩分会 望月慎一郎

来年の課題としては、シ

た。市役所 広く呼びかけを行ってほし

となりまし ニア友の会だけではなく、

内での開催

天となり室 した。

当日は雨 後半はだいぶ疲れた様子で

進めました。 できない状態でした。また、

えて準備を が、昼頃の混雑時は休憩も

机に向かう事すら苦手

お昼過ぎから木工教室大盛況

第 回東久留米環境フェスティバル

の対応も準 いです。時期が「住宅デー」

いですが、今後も参加する

（体験者総数 名 内子供

雨天のため人の出足は悪 のであれば必要です。

市役所にて「環境フェスタ」 なんとかなりました。

が行われました。清瀬久留

2

目です。昨年の反省を踏ま 指導をしていただきました

名 組合員参加者 シニ

青空分会 長谷川重之

2

た。

学んでたたかって行こう

米支部としては 日に「木 かったのですが、昼頃には

10

工教室」として出店参加し 順番待ちとなりました。主

53

27

ました。参加は今年で 年 としてシニア友の会に木工 ア 名 他 名）

38

12

青空分会 瀬之口裕介

1

6

44

6

健診会場に来た子どもに飴をプレゼント。
「た
くさん掴めるかな。
」写真右は西部組織副部長

月 ・ 日に東久留米 備不足の感はありましたが と「集団健診」の間と難し
10

2

17

シニア友の会岸さんの指導で踏み台を作る参加者

9

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部教育宣伝部

流しそうめん交流会

めに、定期的な健康診断と個別健康サポートの受診

今年は２日で 600 人が受診
東久留米会場での受診の様子

6

〒 203 − 0054 東久留米市中央町 5 − 10 − 17
TEL 042 − 473 − 8751
FAX 042 − 473 − 8753
発行者 長谷川 重 之
編集者 本 島 厚 司

流しそうめん交流会の季節です

所
行
発

第６回

5

22
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元塩

上棟式を観て
6/ 清瀬第三小学校
昔は上棟式というと投げ

主人が住宅デーに参加す した。
るようになって数年経ちま
したが、今年初めて観に行 餅をしていたそうで、その
きました。会場の小学校は 風景を懐かしく見ている方
いつもと違う雰囲気に包ま もいらっしゃいました。今
れていて、何やら子供の歓 の子供たちにとっては新鮮
声が聞こえてきました。そ な出来事で、日本文化の素
元塩分会 長谷川由紀

の声のする方へ行くとひと 晴らしさを感じさせます。
際目立つ家の骨組みの
周りは凄い群衆が集ま
って「キャーキャー」
と騒いで楽しそう…。
その家の屋根の上には

上棟式のもちまきに来場者は大興奮

小型重機の運転体験は今年始めて実施、運転補助
は清里分会工藤さん

包丁、まな
板の持ち込
みあり。子
どもたちの
木工教室は
満員御礼、
荒牧さんの
名調子の掛
け声が響き
わたり、活
気よく終了
間際まで続
き、木工工
作材料は足
りず、支部
少している より急きょ取り寄せ、ヨー
ので、住宅 ヨーを両手一杯にもってい
デーを出来 る子、竹作りの水ジョウゴ
る限り継続 を持ってフラフラ歩く男の
して行きた 子、ヨーヨー水遊びに夢中
清瀬市長があいさつに来

いと願って な女の子。
います。

時頃終了。お疲れさま

体験させ喜ばれた。

が登場。子どもたちに運転

ありました。今年はユンボ

分会役員、青年部の応援が

清里分会 古名健二 て支部役員が対応した。他

急増した今年!

晴天の下、参加者

の土建の住宅デーがありま てくれていたんだと思うと、
した。晴天にも恵まれたく とてもやりがいのある事だ
また、たくさんのお子さん

さんの人、家族連れの方々 とうれしく実感しました。
が多く来てくれました。
特に印象に残るのが、毎 達の木工教室に夢中な姿を

松竹

5/ 竹丘公園

オール清久留 のプロ集団

います。来場者は

松竹は、年 回

200 人近く。全

右 ：研ぎ具合を入念にチェック
右下：バランストンボに興味津々の子ども達
左 ：木工キットの組み立てを補助する石塚後継者対策部長
下左：相談コーナーには地域の方から相談が寄せられる 写真右：相談員の
菅野さん

他分会の協力を しますのでよろしくお願い
また、分会内も新たな参

受け入れたこと します。
です。青空分会

は他分会との距離を置きた 加者が 人もあり、青空分
がります。しかし、今年は 会は変わろうとしています。
人以上もの受け入れをし 新旧混ざって良い催しにし
色々とご迷惑もお掛けしま

今後、合同での開催の

分会の住宅デーはここ数 の工夫ができていません。
年間同じパターンで開催し

ています。職人の組合です 話があれば参加します。
から手際よく準備して仕上 もちろん分会でも続くと
北浅分会 皆川久

がりも上々です。しかしス 思います。
タッフが減っているので、
新しい企画をしたり、集客

青空分会 長谷川重之

ました。協力者の方々には ましょう。
今年も催しは例年通りで

したが、反省し来年に生か

6/ スパーマルエツ前

準備も仕上がりも上々

北浅

清里分会 鈴木勝雄

清里分会の住宅デーを市 でした。

最近は木を楽しむ、木で 役所駐車場農協となりで行

年顔なじみの人から、
「 こ 見ることができました。

ぶ年期の入った物だけど、

よ！」
、包丁もまな板もだい 何かを作るといった事が減 う。 時前から待ち切れず

の日を楽しみにしている

6/3JA 横市職員駐車場
10

す。ですが特徴としては、

暑かったです。

今年も晴天に恵まれすぎて

宅デー」を開催しました。

青空分会は 月 日に
「住

阿部史夫

松竹分会

しょう！

ル清久留で行きま

も行います。オー

のプロ集団。冬に

清久留の住宅デー

援もあり、オール

他分会からの応

住宅デーを行って

を知ってもらう

した。
分会内での話し合いが上手 「住宅デーを秋にもやって 進む中で『どのように住
両日共に快晴の中で行 く出来ていないようにも見 ほしい」という地域の方の 宅デーをもりあげていく
われた住宅デーでしたが、 受けられました。
声に対して、
「やりたいが、 べきか』
『どのように地域
分会内で温度差が生じて
、
「荷 の方達に東京土建の存在
ヶ月も過ぎた頃に 体が付いていかない」
毎年
てがスムーズに進

いる分会もあっ
のか』など問題

たようです。
『メ

東京土建を知ってもらい
す。
住宅デーを通

の方同士の交流・信頼で

組合員同士の交流も

たように思いま

みます。

ーデーで使用し
た土建ハウスを
アスレチックに
リニューアルし
た分会』
『重機
じて、地域の方
に東京土建の存

達に体験しても
行われる【住宅デー総括会 物を運ぼうにもトラック
らおうとする分
会』
『新たな事に取り込も 議】も今年は即座に開催さ がない」
「分会役員同士の
きる仲間作りの場である

を用いて子供

うとする分会』
『築いてき れ、実行委員側でも多くの コミュニケーションが不
事が、住宅デーの本当の

在を知ってもら

たことを保とうとする分 討論がなされていました。 足していた」
「分会間での
成功だと思いました。

うだけではなく、組合員

会』など、分会の色が多 来年度には【東京土建祭り】 相互協力が成し得られな
く見られた住宅デーだっ を開催するという目標を掲 かった」などの問題もあ

職域対策部長 清水純

6/3 八幡団地集会所広場

げ、その中で現段階での問 がりました。

脱皮中らしい

たように思えます。

を貸してください。よろし

清里
月 日（日）
、毎年恒例 新しいのを買わず待ってい
3

青空

三葉・南町

気持ちはひとつ！
5/ 東久留米市民プラザ
そして青年部のミニアス き、本当に助かりました。
今度は南町分会地域で市

本島さんの奥様のゴスペル、 役所まで足を運べない人達

中手伝

南町分会 荒牧孝好

また多くの他分会の仲間 くお願いします。

ン、かき氷、東久

た だ

ってい

そば。

留米名物三葉焼き

じ、アートバルー に準備から片付けまで一日

棟式、おもちゃく

ヨー釣り、ミニ上 に楽しんでもらえました。

コーナー、水ヨー った催し物で大勢の来場者 他分会の皆さん、どうぞ力

工教室、電気実験 クと、沢山の気持ちのこも その時は南町分会の皆さん、

は、住宅相談、木 西都保健生協の健康チェッ した住宅デーを開催します。

市役所前広場で 笹原萌夏さんの生ライブ、 も来れるように地元に根差

た。

宅デーを行いまし し。市役所内ホールでは、

と合同で盛大に住 レチック、似顔絵の人物探 ありがとうございました。

今年も三葉分会

20

主人が立っていて、お

3

第 回となる住宅デー 『包丁研ぎ』や『まな板削 題点や今後の活動目的につ
これから多くの団地が
が 月 日、 月 日 り』
、
『新たな取組み』に対 いて話しあう事も出来まし 解体され、住民が減って
に各分会で取り行われま しての賛否両論がある中で、 た。
いき、高齢化、少子化が
6

点が浮彫になっ

20

3

6
北浅分会の金魚すくいは子ども
が喜ぶ人気企画

5

2

20

41

5

菓子をばらまいていま

匠 の 技 で 41 年

右 ：ミニアスレチックハウスは 1 日中子ども達の笑い声が絶えなっかた
下右：
「上棟式とは」を説明する荒牧さんの元気な声が響きわたる
下左：東久留米名物の三葉焼きそばを焼く小門書記長

3

3

第 41 回住宅デー

毎年楽しみな住宅デー
10

3

2

6

わ ざ
たくみ
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戦後生まれの三陸育ち 所が定まらないのだべさ。

くれるでしょう。

チ」
、一方のアイスランド

は / 人に「～ソン」

がついている。
「～ッチ」

建築業者しては地元で

自宅を新築して震災前の

連日熱戦が繰り広げら は○○の息子と言う意味

です。早いもので東久留 田舎は気仙沼、姪っ子は南

生活がもどって欲しいで

米に住んで 年ほど経っ 三陸、まだ避難生活が続い
てます。土建の仲間もず てるのは、まったく叔父さ

のプランとし

自宅新築

「～ソン」も漢字の
いる時点では、日本は H とか、

W 杯、この原稿を書いて 使用されている命名法だ

なり、ベスト 位内

に残り、次の決勝ト

ーナメントでの活躍

アは登録選手中、 /

人に名字の末尾に「～ッ

私？どちらかと言うと

元塩分会 小薗照美

調べてみるとクロアチ 「エッチ」
なのかも？
（笑い）

しているのが気になった。

ッチまたは～ソンを連呼 る望月さんがいる。

チー」と呼ばれてい

しみを込めて「モッ

な○○さんやら、親

っている「リッチ」

会にはハーレーに乗

そういえば我が分

味は息子ね。

ど同様な使い方で意

組で辛うじて 位通過と 読みでは孫（まご）だけ

帯暮らせる建

て、私は 世

れているサッカーロシア でスラブ系諸国では広く

す。

島さん、小
林さん、分会での活動に

理進んでくれないと困りま 物を勧めます。 人で建

前の中央分
南三陸の姪っ子
会でも、棟
方さん、川
避難生活つづく

いぶん老けました。合併 んも疲れます。早く復興整

18

あきみち

写真撮影。船や鉄道が主な

新入職書記の紹介
れて本採用の運びとなりま

17

こんにちは村井瑛道です
月 日に入局しました、

書記の村井 瑛道（むらい あ
きみち）です。
バスを使って北海道の各地

東洋大学文学部史学科を した。生まれも育ちも東京・ 被写体で、最近では列車と
卒業後本部採用で清瀬久留 新宿区で、実家は本部から
米支部に配属となり、この 徒歩圏内の距離にあります。 を巡ったり、日帰りで広島
まで往復したりとアグレッ

自分の シブに活動しています。

築費用を負担する三本矢

を期待したいところ。

すね。

何年か先には復興整理が にまとまった建物はこれ

先日のクロアチア

協力を惜しまなかった人

整えば手伝いしたいもの。 からの時代に親と子と孫

とアイスランドの試

勤務開始から三ヶ月余り

私の大工仕事も震災復

そのころは東京土建の職人 もいて老後も安泰です。

合で解説者が～ニッ

息子や
年齢だ 分からないことも多く今後

興に役立てばと思ってい

三葉分会 米倉由秀

もいなくなった。

とよく 組合員の皆様にご迷惑をお

も復興支援に大勢参加して

す。

チ、～リッチ、～チ

るが、中々家を建てる場

< お問い合わせ > 東京土建清瀬久留米支部
☎ 042-473-8751

ぞよろしくお願いいたしま

言われ 掛けしてしまうことがある
ます。 かもしれません。そうした
趣味 ことが無くなるよう、学ぶ
は国内 べきを学び日々組合活動に

QR コードをスキャン
申し込みフォームへ

名前って面白い

18

なって 数年が経ちました。 て、もっとかっこよくて美 して…。特にハードパンが パンが作れるようにしてあ

私がパンを作るように パン作りにはまってしまっ ないパンは親戚へ送ったり は周りのみんなも美味しい

パンづくりが
好きすぎて

13

娘と同 が経ちましたが、まだまだ

16 2

族に「焼き立てのパンを食 製パンスクールへ通い勉強 母まで作成してパンを焼い ことに…。パン作りが楽し

ていました。
「ルヴァンリキ くて仕方ない私は一緒にパ

するともっともっと上手 ッド」という酵母で焼いた ン作りが出来る時間がとて

べさせたいな」という思い するようになりました。
からでした。しかし根っか

べきれ

張る生徒さまたちを見てい

元塩分会 長谷川由紀

う今日この頃です。

も大切にしていきたいと思

よね。この時間をこれから

ものって人を笑顔にします

パンはもちろん美味しい

す。

そうこうしていると今度 ると幸せな気持ちになりま

…。食 で溢れています。

ように の冷蔵庫の中は自家製酵母 立てパンを美味しそうに頬

を焼く い味わいなんです。我が家 時間なんです。そして焼き

らの凝り性の私はすっかり になりたいと毎日毎日パン パンはそれはそれは慈悲深 も楽しくて嬉しくて癒しの

パン教室ではこんな可愛いパンも焼いているそうです

興味のある方はぜひ
お声掛けくださいね

26

たび本部での審査を受け晴 現在 歳、組合員の方から

としまえんBBQ

50

書記局 村井瑛道

支部主催 2012 年秋のとしまえん BBQ の様子

3

KiyoseKurume
50thAnniversary

3

3

パンが好きなのは元より家 味しいパンが焼きたいと、 奥深くてついには自家製酵 げたいとパン教室を始める

10

旅行、 精進してまいります。どう

参加費 大人 1000 円

子供 500 円 ( 小学生以下 )
雨天時は中止になる場合があります

22

皆様と共に歩んで 50 年
清瀬久留米支部の 50 周年をみんなで祝おう！
BBQ 食べ放題！のりもの乗り放題！行かなきゃ損！
と き 9 月 16 日 ( 日 ) 午前 11 時 30 分～
※開園午前 10 時
正門前に土建専用受付あり
ところ としまえん
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