東京土建一般労働組合
清瀬久留米支部教育宣伝部

4 月 16 日（木）

に延長されました。申告漏れが無い
ように注意してください。

組合員の皆様へ

末になりますが、組合

月 日（日）に教育宣 らスタートし、受賞者に賞
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第 回ほっこり交流会が

表彰式が終わり、乾杯の

掛け声で、前日から煮込ま

右、
〝上手にできました？〟福笑いと共に
前川委員長
左、前日から仕込まれたおでんが並ぶ

月 日（金） 人での大集会となりまし
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多摩国民 しませてくれました。講

2020 年 三 は、太鼓と踊りで大変楽

器ホールにて、 無形文化財の貫井ばやし

オープニングを飾った

時 分開会、 た。
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小金井宮地楽

大幅賃上げと正規就労を勝ち取ろう！

れ ま し 保険税込みで 万円は必

が開催さ をする為には、ひと月に

決起集会 らしの若者が普通に生活

春闘勝利 演での話しでは、一人暮

三多摩国民春闘勝利総決起集会

加で、総

働者の実質賃金は 年連

電話があるそうです。労

て来て」とお子さんから

では「お母さん早く帰っ

4 6 0 ー。夜のコンビニの仕事

参 加 者 ークをするシングルマザ

最低賃金でダブルワ

人の参 要なのです。

部からは 時給 1500 円以上は必

久留米支 月の就労時間で割っても、

た。清瀬 要とされています。ひと
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続で低下していると言い

ます。各団体からの訴え

も当然の事ですが、労働

組合がひとつとなって、

大幅賃上げと正規就労を

勝ち取って行きましょう。

2020 年春闘は始まっ

たばかりです。

賃金対策部長

んなで鬼にめがけて豆まき

尾芦富雄

笑いが始まり、百 きた物で、本人も参加し、

書記局 池崎健司

り〟交流会になりました。

ても暖かく楽しい〝ほっこ

外は寒かったですが、と

をし、閉会となりました。

その後、今年も川本書記

川委員長の顔でで 最後に豆まきが行われ、み

笑いは、なんと前 素晴らしく大好評でした。

していました。福 ツが登場し、見た目も味も

げられたうたを探 次長の作る本格的なスイー

輪になり、詠み上

達と大人が一緒に っていました。

人一首では子ども 目隠しをして自分の顔を作

り、百人一首、福

部企画の坊主めく

次に、厚生文化

いました。

がっていらっしゃ

しみながら召しあ

にしようかと、楽

みなさん次はどれ

どれも美味しく、

り、食べてみると

ダネもたくさんあ

思うような変わり

に入れるの？」と

ど、
「これおでん

ベールチーズな

に選出された方々の表彰か アボカド、トマト、カマン

ルの投票の結果、優秀作品 今回は、砂肝、アスパラ、

俳句と川柳、写真コンクー んだおでんが出てきました。

今年は、昨年に行われた れ、しっかりと味のしみ込

名の参加で行われました。

41

伝部・厚生文化部主催の、 状と記念品が贈られました。
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〒 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

新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点 から確定申告提出期限が

所
行
発

確定申告はお済ですか

第３回ほっこり交流会

右、今回は機関紙表彰も行い皆で
優秀賞をお祝い
上、たくさんんの仲間でわいわい
賑やかに お酒も進みます

新型コロ ロナウイルスが、皆さんの 粛期限となっております

況となりました。
本部通達で今月一杯が自

執行委員長 前川達夫

ている感じ の変更をせざるを得ない状 い申し上げます。

怖感を煽っ ついては、開催方法、時期 て頂くことを心からお願

で、更に恐 分会総会、支部定期大会に 様協力のもと、乗り切っ

い る こ と 行委員会、群会議は自粛、 ろはその様に、ご家族皆

影を潜めて 本部より発出され、分会執 じて頂き、自粛するとこ

ルエンザが いては自粛する旨の通達が は、十分な予防対策を講

が、インフ 名以上の集会及び会議につ 員の皆様におかれまして

れています 基本的な事で言うと、数十

スで報道さ 及ぼしているのが現実です。 合わせてください。

連日ニュー 組合活動にも大変な影響を 問に思う事は支部に問い

について、 及ぼしていると思いますが、 ません。心配なこと、疑

ナウイルス 仕事、生活に様々な影響を が、収束する保証はあり

新型コロナウイルス
感染防止への対応について
がします。
さて、コ
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令和二年度
一人親方労災更新案内
一人親方労災にご加入
の皆さんに、更新日程を
ご案内しています。更新

月

日、

日 ーを開催しました。北志賀

（土、日）に多摩北ブ 高原竜王スキーパークへ大

久留米支部から 人が参加
しました。
暖冬で積雪が少ない状況
もにスキー、スノーボ
ード、温泉散策を楽し
みました。夜は恒例の
ゲ ー ム 大 会 を 行 い、
〝
お絵描き伝言ゲーム〟
では、仲間の〝画伯〟
ぶりに爆笑の連続で、
景品を掛けて白熱した
（？）チーム戦が繰り広
げられました。他支部
の青年部同士の交流が
深まり、大人も子ども
も楽しめるツアー開催
になりました。
今後も青年世代の仲
間が楽しく交流できる
イベントを企画してい
きますので、仲間の皆
さんのご参加をお待ち
しています。
青年部役員一同

主婦の会みそ作り

豆のミンチ、
月 日（日） 楽しそうに、

支部会館 階で 塩、麹を混ぜ合わせみそ

終わってからお茶会を

開催しました。 玉を作り仕込みました。

参加者は 名。

社会性を身につけ
孫よ頑張れ

変化していく容姿、ああ

これが人間らしい姿なの

かと、孫が知ってか知ら

ずかたまに笑う。
「いいね

え」
。

しかし、残念でさびし

月 日、娘と連れ合 いのは、抱いてあげられ

んやお子さんの した。おいしい味噌の仕

生まれてはや ヶ月、
3960 ｇの男である。 す。

いの間に子供が生まれた。 ないことがムズイ一面で

今年は組合員さ し、ちょっと一息つきま

参加がありまし 上がりが楽しみですね。

俺にとって生きる過程の どのように育つか楽しみ。

上で最初で最後となりう

俺の一つの思いがある。

る孫が素直に嬉しかった。 人間として自分を深く理

保育器に入っている姿 解し得る社会性を身につ

をしばらく眺めていたが、 けられるようになって欲

見ているうちに
「中々堂々 しいと思う。その事が周

わめる力となる。
「孫よ頑

としているなあ」と安心 りにおきている事等見き

した。

その後、 ヶ月単位で 張れ、生きる力強さを」

健康教室はあまり来ないか ださいねー」と声がかかり

に参加した仲間、組合行事 の笹下さんは、
「今年も皆で

タートになりました。久々 に会長に就任した青空分会

月 日（日）

時から 時

ところ 支部会館

と き

日程会場を変更します

染拡大防止の観点から、

新型コロナウイルスの感

支部定期大会

シニア友の会

清瀬久留米支部

唱を行いました。

秋元進一

滝山分会

以上

いです。

孫の育ち具合を楽しみに と言い続けたい。俺の思

シニア友の会は 月 日

ア世代の仲間の結集の場、

後半はカラオケで得意の そして若手組合員とベテラ

もありました。

すね！」と盛り上がる場面 方針を確認しました。シニ

時間でこの歩数はすごいで い役員体制と新年度の運動

をトレーナーに見せ、
「この に支部総会も開催し、新し

一万歩を超えている万歩計

北浅分会 五味里子

た。昨年参加し
た人も、初めて
の人もわいわい

今年も皆で楽しくやっていきましょう！
新会長に青空分会笹下さん
シニア友の会新年会と総会
月 日（日）に支部会 仲間が参加してくれました。

交流会を行い、最後はビン として発展させ、平和運動

健康教室は、スポーツト 歌声を披露しながら、新年 ン組会員が共に活動する場
室＆新年会が開催されまし レーナーに解説を受けなが

ゴゲームで〝豪華景品〟を を積極的にとりくんでいく

もしれないね 」打合せ会 ながらも、皆さんリフレッ

参加しているから、前半の たた 」
「無理はしないでく ゲットし、元気な新年のス 事が提案されました。新た

た。
「皆、分会で健康教室に ら体を動かしました。
「あい

館でシニア友の会の健康教
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ロック青年部主催の 型バスで向いました。家族

時～ 時 分も手続き

2

スキー＆スノボツア 含めて 人の参加で、清瀬 でしたが、仲間や家族とと

（日）
、☆３月 日（月）
、
☆３月 日（水）
受け付け時間
午前： 時～ 時 分

午後：１時 分 ～３時

日程でお手続きをお願い

をおこないます。

もれの無いように、下記 ※ 日と 日は、夜間
します。

※詳しくは郵送している
労働保険年度更新のご案

1

と元気に〝ガンバロー〟三
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一人親方労災の

5

議での役員の心配もなんの シュできたようです。途中、 に初参加の仲間もいて、大 楽しくやっていきましょう」

いに盛り上がりました。
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更新受付日 内を確認してください。
３月 日（金）
、３月 日

15

1

多摩北ブロック青年部スキー & スノボツアー
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青年世代の仲間の参加
お待ちしています
13

2020 年 3 月 13 日（2）
清久留らいふ
第 524 号 清瀬久留米支部機関紙

