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労働保険の年度更新を予約制で実施
します。
13日（水）15日（金）18日（月）
19日（火）21日（木）22日（金）
10時〜11時40分・13時30分〜16時10分

月 日（日）
、第 回定期大会が清瀬久留米支部会館で開催されま
26

組むことを確認し、大会議案が承認されました。

員の方が多々いると予想さ

東京土建清瀬久留米支部 今この時に困っている組合

の第 回定期大会は 月

日、例年にない縮小された れます。こんな時に東京土
とも、手助けとなるサポー

人数の中、時間短縮を考慮 建として、援助が出来なく

し厳かに行われました。

今大会は、令和元年度に トが出来ると思います。国

けじめをつけ終了とし、令 などからの給付金等の問い

和 年度のスタートを開始 合わせを支部へ確認してい

年 度 ベント関連についても早目

さて、例年行っているイ

したいという思いがありま ただければと思います。
した。
令和

をスタートした の決断をしていかなければ

ものの、このご と考えています。そして、

時世において、 専門部部長においては、今

我々が活動すら 年度の取り組みについて再

出来ないのが現 度確認をして下さい。最悪

支部執行委員長

支部執行委員長

前川達夫

待ちにしています。

た組合活動が出来る日を心

晴れて皆様と共に活性化し

して行って下さい。そして、

ナウイルス感染予防を徹底

おかれましては、新型コロ

最後に、組合員の皆様に

ます。

えていただく様お願い致し

わせについてはしっかり答

状を知る事なので、問い合

したが、組合員の方々の現

な事として、先程も述べま

今、支部として一番必要

さい。

が、支部へ問いかけして下

態になる可能性もあります

なりましたが、新年度も引き続き KIYOKURU 運動に一丸で取り

今回はコロナウイルスの影響もあり、参加者 人と少人数での開催と
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令和 年 月 日（月）
、 税又は廃止を国へ働き掛け
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東村山税務署の舩木総務

た。今後も状況を見て追加

事務局長の 人とし、東村 も是非お寄せください。よ

行動参加者も実行委員長と 組合員の皆さんからの情報

感染防止の観点から要請 の要請も検討しています。

組みました。

」と応じまし
求める緊急要請行動を取り 対応していく。

る、納税猶予や減免などを 署も感染対策を講じながら

中小、小規模事業者に対す 課長は「要請は承る。税務

で深刻な影響を受けている、

コロナウイルスの感染拡大 申し入れました。

地区実行委員会」は、新型 な対応をすることの 点を

っている「重税反対東村山 分に理解した慎重かつ柔軟

建、民商が中心となって作 おいては納税者の実情を十

東村山税務署管内の東京土 ること③税務調査の実施に

東村山税務署へ緊急要請

三浦 和顕（滝山・塗装）

西部

純（滝山・大工）

渡辺 純一（元塩・塗装）

橋口 昌之（青空・防水）

綱島

赤塚 隆雄（三葉・管工）

清水

阿部 史夫（松竹・畳）

徳武 弘士（清里・内装）

本島厚司

税金経営対策担当書記

山税務署総務課長に要請文 ろしくお願いします。

書を手渡しました。

要請内容は①国税庁が発

出した納税困難者への対応

の徹底すること②消費税減

前川 達夫（三葉・とび）

尾芦 富雄（松竹・電気）

荒牧 孝好（南町・大工）

工藤 重昭（清里・解体）

西川 元一（北浅・管工）

川村 裕也（三葉・大工）

荒牧 幸好（南町・大工）

篠田 守俊（滝山・土木）

保（南町・通信）

野々村博人（青空・内装）

佐藤 峻史（三葉・塗装）

清水 恒男（南町・塗装）

柳本留美子（青空・鉄骨） 会計監査

執行委員

豊（南町・大工）

笹原 康弘（三葉・塗装）

石塚 貴紀（青空・防水）

小門 信一（三葉・土木）

力（滝山・塗装）

五十嵐留夫（北浅・大工）

長谷川重之（青空・ガラス）
書記長

橋爪

小田澤陽一（松竹・塗装）
書記次長

恵（書記）

川本 尚之（青空・畳）
砂川

本島 厚司（書記）

伊藤 康裕（清里・管工）

関

石垣 市子（元塩・塗装）

笹下 喜作（青空・電気）

小薗 照美（元塩・設計） 執行委員待遇

望月慎一郎（元塩・通信）

畑田 義次（滝山・大工）

敏郎（松竹・地盤）

杉村 真理（元塩・造園）

常任執行委員

常任執行委員待遇

柳橋 直史（滝山・塗装）

砂川 修治（清里・電気）

2020年 度 支 部 新 役 員 紹 介

税制面でのコロナ対策徹底を！
副委員長
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右：厳しい現状の中、支部としての
サポート体制を含む方針をのべる
前川執行委員長
上：新型コロナウイルス感染防止を
徹底し、開催された第 回支部定
期大会
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労働保険年度更新

した。

令和２年度スタート
第 52 回支部定期大会

実です。しかし、 今年度は、何も出来ない事

That leads us to protect our lives
ステイ ホーム
ステイ イントウキョウ
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噂で大変な事になっていて、 ました。

～後編～

東久留米市が舞台の映画です
前編のあらすじ

河童のクゥと夏休み

仲間を探しに行きます。し

し、岩手県の遠野へクゥの

上原康一は、夏休みを利用

来た河童のクゥと出会った

って来ます。クゥはそれが が、オッサンは車にはねら あります。差出人は沖縄か 便で送り出しました。これ

て、河童の腕のミイラを持 て全力で走ります。ところ おくってもらへ」と書いて の写真を入れ、康一が宅急

出演者に河童の研究家がい います。クゥを背中に乗せ こい、すぐこい、にもつで と、お父さんの腕、思い出

ビに出演したクゥと上原家。

してしまい、やむなくテレ

「こっち いました。丈夫な箱にクゥ
オッサンも逃走に一役買 の手紙が届きます。

～後編～

河原で拾った石から出て 家に取材やテレビ局が殺到

かし残念ながら他の河童は

父親の腕だと気づき、腕を れて死んでしまいます。こ らで、人間に化けられる妖 でクゥとの夏休みも終わり

上原家にクゥ宛で、一通 ず会いにきますから」と言

見つからず東京に帰りまし

レビに出ているのを見て、 ヤンバルという所に着いて、

持ってテレビ局を抜け出し の映画の中で、一番悲しい 怪で河童の仲間。クゥがテ です。クゥは無事に沖縄の
場面です。

夢と希望を与えてくれる

クゥは逃げ場を失い、東 心配していたそうです。ク きれいな川で泳ぎました。
京タワーへと登って行きま ゥはその人のところへ行き

したが、途中で力尽きてし たいと言いました。上原家 映画です。お子さまとお孫

今年

月 か でしっかりサポート。自転 安全教育ももちろん大事

ら、自転車保険 車事故での補償以外にも、 ですが、それでも起こっ

加入が義務化さ 自身が自転車乗車中にケガ てしまうのが事故という

で第三者に損害を与えてし に乗っているけど、そう

れたことをご存 をした際の補償、日常生活 もの。普段家族が自転車

じですか？

東京都の条例 まった場合の個人賠償も付 いえば保険に入っていた

かな？という方は一度チ

新型コロナウイルスの影 ェックしてみてはいかが

改 正 に と も な いています。

い、自転車に乗

とチミケップ湖です。

産は北海道の阿寒湖

ザケの陸封型です。原

ヒメマスとはベニ

ーンでルアー釣りです。本

サシを使います。又はスプ 物です。

でサビキ仕掛けにイクラや 竿の上がり方が大きい程大

西湖ではコマセが禁止なの は掛かると上がってきます。

湖では仕掛けが異なります。 上げ」と言って、ヒメマス

書記局 村井瑛道

る際の保険加入 響で学校が休校になり、お でしょうか。

が義務付けられ 子さんが自転車に乗る機会

ました。これは が増えた…という方も多い

自転車の事故で かと思います。日頃の交通

高額な賠償事例

が多く起こって

いることが理由

にあり、中には

億円に迫る賠

償命令が出たケ

ースもあります。

東京土建で

も、個人型・家

族型の タイプ

1900 年代初頭に移

栖湖ではコマセ OK なので 封型なので身はピンクで、

ヒメマスはベニザケの陸

植が行われましたが、

て釣ります。

す。小型の物はから揚げに、

現在生息しているのは、 サビキ仕掛けにカゴを付け 脂の乗りが良く、旨い魚で

十和田湖、中禅寺湖、

ヒメマスは群れをなして 尺以上の物は刺身にと美味

回泳しています。船宿など しくいただけます。

芦ノ湖、西湖、本栖湖、

青木湖です。ヒメマス

で情報収集して、目的のブ

ヒメマスは禁漁期間があ

は低温を好み、水深が
という魚をご存じです

すので、限られた所でしか トです。ヒメマスの釣りは ルールが異なります。数の

少し変わっています。竿に 少ない魚なので、漁協に問
生息できません。
は少ないと思います。

借りて、日の出と同時にス ってきます。そして糸が緩

をします。手漕ぎボートを 待ちます。すると竿がよが ましょう。

私は西湖と本栖湖で釣り 細いあたりがあっても少し い合わせて楽しい釣りをし
店頭には絶対並ばない

「食い
タートします。西湖と本栖 んできたら上げます。

青空分会 長谷川重之

魚です。

も、食べた事がある人

か。聞いた事があって

みなさん「ヒメマス」 あり、酸性の水質を嫌いま イにボートを繋いでスター ります。漁協によって、
料金、

松竹分会 尾芦富雄

まいます。その時、空から の人達も、人間社会で暮ら さんと、ご覧ください
クゥの父さんが竜となって すよりも、自然の中で暮ら
現れ、こちらへは来るなと すのが一番だと思い、クゥ
「みんなにはお世
話になりました。必

4
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クゥに忠告をします。救助 を送り出すことにしました。
隊に助けられ無事に降りる
ことが出来ました。

一日でも早く皆

瀬久留米支部 を経てこのたび清瀬久留米 建全体で課題となっている てください。

に異動した高 支部の書記局として勤務す 高齢化、後継者対策で全都

をけん引しているイメージ さんの顔や名前を

清瀬久留米支部はイベン を持っています。昨年の「東 憶えて、清瀬久留

倉一歩です。 ることになりました。

小平支部で

自転車保険加入の義務化ご存じですか？

1

た。
。その頃東京では河童の

6

月 日よ 採用されて以来、武蔵野支 から多くの参加があり、役 交流できるように

4

り本部から清 部、小平東村山支部、本部 員でも若い人が多く東京土 なったらぜひ誘っ

こんにちは高倉です

1998 年に トやお祭りなど若い組合員 京土建の日」にもオルグ書 米支部の仲間とし
よう奮闘しますの

記として参加させていただ て認めてもらえる
き実感したところです。

今コロナ禍によって、組 でよろしくお願い
合活動や楽しいことや交流 します。皆さんと
ができない状況が続いてい の交流できる日を

高倉一歩

ます。私は交流会が大好き 楽しみにしていま
書記局

なので少し寂しいです。人 す。
見知りなので最初はとっつ
きにくいかもしれませんが、

ヒメマス
釣り紀行
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