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３つの密を避けましょう
●換気の悪い密閉空間

●多数が集まる密集場所
●間近での会話密接場面

確定申告相談会 を終えて

の話ですがまだ使える工具

であっても、傷んでいるも

のから新しい物に入替をす

る等、経費を使う事も大切

今年も２月、３月の 日 してくれた部員の皆さん、 はいけません。老後２千万 だと思うのです。そしてそ

行いました。

談員として参加してくれた 今、お金を使わずに残した 仕事上の評価、自身の価値

を高める事につながる使い

しかしながら、個人事業 方であれば、なおの事良い

延べ 145 名の組合員の 皆さんお疲れ様でした。有 い事は当然の事です。

相談に対応しましたが、コ 難うございます。

さて、相談内容に目を向 においては売上から経費を のではないでしょうか？

方が良いのではないか」
。

支部 PAL 総会

橋口今年も
行きます

支部 PAL

総会は 月

日（木）に支

部会館で開催し、 人が

少ない様でした。また、そ 確定申告をするという組合 得になる訳ですから売上の 節税の為の情報等ももっと

有った為か、例年より若干 けると、今回初めて自分で 差し引いた金額が自身の所

場環境の悪い面ももちろ

ている」
「企業交渉は、現

アンケートばっかりやっ

事する仲間からの意見を

大手建設企業現場に従

げます。

全く分からないと思います。 くなります。最低半期に一 ご自身でも今一度ご検討下

税金経営対策部長

そんな情勢の中、部内の 「大変ですよね～？」ですが 度でも売上と経費の集計を されば幸いです。

参加率は活発で大勢の力で 個人事業主である以上面倒 して、確認する事をお勧め

相談会を乗り切ることが出 であっても、自身の売上や します。そして経費が少な

望月慎一郎

新型コロナウイルスに感染

と思っていたのですが…。

アクティブはほめ言葉だ

も「金と暇のあるジジイと

モンド・プリンセス号の時

いる。クルーズ船のダイヤ

トで非難する声が上がって

く事、運動の結

果をしっかりと

仲間に伝えてい

く事の大事さを

改めて確認しま

した。会長は引

き続き青空分会

の私、橋口が、

副会長として新

たに松竹分会の

関さんが就任し

ました。

支部PAL会長

橋口昌之

「長幼の序」という言葉 いますが、このことわざは、 てどういうこと。都知事は

あった。もはや、
やっかみだ。
て「どんだけアクティブな

があります。大辞泉による 年少者や子どもが年長者を 「要は、その日でないと駄目

する。この混乱の中で、人

新型コロナウイルスの影 と人の協力を忘れないこと

す。
「 年 功 序 列 」 圏で不要不急の外出自粛が

とイメージは似て 始まった。でも不要不急っ

三葉分会 北島晃

り方を表していま 響の先が見えない中、首都 が大事だと思う。

を慈しむというあ

い、大人は子ども います。

ど も は 大 人 を 敬 も大切であることを表して ろ。
」と言った方がスッキリ

る秩序のこと。子 どもを慈しむことのどちら 寄 り は お と な し く 家 に い

下の者との間にあ 年長者や大人が年少者や子 説明した。はっきりと「年

と、年上の者と年 敬うだけでなく、反対に、 なことがあるかどうか」と

んだよジジイ」などとネッ

と「ババア」を組み合わせ

ティブ）な行動に、「ジジイ」 ババアだろ」などの批判が

した高齢者の活動的（アク

アクティブシニアだ
文句あるか！

来ました。受付として参加 経費の集計から目を背けて いと感じたならば、例えば

確定申告をはじめ、様々な相談に答える石垣相談員

り上がりました。

の影響で集団申告等も行え 員の方もいました。 年目 多い方は経費を使わなけれ お伝えしていかなければい

出席しました。「毎年毎年、 様々な意見が出され、盛
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集め、運動に活かしてい

ロナウィルスの影響なども

27

んだが、良い面も出した

税金経営対策部としても

2
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間を使い確定申告相談会を 主婦の会の皆さん、また相 必要だ等と言われている昨 れが御自身の武器になり、

売上や経費の集計から
目を背けてはいけません

なかった事をお詫び申し上 は何をどうして良いのやら ば税金として納める額は多 けないと感じておりますが、
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所
行
発

新型コロナウイルス
感染防止のため

夢と勇気を与えてくれる東久留米市が舞台の映画です

河童のクゥと夏休み

の子供が出て来

夏休みを目前とした、小 と、中から河童
学生の上原康一は学校の帰

しました。犬のオッサンも

テレビ番組に出演する事に

ばかりの家庭菜園で、野菜 で 打 ち な が ら 最 後 に 雨

味が有る訳でもなく、僅か の付いたボールをクラブ

を辞めてもこれといった趣 すが、バードの場合は羽

仕方なく、クゥと家族は

同行します。オッサンは唯

作りに励んで居ます。農家 傘を逆にした様な籠に入

には出来 す。籠入れが中々難しく

で作る様 れる仕組みになって居ま

一クゥの理解者で、とても
仲良しなのです。
テレビの出演では、河童

この映画の舞台は東久留 ての一人旅をする事にしま 腕のミイラを持って来たの

える年齢にな

終活を考

又、ス

ています。

動で中止となっています。

今はコロナウイルス騒

ず、妻に 思う様に入らない。練習

米市で、本当に河童伝説が した。遠野のきれいな川で、 です。クゥにはその腕が、

り、役所に廃

ポーツと 多くの催しが延期、中止

寂しさを
感じています

あるそうです。映画の中の クゥと康一は思いっきり泳 昔お侍さんに斬り殺された

業届を提出し

いう程で となっているので仕方が

の残る岩手県の遠野へ初め の研究家という人が河童の

場面では、見慣れた場所が ぎました。その夜の宿は、 父ちゃんの腕だとすぐにわ

ました。仕事

は 無 い ないと思います。

様です。

座敷わらしが出るという旅 かりました。クゥはその腕

を辞めれば気

が、ター

り道、黒目川のほとりで変 ました。100 年以上土の
わった石を拾います。家に 中にいたので、カラカラに

康一は、
この子に「クゥ」 館です。クゥは座敷わらし を持って、テレビ局を抜け

楽に成るかと

ゲットバ た組合の仲間も最近逢う
なってしまうのか 次号に

何となく落ち着かず一抹 訓練中です。普通のゴルフ

思います。

東京土建に入っていて本
月 日の検査で悪性細
胞は検出されず、 月 日 当に助かりました、頼りに

ます。

た。きっとこれからの私の 治療しましょう。我慢して
人生にプラスになると思い 治るものばかりでは無いと

でした。病気になってみて に違和感を感じたら、迷わ
初めて分かる事がありまし ず病院で診察、早期発見！

の寂しさも感じる。仕事 は、最後に穴に入れるので

私ごとですみません

れました。感謝！感激！

今回の誕生日は私にとっ

て特別な日でした。 歳、

還暦と云う区切りの歳です

し、普段から健康には充分

気を付けていたつもりでし

たが、去年 月に見つかっ

2020 年 月 日（月） た癌の手術。その後 ヶ月

の全摘手術は中止となり喜 なる仲間達、使える素晴ら
んでいましたが、残念なが しい制度が沢山ありますよ。

母親、弟家族が集まり盛大 ともに仕事も私生活もでき

前日は妻、
子ども & 孫達、 あせりやもどかしさで、ま

日を迎える事が出来ました。 出来ていたものが出来ない

一員でいたいので、必ず私

ともっと清瀬久留米支部の

惑をおかけしますが、もっ

今年もまたご心配、ご迷

南町分会 荒牧孝好

ら 月 日の検査で再発し それでは皆様くれぐれもお
ている事が分かり 月 日 身体充分ご自愛下さい。

入院、 日手術が決まりま

に祝ってもらい、当日は仕 ませんでした。その中で、

の性格以上にしつこく、い

した。

事を終え、お疲れの中土建 家族を始め、仕事や土建の

この記事を読んでくれて

やらしい癌を克服します。

（何人か若く無い人もいた） の方々に力をいただき、支

いる仲間の皆様！心や身体

の若い愉快な楽しい仲間達 仲間、医療従事者など沢山

めでたく私、 回目の誕生 続いた薬物治療で、普通に

三葉分会 宮下輝靖

になると目覚めてしまう。 フなるものを始め、もっか じています

機会も減って寂しさを感

頻繁に顔を合わせてい

けなされ の日々です。

持ち帰って水で洗っている 乾いて、だいぶ弱っている

という名前を付けて、家で と会って、
「もうこの辺に河 出しました。

思いきや、現

沢山出て来て面白いです。

育てる事にしました。家族 童はいないよ」と知らされ

ードゴル

はお父さん、お母さん、妹 ます。二人はあきらめて帰

や
「何んだ、 ですが、
時は毎回視ていました。
〝 いじょぶだぁ～」
きっと最後まで、

松竹分会 尾芦富雄

東京では、河童のクゥの 続きます。

とオッサンと言う犬がいま る事にしました。
す。上原家とクゥの交流が、

とても楽しく描かれていま 噂で大変な事になっていま
した。上原家のまわりは、

私の小学生時代での思い テレビ」や「志村けんのだ 「だいじょぶだぁ～」と姿

ゥの仲間を探しに河童伝説 いっぱいになっていました。

康一はクゥと一緒に、ク テレビ局や雑誌社の人達で

す。

逃げ出したクゥ達はどう

役の時の時間

令和 年 月

日。今日の昼に志 出は、やはり「 時だよ！ いじょぶだぁ」があげられ を現す志村けんさんでし

を知りました。と

〝早口言葉〟休 チミは？そうです私が変な 「だいじょぶだぁ～」と言
ても残念でショッ ひげダンス〟

」からの「だ っていたはずです。そし
クでした。志村け み時間にはみんなでやって おじさんです。

」又、変なお て、看護士に〝ちょっか
「おこっちゃヤー っふんだぁ～。
んさんは東村山の いました。

「ウンジャ いを出しながら〟最後は
、
「♪カラス、なぜ鳴 じさんの踊りや、
出身で、この地域 ヨ！」

、 ラゲ」等もありました。思 「だっふんだぁ～。
」と〝
の知名度を高めた くの、カラスの勝手でしょ」

人物の一人だと思 「東村山音頭」等、沢山の替 い返すと、当時の出来事も キメ〟てくれたと思いま

います。そんな有 え歌や、ギャグがあり、友 思い出します。志村けんの す。だって志村けんだも

名人の志村けんさ 達と真似して遊んでいまし ギャグは思い出と共にあり んね！
志村けんさんのご冥福

青空分会 長谷川重之

そんな志村けんさんも、 をお祈りしています。

「おこっちゃヤーヨ！」 ました。
ん事柄は言うまで た。

もない事なので、 や「アイーン」は、やると

コロナウイルスに感染し、
中学、高校時代は、
「加ト 亡くなられました。何度も
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私の思い出の志村 よく怒られました。

けんを書き、偲び

2

4
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ちゃんケンちゃんごきげん 〝死亡説〟が流れたりしても
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たいと思います。
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が素敵な還暦祝いをしてく えられ迎える事が出来た日

求人募集
事業所名：
（株）仲程電機
事業主名：仲程 浩
募集職種：電気工事
所 在 地：東久留米市幸町
連 絡 先：042-471-5560
募集人員：２人（正規雇用）
働 き 先：町場
条 件 等：経験者
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今回は…残念です。
村けんさんの訃報 全員集合」です。土曜の夜 ます。この頃のギャグは「だ たが、

だっふんだ
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