留米市の市議会議員選挙です。
※清瀬市は市長選挙も同日におこ
なわれます。

桜咲く 3 月 24 日と 3 月 31 日の二日間で各分会の総会が開催

されました。新しい仲間の参加もあり、また新しい一年がスタ
ートします。参加者から一言寄せてもらいました。

上：滝山分会のスローガン
下：三葉分会の赤塚新分会長（左）と川村副委員長

てくれる組合さんも現れ、
小薗

執行部としてはしてやった
り。

松竹
協力したいという
思いだけでも
無事に分会総会を終える

団体名 していく

東京土建リフォーム総会

PR すれば相談者は増え

ら は、
「団体名をもっと

土建リフォームの総会を

ると思う」
「老人会の会報

日（ 火 ）
、東 京

支部会館で行いました。

誌などに広告掲載しては

月

事業所から 人が参加

伊藤

が見える仲間づくりをして

活動方針、新年度の役員

告、決算報告、次年度の

しい総会でした。活動報

員数から考えると少し寂

をしましたが、全体の会

ていくことを確認し閉会

建リフォームを盛り上げ

員同士が協力して東京土

となりました。最後に会

され、次年度の検討課題

どうか」などの意見も出

いこうと思います。

体制を承認し、交流会で

事務局 本島厚司

しました。

魅力あるレクリエーショ

工藤

畑田

西川

今年度から清水様が分会

分会が
より大きくなるように

南町

ぎゅっとヨロシクお願いし ザーイ！

ます。

三葉

オール三葉分会で
頑張る！

分会 周年を前に分会長 書記長を定年の壁のため（本

が替わりを務める事となり

に返り咲きました。役員と 人はまだまだやりたいと）

赤塚

ぎゅぎゅっと滝山でぎ

張ります。

ともにオール三葉分会で頑 涙の退任となり、この度私

西部

新分会長を迎え、三葉分 きくなる様今後とも皆様の

ました。南町分会がより大

組合員の集まりが悪くど

会らしさを前面に出して行 ご協力をお願いいたします。

橋爪

うなるのかなと思いながら

小門

群の石井です。 歳に

厚生文化部員に
立候補！

青空

きたいと思います。

度役員も適当に決まり新年

若い仲間の顔見えた

北浅

無事に終わりました！新年

く繋がろう。

ゅ！で地域の職人同士楽し

関 にしたいと思います。

新年度も楽しい滝山分会

ぎゅぎゅっと
滝山でぎゅ！

滝山

役員の顔を新しくしよう。 うです！分会の皆さんぎゅ 年も皆でガンバロー、バン

度は静かな幕開けになりそ もっとうれしいけど…。今

出席した会員の中か

意見交換を行いました。

思わず笑みもこぼれた松竹分会の阿部
書記長

砂川

ことが出来ました。分会・ ンの開催につとめたい。
郡とも役員のスライドと役
新年度をスタートすること 職の兼任や専門部の空席が

PR

15

新しい仲間の顔見えた分会総会

元塩

ができました。これからも みられます。少なくとも私
仲間と繋がり、楽しく助け は好きで役をやっているわ
合って行きたいと思います。 けではありません。自身の
分会の皆さんの協力（協力

杉村 出来ることは協力しますが、
役員不

分会の新役員は前年度の したいといういう思いだけ

仲間とつ
ながり楽
しく

足が課題

清里

』
承認されました。午後はお 『一年間お疲れ様でした。

ですが、 役員が全員留任という事で でも）もいただきたいです。
新たに

名が役を 天気も良く近くの中央公園
引き受け の満開の桜の下でお花見を
てくれ、 行いました。
、酒の勢いも手
伝って、新し

顔を新しくしよう
新年度役員獲得のため顔

26

例年通りの人数だけ

3 67

新しい仲間の参加も 北浅分会

3

役員になってくれると

石井

もいました。うれしい。 すがよろしくお願いします。

2

〒 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

４月 21 日（日）は清瀬市、東久

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

選挙に行こう
政治を変えよう

14

ど、若い初参加の仲間 なります。残り ・ 年で

5

く専門部の担
当を引き受け

上：清里分会の活動報告をする砂川書記長
下：総会議案に熱心に目を通す青空分会の野々
村さん

10

上：南町分会の保険証交換会
下：元塩分会の総会打ち上げは中央公園で
お花見

2
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カミカミの初議長
・ 重税反対東村山地区総決起集会

高 所 か ら の 題となる中、フルハーネス

した。

時間はテキストを

使用した座学です。

受講者はみな真剣な

表情でテキストに向

か い ま す。 そ し て

生きて帰るぞ！

ましたが、下半身はまだ

動かせず、足が特に悪い

し本当にありがたく思っ

土建の皆さん、こんに です。組合の仲間の励ま

ちは。私、鈴木は 月

日の夜から突然の七転八 ています。お見舞などま

倒の苦しみに会い、救急 だ心配かけますが…。

・ 時間のフルハ

ーネス型安全帯を使

車で市議の佐々木

もらい、調布の榊

います。 月上旬

がら食べて生きて

いと文句を言いな

病院のご飯まず

用した実技の講習で

グループになり、リ

原記念病院へ搬

さんに付き添って

ラックスした雰囲気

送、一ヶ月入院し

は、受講者が 名

の中、交代で行いま

ました。命はとり

とめましたが全身

には車椅子で元気

に退院できそうで

す。皆さんにまた

組合員からの強い開催希望

沢の明生リハビリテーシ います。皆さんに合える

今回の支部開催講習は、

る労働災害は建 受講を義務付ける法改正が

を受けて実施しました。仲

動かせず、 月 日に所 会えると思って頑張って

設業全体の 割 行われました。支部では仲

ョン病院に転院、現在に 日が楽しみです。

一日 時間のリハビリ

を受け、上半身は回復し

消費税 ％増税が言われ

ていること。

業にとっては都合よくでき

に関する働き方改革は、企

ナスだった。労働者の権利

清里分会 鈴木勝雄

間の声を運動に反映させる、
以上を占めてお 間の声に応えて 月 日、
月 日の二日間支部会館

です。

至ります。
り、墜落・転落

災害の防止が一 で講習を開催し計 人が受
刻をあらそう課 講しました。
時間の講習のうち ・

第 回主婦の会総会＆学習会

ちこちゃんに叱られる

書記局 本島厚司

これこそが組合運動の原点

墜落・転落によ 型の安全帯着用と特別教育

28

毎年恒例の ・ 重税反
対統一行動に参加しました。
ました。私は必死に 文字
ずつ台本を追い、たどたど

税金相談で顔見知りの組

税金経営対策部

あるので、みんなで げました。
声を上げて阻止すべ
きだ」と来賓の方々
は流暢に演説されて

のは、ナパーム弾の前身と です。

杉村真理

る。
「 財 源 は 他 に も 強くシュプレヒコールをあ

実務的負担も重くな 久留米支部からは 人が力

の経済的負担に加え した。総勢 240 人。清瀬

れると、中小業者へ もらいデモ行進に出発しま

て軽減税率が導入さ したね〜」と温かい評価を

% に引き上げられ 合員さんには「カミカミで

なる逆進性があり、

い人ほど負担が重く 事ができました。

消費税は所得の低 しい感じでなんとか終える

税金経営対策副部長という 議長を担うことになりまし
ことで今年は初めて集会の た。

見事に議長を務めた杉村さん（右）

年代後半から 年代 器、ナパーム弾を連想させ

第二次世界大戦は、全

戦争史跡を、台東九条の会 8000 万人もの方が亡
人の参加で開催。午前は坂

C・R を知っている方も 雨とはナパーム弾そのもの

当時、下町一帯は猛火に包 も、310 万人以上の方

月 日支部会館にて

ところで、1945 年、

の方に案内して頂きました。 くなっています。日本で

の一つの「雨を見たかい」
。

内三夫さんを講師に「日本

3

ていますが、大手の会社の

りました。な ません。それはなぜでし

をテーマに（NHK の番組、 日本人の季節感と縁起や儀 土地の心霊に棟上げを報告 事などわかりやすく話され

る、大イチョウの木などが、

ないのです。戦争だけは

ているように見えてなら

昼食後は「主婦の会の総会」

そしてお話は現在の「し 一年間の活動報告、次年度

ると。七福神の由 当の統計が不正で給付額が

を損ない、実質賃金はマイ

来等新発見があり 少なくされて行政への信頼
ました。

三葉分会 齋藤いし子

に捧げるためであ 政権の疑問へ。毎月勤労手 て終了しました。

し、丸い形は神様 きたり破り」を連発する現 の活動予定などの討議をし

重ねは陰と陽を表

の「鏡餅」の 段 じました。

る、例えばお正月 生活感を生んだのかなと感 こちゃん）喝入れられそう。

気なく過ごしてい 謝の気持ちが機微に富んだ きてんじゃねーよ」と（ち

知恵であると。何 およろず）の神様がいて感 見極めないと「ぼーっと生

で培われた生活の をする。日本には八百万（や した。日頃の情報の本質を

式やしきたりは、歴史の中 し職人の労をねぎらい酒宴 て有意義な学習会になりま
ちこちゃんに叱られる！）

数多くあったためです。写

ダメ。軍隊も持ってはダ

写 真 に も あ ウは、私たちに訴えかけ

ぜかというと ょう。浅草寺の大イチョ

建設業の地鎮祭は、その 法人税は減税されている。

風にユーモアを交えながら
まれましたが、伝法院の門、 が亡くなられました。戦

12

Q&A 方 式 で の 学 習 会。 地の心霊を鎮め、上棟式は 複数税率（インボイス）の

月 日未明の、東京大空

多いと思います。代表曲 ではないのか。

月 日、浅草寺周辺の 世界で 5000 万人から

もいえる、油脂焼夷弾です。

1

人と建設職人のしきたり」

48

にかけて、活躍したアメ られる歌です。晴れた日に、

5

10

5

1
笑い声の絶えない総会と学習会になった

トナム戦争における、ア 襲。B29 から落とされた

4

10

2

浅草寺の大イチョウ
晴れた日に降りそそぐ雨

真の大イチョウは、焼夷弾

メだと。

松竹分会 阿部史夫

輝いています。合掌。

日本国憲法 条が光り
9

メリカの北

たくさんの外国人実習生も受講
フルハーネス着用実技のようす

二天門、浅草神社などは残 後、日本は戦争をしてい

諸説あるようですが、ベ

35

3

リカのロックバンド C・ キラキラと降りそそぐ雨。

支部開催のフルハーネス
特別教育 78 人が受講

の直撃を受け燃えたもので
す。裂け目は炭状となり、
当時の惨状を思い起こさせ
ます。しばらく見入ってし
まいました。このような木
が 数本も残っているそう
10

爆、とりわけ
大量殺りく兵

戦火に耐え浅草寺を守った大イチョウ

4

17

4

13

10
10

10

6

78

3

2

2

1

36

13

70

3

16

11

3

3

3

3
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