詳しくは群会議でご確認ください。

願の分会地域内住宅デー開 いだ包丁は恐ろしい程の

. 南町住宅デーに向けて
包丁研ぎ研修会

応募ください。参加者全員に記念品を贈呈します。

《組合活動の部》
《家族スナップの部》
《風景の部》

・組合員またはその家族が撮影した写真が対象です。

来年春の住宅デー本番

た。他分会 に向け 月 日のプレ住

ないまし

修会をおこ と思います。

包丁研ぎ研 域の人達も喜んでくれる

階駐車場を利用して、念 催の為、仲間作りを兼ねて 切れ味でした。きっと地

月 日に支部会館

21

1

10

2

今年も 3 部門に分けて募集しますので、奮ってご

大賑わいの復興住宅デー 近隣では線量計鳴りやまず

多摩北ブロック被災地支援
を通じてこのイベントが定 のだと

9

清瀬久留米支部の［写真コンクール］を開催します。

多摩北ブロックの被災地
復興支援住宅デーが今年も
月 日、 日に行われま

した。
当日はあいにくの荒天で 着しつつあることが実感で 改めて
感じさ

翌日には、同じく恒例の せられ

したが、会場の北沢又復興 きました。
住 宅 に は 200 人 が 来 場
し、また近隣住民の方も工 被災地域視察に参加。除染 ました。
初参

号を通り双葉郡一帯へ向か 加の被

作教室に参加するなど大賑 を終え再開した県道 114
わいの一日となりました。
参加者の中には、焼きそ います。そこには全ての建 災地支
ばの配布を心待ちにしてい 物に侵入防止のフェンスが 援でし
た方、毎年住宅デーに来場 張られ、常時線量計の音が たが、

できればと思います。

の仲間 人 宅デーを多くの近隣住民

を含め 人 に来場してもらうよう、

で包丁を持 チラシ配りを頑張ってい

当日仲間の皆さん手伝

ってきた来 ます。

場者に最高

のキレ味の い又はぶらっと遊びに来

状態でお返 てくださいね。 時から

し出来るよ

時南町公園ですお待ち

う皆で腕を しています。

締切：10 月 31 日（水）

磨きました。

10

南町分会 荒牧孝好

イトル・作品の説明文・部門を必ず記入して作品

している方、 年ぶりの再 鳴り響く異様な光景があり、 住民との交流や被災地の現

21

と一緒に提出してください。

14

程度）して応募してください。

9

会で話に花を咲かせている 街の復興が進みつつある今 状を知る良い機会となりま

10

・応募する際は、応募用紙裏面の応募者名・作品タ

真剣に研

・応募する写真は、データかプリント（Ｌ判～Ａ４

10

1

15 4

携帯電話などで撮影したものでもＯＫです。

書記局 村井瑛道

・応募は１人３点まで

研修会は終始和やかな雰囲気のなかで実施

・フィルムカメラ、デジカメに限らずスマートフォン、

包丁の研ぎ具合を入念にチェック

第 7 回写真コンクール

〒 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

10 月 11 月は財務省へのハガキ
要請です。

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

国保補助減らさないで
ハガキ要請にご協力を

9
方もおり、過去の取り組み でも「震災」は続いている した。次回以降も是非参加

右：会場にはたくさんの近隣住
民の方々が来場
上：焼きそばの無料配布に笑顔
がこぼれる

あなたのとっておきの一枚
お待ちしています

清瀬久留米支部機関紙 第 507 号
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次の未来に向けつながり広げよう

ンに、世代
を超えた
「仲間づく

支部結成 周年としま 備に協力していただいた実 り・つながりづくり運動」
え ん BBQ を、540 行委員の皆様にも心からお を支部一丸となって取り
組んでいます。この 周

当日の天候が心配されま 年としまえん BBQ を通

人という本当にたくさん 礼を申しあげます。
の仲間と一緒に開催でき
たことをうれしく思いま したが、幅広い世代の組合 じて新たなつながりが生
今後もこのつながりを

す。そして、今年 月に 員、家族が笑顔で交流する まれています。
無事終える より一層大きく強くし、
ことができ 次の 年、 年先を見据
きます。団結してがんば

てホッとし えた運動に取り組んでい
ています。

川村 裕也

周年実行委員長

清 瀬 久 りましょう。
留米支部は
「オール清
瀬久留米」
をスローガ

こちらもピース

右 美味しいBBQを前のに会話がはずみま
す
左 長谷川教宣部長（写真中央）の質問に思
わす笑顔がこぼれる

右 外国人実習生も参加 楽し
んでまーす
左 「まあ飲もうよ」若手同士
の交流が進む

左 「はい、チーズ」にピースで
応えてくれました

イベントは
より参加し
やすいとの
意見も聞かれました。今後

参加者の声ききました
と答えた方が 人となりま

きる意見でした。

「今回参加の決め手は？」 した。また、
「会場の場所」 の企画検討の際に参考にで

今 回 ご 参 うございました。
加いただいた

方にアンケー との質問に対して、最も多 と答えた方も複数いらっし

「今後企画してほしいイ
問に対する回答については、

ベントなどあれば」との質
左囲みにまとめましたので

家族で参加してもらうた

トをお願いし かったのが「 周年をお祝 ゃいました。
いしたい」と答えた方が

人の方にご協 人で最多でした。続いて「家 めには会場が近くて、良心

ご確認ください。

たところ、

力を頂きまし 族サービスに最適」と答え 的な参加費設定が重要です

☆腕相撲

☆カラオケ大会

☆土建祭り

☆アスレチック

☆広い場所でクリスマス会

☆運動会

☆ビンゴ大会

☆ディズニーランド

こんなイベント
やって欲しい

た。ありがと た方が 人、次に「参加費」 ね。更に、連休を利用した

33

50

上 満面の笑顔でピース
楽しんでるよー
左 村山大和支部の皆さ
ん。たくさんの仲間と
参加してくださいまし
た

「オー
と思います。色々なたたか におかれましては、
いの中に、悪戦苦闘する等 ル清瀬久留米」を柱に「仲
の山あり谷ありだったので 間のつながり」を行動指
はないかとも思われます。 針として、仲間を増やし
それぞれのたたかいを超え ていく事に繋がればこれ
ての歩み及び軌跡を築きあ 幸いかとも考えられます。
げられた諸先輩の組合員の 今後も様々なイベントを
方々そして、 年に立ち会 控えております。どうか
われた皆様には敬意を表す 皆様の活発な取り組みと

最後にこの取り組みの

ります。

ると共に感謝を申しあげま 行動を心から期待してお
す。
ただ振り返っているだけ

多摩北ブロックの皆さんと一枚

30

50
では前進はありません。こ 実行委員の皆様方本当に

支部執行委員長

77

‥

れから 、 年と、新たに お疲れさまでした。
軌跡を創
り上げて

前川達夫

‥

‥

‥

21

‥

‥

50

右：来場者を受付で待つ各分会の実行委員のみなさん
左：BBQ 会場はたくさんの参加者で賑わう
いく皆様

支部結成 50 周年としまえん BBQ

行った 周年式典から準 姿が本当に印象的でした。

五十嵐副委員長の乾杯でスタート
こんにちは、 周年と 只々御礼を申しあげます。
し ま え ん BBQ イ ベ ン そして、本部並びに多摩北
トを終えて、まずはホッ ブロックのお仲間の方も、
としています。参加者が 総勢 名とこれまた御礼申
540 名と予想以上の人 しあげます。
さて、 年と簡単に申し
あげてい
ますが、
ここまで
の道のり
は決して
平坦なも
のではな
か っ た

540人みんなが主役

50

数に驚きを隠せません。
50

20

50

70

16

‥

1

50

10

60

50

周年としまえん BBQ イベントを終えて
50

2018 年 10 月 13 日（2）
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新しい仲間の話、来年のキ 切ってやってみましたが

行ってきました。会場は以 加できず、少し寂しいかな を語る交流の場になりまし きた被災地支援のとりくみ、 のスラックライン、張り

「復活！サマーキャンプ」に 候で仕事が押した仲間が参 の火を囲み熱く青年部活動 を迎えること、皆で行って てもアクロバットな競技

多摩北ブロック青年部キャンプ

復活サマーキャンプ
月 日（土）から一泊 プ場で、支部からは 人、
22

で多摩北ブロック青年部の 総勢 人の参加でした。天

9
前と同じ河口湖畔のキャン と思いましたが、キャンプ た。

歴史あるサマーキャンプ ャンプの計画、OB として …。なかなか難しかった
が無くなって、何か物足り 参加した仲間から以前の活 です。ライン上を歩いた
ない夏を 年過ごし、満を 動の話を聞いたり、組合話 距離を競い、優勝は我ら
持しての開催でした。連休 に花が咲き、夜は更けてい が佐藤青年部長でした。

娘

のんびりと、でも熱い、

書記局 砂川恵

んなで朝食の準備。手作り した。また行こう！

翌朝はゆっくり起きてみ 楽しいキャンプになりま

初日でしたが高速道路もス きました。
イスイ進み、明るい内にキ
ャンプ場へ到着しました。

BBQ では仲間が到着す ホットドックで腹ごしらえ
「スラックライン対
るたびに乾杯！大きなお肉 をして、
も登場して、お腹も満たさ 決」です。インターネット

月 日（月） 長、 月 日（月）に清瀬 宅デーへの来訪のお礼と、
8

27

年間娘 む決意をし、昨年の 月に

娘は、相方と共に人生を歩

時が来ました。知らぬ間に

していましたが、遂にその

たときも、 時間半かけ

したこと。俺がケガをし

妻が入院したことで断念

リアに留学する予定が、

ったです。もう心

はとてもうれしか

はしましたが、俺

と共に暮ら 無事結婚をしました。心配

になってこの先どうなっ

な。親二人がこんなこと

くれた。大変だったろう

て病院に幾度となく来て

できていること、地元企業

るのは、妻が頭の

た。思い起こされ

り返っていまし

年間の思い出を振

な も の で 良 い か。 娘 と

色々思い出があるがこん

も大変だった。まだまだ

た娘を迎えに行って、俺

終電で保谷まで帰ってき

人式に来れなかっ

間今も入院中）成

実感した思いも込めて。

わり、今新たに寂しさを

共に暮らした生活が終

秋元進一

浩

042 471 5560

連絡先：

所在地：東久留米市幸町

募集職種：電気工事

事業主名：中程

事業所名：（株）中程電機

求人情報

滝山分会

たこと（たぶん寂

しかった思う ）
。

学生時代にイタ

前に亡くなった私の姉と同

級生で、芝小で一緒だった

そうです。三小が出来て姉

市長と市民生活部長の方

張しましたが、話している

の重要性などを話題に懇談 に、対面したときは少し緊
しました。

清瀬市の渋谷市長とは、 うちに緊張感は徐々に消え

市長は住宅デーにも来場

庁舎建て替えを中心に懇談 て行きました。

しました。今

後も自治体と して頂き、職人技術者の大

の協力体制を 切さを思い、後継者を育て

作る場と位置 て行く事が重要だと話され

募集人数：1 人（正規雇用）

働き先：町場

条 件 等： 経 験 者・要 資 格 ・

普通免許

初めての市長懇談でした

大事な事だと思いました。

地域団体との協力、防災

付け、継続し ていました。

ていきます。

が、市政が身近に感じられ

支部副委員長 尾芦富雄

ました。

の話も出ましたが、今各地

清瀬市市長 で発生している災害が、い

懇談に初めて つ私たちの所に来るかわか

りません。組合としても、

市長は三年 どの様に関わって行くのか、

参加しました

仕事を始めてからは、

病気で倒れ（ 年

最近娘との

てしまうのか心配した。

10

配はいらないと。

34

り、地域の横のつながりが は三小へ転校しました。

初めての市長懇談 少し緊張しました

60

13

に 東 久 留 米 市 市長と懇談し、今年春の住 社会福祉カンパを手渡しま
した。
東久留米市の並木市長と
工会や商店と組合が歩み寄

は、短い時間でしたが、商

清瀬市渋谷市長（一番左）にカンパを手渡す前川委員長。尾芦副
委員長（左から３人目）
、砂川主任書記（一番右）が同席

並木東久留米市長（左）にカンパを手渡す五十嵐
副委員長

｜

4

スラックライン準備中♪佐藤青年部長（手前）と
村井書記

34

12

1

｜

8

16

3

れました。青年部が 周年 の動画を検索すると、とっ

自然を満喫。キャンプ最高です !

2018 年 10 月 13 日（4）
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