※清瀬市の史跡を取材予定です。

10 月 6 日（日）
東京土建の日
はじまります

地域とつながる、仲間とつながる、今年の秋は東京土建の

日に家族そろって出かけましょう。お祭りが好きなあなた、

ぜひご協力ください！たくさんのご来場お待ちしてます！

ー前ひろば（滝山団地

センター）

企画内容 上棟式、建設

重機体験、模擬店、ス

テージパフォーマン

ス、消防車登場しま

す！他にも楽しい企画

盛りだくさん。

※企画内容は変更になる

場合があります。

遊びにおいでよ

月 日（水・祝）井の

業交渉に、前川委員長、

別教育や講習が急がれて

時点でフルハーネスの特

いて質問されました。現

メーデーが 3000 人の参

関副部長、砂川主任書記

いる中、ハウスメーカー

月 日（木）大手企

加で開催されました。清瀬

と私の 人で参加して参

頭公園西園競技場で三多摩

市・東久留米市の地域から

としては、
「開口部を無く

子どもたちの姿も見られま

は仕事で参加できない方や、

日開催となったため、普段

ていましたが、一方で、祝

り、色々なことが心配され

今年は即位の日と同日とな

教育会館にて決起

で、午前中に日本

357 人 の 参 加

めての活動です。

担 当 と な り、 初

より賃金対策の

たと思いますが、父に連れ

した。私も小学生の頃だっ

緒に参加することができま

今回初めて妻と息子と一

た先は「三井ホー

私たちの向かっ

渉となりました。

社へ分かれての交

た。午後からは

集会を行いまし

られてメーデーに参加した

ム」で、事前のア

した。

記憶がよみがえりました。

など、私たちとの温度差

がずいぶんある様に感じ

ました。

請負金額の話しで

も、
「直近の下請け業者

で、所々で日陰に避難しな

にはかなりこたえたみたい

下での式典は初参加の二人

当日は気温も高く、炎天

らは今年の 連休につい したいと思います。

した。関副部長か

ったと言う感じで

の回答をしてもら

ンケートに対して

意見を頂き交渉に参加

次回は、皆様からの

と思います。

ーカーとしての責任だ

がら参加しました。式典が

て質問され、前川委員長

た。意外と楽しかった様子 ったです。

賃金対策部長 尾芦富雄

とも「足が痛い」と言いな

全員で参加できた

く変わります。家族

は、いつもとは大き

ながら見る町の景色

レードで車道を歩き

よく訪れますが、パ

吉祥寺には買い物などで

で、一緒に参加できて良か

めての経験でしたが、二人

終わり、いよいよパレード

して把握するのも、メ

れている賃金も、調査

の下請け業者に支払わ

働いている二次、三次

でしたが、実際現場で

注している」との回答

には、正当な金額で発

第 69 回大手企業交渉

はフルハーネスの件につ

末端業者の賃金も把握してください

に出発です。妻も息子も初

34

せば転落事故は防げる」

りました。今年度

18

1

も 人以上が参加しました。

4

5

がらも最後まで行進しまし

10

第 回三多摩メーデー

ところ 西部地域センタ

50

初めて家族で参加したメーデー

詳細はお問い合わせください。

4

書記局 本島厚司

い出になりました。

私にとって特別な思

回目のメーデーは、

90
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7 月 7 日（日）
午前 10 時支部会館集合

所
行
発

戦争史跡を訪ねよう

90

上、三多摩の東京土建の仲間が登壇
下、荒牧さん（南町分会）の元気な声が響くシュプレヒコール

10月6日（日）
午前10時～午後4時 ※小雨決行
と き

東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部教育宣伝部
と き
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5.12 青年部主催 BBQ 交流会

大型連休明けの 月
開催されました。役員が変 年世代だけでなく、支部の に顔を出し、春の月間の中

自慢のベイブレードで対戦 負けるな

ました。

総勢 人が参加しました。

事前の声掛けに応え、事

支部役員、青年部 OB、 業所分会の仲間がベトナム
日曜行動に取り組む分会の 出身の実習生 人と一緒に
仲間など、支部の仲間が次々

右、初めて参加した仲間と交流

たちにとって当たり前の

人で参加してくれました。
翻訳の機械を使
いながら色々な
話ができまし
た。同じ事業所
に昨年青年部に
加入し、今回初
めてイベントに
参加した仲間も
いて、新しい出
会いに盛り上が
り、青年部とし
ての成果もあり
ました。
青年部特製
の「巨大ベイブ
レードスタジア
ム」で選手権も開

催され、子どもも大人も大
はしゃぎでした。

平成と、令和

平成生まれ、令和生ま

れ、令和生まれ、今年も

いっぱい生まれました。

子が生まれ 世話に

追われる 令和かな

右、令和生まれの可愛い金魚の稚魚達

江東区で ます。そして時の権力者

って貰えるのが一番う

との声掛けに、
「そう言

一緒に頑張って行こう」

長の「青年部もベテランも

事業主名：仲程 浩

事業所名：
（株）仲程電機

求人①

募集職種：配管工

事業主名：深瀬 雄二

事業所名：
（株）久留米設備

求人②

滝山分会 西部力

の集会に を縛ることも書かれてい

れしいです！」と応え

募集職種：電工

所在地：東村山市恩多町

右、こちらも令和生まれの金魚達、
元気よく泳いでいる

は、過去 ます。権力者こそ、憲法

た柳橋青年部長。

所在地：東久留米市幸町

会の終わり、尾芦副委員

最 高 の、65・000 人 の を守らなければいけませ

野外イベントも計画

連 絡 先：042

憲法が施

多く、あらゆる年齢の方々

参加者。子ども連れの方も ん。
基本的人権を歌いあげる

主権在民、平和主義、

行されて

年。全 が参加していました。

を盛り上げていきます。

5560

募集人数： 人（正規雇用） 募集人数： 人（正規雇用）

－5882

471－ 連 絡 先：090－1212

求人のお知らせ

私たちの日々の暮らしは、 日本国憲法は、人類の英

し、 青 年 世 代 か ら も
ギライする方々は、時の権 していきましょう。

普通免許

働き先：野丁場

あいさつできる方

条件等：経験者、見習い可、 条件等：普通免許、きちんと

働き先：町場他

1

日本国

国各地で

日本国憲法のおかげで、成 知の結晶です。自分の事
の集会や

力者か、憲法を理解してい
書記局 砂川恵

－

月には本格的な
「安倍改

東 京 権利ばかりが書かれてい

2

KIYOKURU 運動
パレード

ない方々です。憲法には私

松竹分会 阿部史夫

が行われ

ベイスタジアム作成中

2

ベトナム出身の実習生も
参加し盛り上がった
過去最高の 65・000 人 有明防災公園

6
7

5・3 憲法集会

45

部主催の BBQ 交流会が 部の最初のイベントは「青 る場にしたい」と計画し、 た。

日（日）
、支部会館で青年 わり、新体制となった青年 仲間の皆が参加して交流す 間決起の交流会になりまし

12

憲 NO」 り立っています。憲法をケ として憲法を生活に活か

上、平成生まれの金魚達、とても立派に成長

5
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