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場では食べ切れない肉とメ

つくばの宇宙センターで ロ ン の 試 食 品 等。そ し て、
人 個のメロンの持ち帰

役所を 時に出発。天候に は子供達は大はしゃぎし、 メロン狩りでは大人子ども

がチラホラといました。

ほとんど全員が大満足で

るはずじゃ」とつぶやく人 した。

もなく目的地に到着しまし 術の発展に￢我々も年を取 りに大喜びの満面の笑みで

も恵まれ道路も渋滞する事 大人は時代の流れと共に技

8

を乗せたバスは東久留米市

月 日（日）
、総勢 名 た。

周年バスハイク

宇宙からメロン畑
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と き 12 月 1 日 ( 日 )
ところ 支部会館
※家族そろってご参加ください

所
行
発

今年もやります
餅つき交流会

三葉分会

食べごろのメロンを収穫、顔の
大きさほどのメロンにびっくり

10

鉾田市のバーベキュー会 来年も来たいという声が、
分会役員には大変嬉しかっ
た言葉でした。

自分の体を武器に、御婦

大都会 です。

のニュー

ジャーを引き受けます。

事はなかなか思う様には

サスから らは逆にお金を取られてし

へ、テキ としますが、最初のお客か

て行きます。ラッツォに

人は奇妙な友情で結ばれ

そんな中、少しずつ二

いきません。

やって来 まう始末。すっかり気落ち

は夢があって、日の注ぐ

ヨ ー ク 人達を相手に一旗上げよう

た 青 年、 している時に、肺病持ちで

フロリダで生活する事。

フロリダ行きのバスに乗

二人は新生活を求めて、

ジ ョ ー 片足の不自由な、ラッツォ

（ ジ ョ ン （ダスティン・ホフマン）と

ボイト）
。 出会います。

ダスティン・ホフマンは、 り 込 み ま す。と こ ろ が、

ラッツォは持病の悪化で

ジョンボ

イトはア 前作の卒業とは 180 度違

フロリダへ着く事なく、

バスの中で死んでしまい

ンジェリ う役柄で、その名演技には

ーナ・ジ 驚きます。私と同じ 月

ョリーの 日誕生日である事が、唯一

お父さん の自慢です。

ます。ジョーが死んだラ

ッツォの肩を抱くラスト

映画全編に流れる主題

お人好しのジョーは、 には、感動します。

ラッツォのペテンにひ

っかかり、またもやお 歌「うわさの男」も、ご

金を取られてしまいま きげんな歌です。私の大

加し、来場者は 人が訪れ

松竹分会 尾芦富雄

す。お前にはマネージ 好きな映画のひとつです。

ャーが必要だと、ラッ

ツォがジョーのマネー

他分会の協力ありがとう

三葉分会 前川達夫

映画『真夜中のカーボーイ (1969 年 )』

南町分会住宅デー

月

ました。上棟式、スーパー

ボール、ミニ畳、包丁研ぎ、

木工教室等をやり行列が出

来て数が足りない程大盛況

でした。無事に終わり他分

会の協力があって大変助か

この後打ち上げをやり、

日 りました。

合人数 人参

に恵まれ、組

違ってお天気

南町分会 清水恒男

なければできないと感じま

前日の雨と した。

ました。

宅デーを行い 分会のため他分会の協力が

隣の公園で住 有難うございました。少数

区センターの 仲間の大事さを感じました。

（ 日 ）南町地
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右、フォレストパークメロンの森で記念撮影
右下、つくば宇宙センター展示館の入り口では大きな地球がお出迎え
左下、バーベキュー会場での交流のようす
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ダスティンホフマン最高
上、上棟式のお菓子撒き
“たくさんとってねー”
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高所作業車“高いねー！”

東京土建の日

物作りワールドへ
ようこそ！

in 東久留米市西部地域センター前ひろば

消火器を使って消火体験！

令和元年 月６日（日）
、記念すべき第一回東京土建

10.6

の日が開催されました。会場には 3
,000 人を超え

圧巻のステージパフォーマンス

上棟式のお菓子まきに
大興奮

る来場者が訪れ、大いに賑いました。

東京土建清瀬久留米
支部は地域の皆さん
のためにあります

前川執行委員長

10

建設重機を操縦
“すごーい！”

したつづみ

模擬店のグルメに舌鼓

「その質問は又され
鹿島建設は、支部として との事。

を焼く為に使えるようにな したが、あの頃の上海は夕

当時何度も中国に行きま

今秋も企業交渉が行われ 交渉は全建総連関東地協と
初めて大手ゼネコン交渉の ても同じ回答です」と言わ

ーっと出てジュースのよう 車より自転車の数が圧倒的

イダーのような泡がシュワ で良く停電がありました。

ます。その野生酵母でパン

して行い、東京都だけでな

ました。清瀬久留米支部は

る頃には、酵母はまるでサ 方街灯はついても電力不足

には賃金要求を重視した交 た。次回にはきちんとした

酵母の力

参加となりました。内容的 れた時は、がっかりしまし

月 日に春に続いて 度 く埼玉や神奈川の他県組合

目の三井ホーム、 月 日 とも協力しています。
回答をいただきたいです。

私がパンにはまっていっ な色や味、香りがして、ほ に多く、車道では車は自転

んのりアルコールの香りも 車の間を縫うようにゆっく

市街地の公衆トイレは有

私はそれを使ってパンを 料で、トイレの形態で日本

のパンは１つも添加物の入 も腰の高さ位までのしきり

野生酵母というと何？と っていない、とっても愛情 しかなく、腰かけても隣に

てるようになりました。

て調べ、私も野生酵母を育 焼きますが、自家製の酵母 と大きく違ったのは大便で

影響で、色々な酵母につい

に取り憑かれていた友人の る！って感動します。

そして、発酵というもの してきます。酵母が生きて り走っていました。

松竹分会 尾芦富雄 たのは友人の影響でした。
（支部賃金対策部長）
鹿島建設

『現場の環境』

三井ホーム

参加者の声

三井ホームでは交渉団長 渉となりました。
が「台風被害など見ていて
も建設業の重要性は明らか、
労働人員不足や労働環境の
改善をどうしていくか、企
業側も働く側も一緒に考え

三井ホーム元請け

て行きたい」との挨拶でス
タートしましたが、三井ホ

『適正な工期』

思われるようですが、自然 深いパンです。もちもちと 人がいれば目が合うわけで

の中、いわゆる野菜や果物 して噛み応えがあるのです すから、出るものもでなく

企業交渉自体はこれまで についている微生物の事な が、口の中に入れたパンは なり引っ込んでしまう（笑）
。

などを求めたい

責任放棄
非常に残念な事がありま

ームの担当者からは「上場
もしなくなったし、事業自
体を縮小している。今後の

交渉は断れるなら断りたい」 した。私たちがお願いして

が最後に出た発言でした。 いる 次、 次下請けの賃 に何度か行っていましたが、 んです。空気中にも浮遊し 噛む程に味が出てくる。そ 観光地でも地元の人と外国

税の免税業者に対して増税

りしない印象が強く、消費

質問に対する返答もはっき

時点でお任せしている。

求に対して、 次に出した た。交渉団が 人、鹿島側 な状態にしてあげると酵母 の感動のプロセスを体験す

把握して頂きたいという要 で少し緊張しての参加でし ちやすい環境を作り、活発 トに広がっていきます。こ

国人が使う人民幣と外国人

違っていました。お札も中

金を、元請としてきちんと 初めてのゼネコンでしたの ています。その酵母菌が育 して、粉の香りがダイレク 人では入場料が 2,3 倍は

追加・変更工事をめぐる不 現場での労働記録は大切

が 人でしたので、これま が働きだします。それはま ると、誰もが酵母の力に病

だかんへい

用の兌換幣というのがあり

ましたね。

今はどうでしょう？トイ

元塩分会 長谷川由紀 レ事情もすっかり変わり、

群があちこちでみられ経済

酵母の発酵のプロセスで

ル、炭酸ガスが生み出され

貨幣も統一され、高層ビル
た感じです。

私の妻は中国人です。知 済大国となっています。令

的にもアメリカと並んで経
人の手間賃が上がっていな

り合ったのが平成の前の昭 和が始まったこの年、混と

交渉内容の殆んどが、職
いことへの改善要求だった

和 年ですね。翌年の平成 んとした世界情勢に異常気

年前のトイレ事情

人位で「うーん」といっ 旨み成分と微量のアルコー

際に発言するのは鹿島側は

―ムとも思いましたが、実 の実験のようです。

感を買う場面もありました。 次 次までは調査はしない でと比べなかなかのボリュ るで子供のころ習った理科 みつきになりますよ。

仕事ほしさに悪質 と、契約なしには工事に入

払いが多発、追加・変更箇 に保存を。

証 明、作 業 指 示 書 な ど、

業者に引っかから らない。必ず工事着工前に

所について工事責任者から

追加・変更工事

ないよう、はじめ 契約書・発注書・請書を取

雇い入れ通知書

のですが、私個人的にはそ

元年に結婚したのであれか 象、世界は今後どう変わっ

の内容に対しての答えは、
から立て替え払いによる

上は返って来ないのではな

続けます」となり、それ以

しています」
「今後も指導を

つのは早いなあと感じます。

つけ、あらためて月日の経

和天皇の即位式典を見るに

や上部業者に対しての交渉 を求めることの方が良い答

いかと考えます。大手企業

から一次への発注額が安す に求めているように聞こえ

や要求の方法への指導はで えを引き出せるような気が

の方々の話の感じでは一次 ましたが、二次や三次の業

企業に対しては『現場の環

て帰路につきました。大手

松竹分会 関敏郎

きないのだろうか？と思っ しています。

の業者が取りすぎている事 者の多くは組合の中にいる

境』や『適正な工期』など

鹿島の担当者も話してい

への問題の解決を大手企業 はずです。それぞれの親方

ればと思いますが、交渉団

ぎるのならば、増額を求め て来ます。

元塩分会 小薗照美

ら 年、平成が終わり、令 て行くのでしょうか？

った時、労働者として国

じんみんへい

を「実入り」と表現して反

44

に大手ゼネコン鹿島建設の
交渉に参加しました。企業

三井ホームとの交渉に参加する支
部の仲間、手前は尾芦支部賃金対
策部長

11

救済がうけられるよう、 「一次下請けに対し、指導は
月々の支払いの遅れ、オール 「手間請」で働く場合は、

倒産の危険信号

の書面契約をしよう。

らい、必ず本体契約と別途 倒産で賃金が不払いにあ

ての取引先は「契 り交わし、契約条件を確認 「工事（施工）指示書」をも

こむ手形は建設業法違反。

長期の手形・労務費にくい

手形払い

約」の前に仲間や しておく。

同業者から信用情

報を集める。
適正価格

指し値発注、値引

手形、手形ジャンプの要求は 仕事先から「雇い入れ証
いが改善されないなら傷を

賃金対策部

済制度」に加入を。

え「中小企業倒産防止共

取引先の倒産に事前の備

倒産防止共済

倒産直前の危険信号。支払 明」を受けておく。

を き ち ん と 行 な 長期工事では、月々の出来

深くしないよう早めに工事

月別収支

い、原価を割り込 高請求と月別の精算を確実

現場の出面（でづら）
、作業

労働記録の保存

から手を引く決断も必要。
達に必要な「前払い金」も
要求しよう。

2
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口約束は後でトラブルのも

3

1
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む低単価・赤字工 に。労働者の手配や材料調

事は断る。
書面契約
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信用情報
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きの強要は見積り
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住宅企業交渉

1

2

3

3

第７０回大手建設
不払い対策 10 か条を広げよう

2019 年 11 月 13 日（4）
清久留らいふ
第 520 号 清瀬久留米支部機関紙

