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10 月 6 日（日）
午前 10 時〜午後４時
と き

月 日（日）
、第 回定期大会を清瀬アミューホールで 105 人（代議員 人、
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特別代議員 人、来賓 人）の参加で開催しました。今年は仲間づくり運動をさらに

つながろうKIYOKURU
ところ 西部地域センター前ひろば

承認されました。

今回の定期大会にて特別

常任執行委員待遇

2019年度 支部執行員

支部執行委員長

執行委員

前川 達夫（三葉・とび） 柳本留美子（青空・鉄骨）

副委員長

敏郎（松竹・地盤）

尾芦 富雄（松竹・電気） 小薗 照美（元塩・設計）

川村 裕也（三葉・大工） 関

笹原 康弘（三葉・塗装） 伊藤 康裕（清里・管工）

様に感じました。そして嵐 います。私自身、スタイル 決議の提案をやらせて頂き

平成三十一年四月七日、 の前の静けさの様に不気味 を変えるつもりはありませ ました。前に出ての提案は

と緊張が解けてきて、何と

自分の席に戻る頃にやっ

り、おおいに盛り上がりを なくなっていました。

でしょうなどの新企画もあ 稿が読めているのかも解ら

山内 高広（書記）

砂川 恵 （書記）

川本 尚之（青空・畳）

書記次長

安部 孝二（北浅・大工）

小門 信一（三葉・土木）

畑田 義次（滝山・大工）

砂川 修治（清里・電気）

阿部 史夫（松竹・畳）
見せ、大盛況の中幕を閉じ
ました。

一年さまざまな取り組み・ した。自分の出番までは不

常任執行委員

石塚 貴紀（青空・防水） 新海 照明（滝山・大工）
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佐藤 峻史（三葉・塗装）

要請行動などがあります。 安だらけでしたが、終わっ

背広着てる！

長谷川重之（青空・ ガラス） 石垣 市子（元塩・塗装）

柳橋 直史（滝山・塗装）

職種ながら感心しきりでし

職域対策部の分科会では た。他にも色々盛り上がり、

り。ちゃ 関係者にとって為になる知

KIYOKURU 発進式

んとした 識も増えました。

大会なん

だなと改 では石工の稲田さんが、大

青空分会 越智明美

でびっく が飛び交い、更に我々工事 ました。

参加なの 土建祭りを中心に熱い意見 非常に充実した一日となり

した。初

るー」で 表彰状も頂けました。

背広着て ありがたい事に主婦の会で 大変興味深いお話に、違う

「 み ん な めて気合が入ります。また、 会で日本一になった際の、

ったのが

まず思

松竹分会 塩澤育男

てもらったと思っています。

望月慎一郎（元塩・通信） 会計監査

緊張しました！

執行委員長 前川達夫

ろしくお願いいたします。

皆様のご協力、ご支援をよ てからは貴重な体験をさせ

橋爪 保 （南町・通信）

本島 厚司（書記）

杉村 真理（元塩・造園）

小田澤陽一（松竹・塗装） 綱島 豊 （南町・大工）

西川 元一（北浅・管工）

赤塚 隆雄（三葉・管工）

五十嵐留夫（北浅・大工） 西部 力 （滝山・塗装）

緊張していきました。前に

また、第二部のがんばろ 立つと原稿から目が離せな

の方針は決まったのです。 りです。

どちらにしても、今年度 みに於いてプッシュする限 自分の出番が近づくごとに

晴れた心地良い日に、清瀬 さも感じました。

久留米支部定期大会が行わ

れました。

今年は何故か静かな雰囲 これでスタートしたのです

書記長

んので、それぞれの取り組 大会では初の事だったので、

サイレント

ま最後までいってしまった って前進をして欲しいと思

発展させた、
「KIYOKURU 運動」を一年間取り組むことを確認し、大会議案が

18

気の中で開会され、そのま から、それぞれ目標に向か う会においては、この人誰 くなり、自分でちゃんと原

51回目のスタート

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

東京土建の日
はじまります

75

支部組合員の皆様、この か終わったと安心していま

新たな一年への決意を述べる前川
執行委員長

下、技能グランプリで見事に金賞を受賞
した青空分会の稲田圭二郎さん（左）
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この人誰だー に大爆笑

昨年の支部 周年記念行

更なる飛躍となる一年に

元塩分会 望月慎一郎

実感しました。

KIYOKURU 発進！式
時代に合った運動
毎年思うことですが、清
瀬久留米支部は若い人が多
く、行事、すべてにおいて、
楽しい取り組みが増えてい

楽しい企画で地域の建設業者を大いにアピール !!
年に一度の東京土建の一大イベント「住宅デー」の
開催です。
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月19日（日）

第 42 回

住宅デーに
みんな集まれ！
！

て乗車。いきなり新車の

分会脱却を達成する！」と

力強く決意表明しました。

香り。
ゆったりした座席、

この人誰だー

KIYOKURU 発進！ 今年は東京土建の日など新

そして大きな窓。足元か

ら景色が広がります。所

沢飯能間は 105km で

走ります。ところが、ス

西武鉄道が新しい特急 ピード感が無いんです。

西武ラビュー、
よくできました

式は笹原組織部長の進行で、 しい試みを活用して、支部、

分会対抗「この人誰だー」 分会内の仲間のつながりを

クイズが行われ、仲間の若 より深く強くし、皆楽しく

かったころの写真が登場し 参加できるキヨクルにして
て、大変楽しく盛り上がり いきたい！

車両を導入しました。さ ナゼか？あまりにも静か

今年の分会対抗ゲームは

ました。結局滝山は何位？

っそく所沢から秩父まで な走行音だからです。

乗ってきました。名前は

さです。爆音と熱風をま

特急料金は変わらず、 きちらかすレッドアロー

車です。

と違って、100％新造 すが、更に上を行く静か

新 し い 通 勤 車 両

抱えて笑わせてもらいまし

ラビュー。レッドアロー 40000 系 も 静 か で

南町分会 荒牧孝好

た。次回も楽しみです。

良く分からないけど結果こ 可愛い顔、変な顔、お腹を
れを書かされました。
滝山分会 畑田義次
この人誰だー その

所沢秩父間 500 円。さ にはもう乗れません。や

第五十一回定期大会開催

した。良くできまし

の特急車両が現れま

組合員であることに喜び

行で、この人誰だーが分会 誠におめでとうございます。

た？

っと西武にもホント

更なる飛躍となる一年に

対抗で行われ、昔の若い時 今回は途中からになりまし

役世代で実現できないこと

は、諸先輩方の力も有り実 していきましょう。松竹分

清 瀬 市 第 3 小学校 中清戸けやき公園
東久留米市 西部地域センター前ひろば
スーパーマルエツ前
八幡団地集会所ひろば

全日程 10：00 ～ 14：00 参加費は無料です。

ていません。

松竹分会 阿部史夫

の写真が登場して盛り上が たが、初めて参加させて頂

きよくる俳句と川柳

現できている。これこそが 会も奮闘努力の決意であり

6月 2 日（日）

きましょう。お疲れさまで の行事にあまり参加ができ

りました。今年も各分会が きました。普段は週末の仕

表

はなく、時代に合った運動、

した。

待てない飲んべの

群

北島晃さん

花見酒

第一回きよくる俳句と川柳優秀作品発表
俳句 句、川柳 句から選ばれた優秀作品は
こちらです。

俳句
一、桜まで

冬霞

小倉正彦さん

明日も土建 また土建

北浅分会

川柳
一、今日土建

川本尚之さん

坂内三夫さん

作品を詠まれた方に

群

健診日

群

三日こらえて

げます。教育宣伝部一同

他にも作品を応募くださった皆様にも感謝申しあ

500 円の QUO カードを進呈します。

優秀作品に選ばれた

三葉分会

青空分会

一、酒タバコ

群

三葉分会

響く社や

16

一、柏手の

9

それにも関わらず、東京

北浅分会 土建の皆様に温かく歓迎し

五十嵐留夫 て頂きました。改めて組合

員であることに喜びを感じ

令和元年は ました。今後も参加できる

緒させて頂きたいと思って

すが、時間の許す限りご一

小分会脱却を 機会は少ないかとは思いま
今年

最後になりましたが、技

います。
には、新

能グランプリの結果を祝っ

12

5

1

12

の発進式
分会書記

青空分会 稲田圭二郎

4

て頂き有難うございました。
会 役と

元年は小

で「令和

メンバー

いつもの

6

長、新分

分会対抗のクイズの結果発表
景品の内容に思わず笑顔

それこそが活動の原点だと

松竹分会 阿部史夫

「KIYOKURU」だと思 ます。組合員一人一人の力

式では、笹原組織部長の進

KIYOKURU 発進！

2

協力し合って、頑張って行 事が多忙なため、東京土建

だけではできないこと、現 部定期大会。

ることを実感します。若者 事を経て、 回目となる支

50
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います。堅いことばかりで を結集しましょう！

スクリーンに映し出される若かりし頃の仲間の写真で大盛り上がり

清 瀬 市 竹丘公園
東久留米市 東久留米市民プラザ

2019 年５月 13 日（2）
清久留らいふ
第 514 号 清瀬久留米支部機関紙

