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東京土建一般労働組合
多 摩 西 部 支 部1面	 新館竣工関連①

2面	 新館竣工関連②
3面	 春の拡大特集
4面	 重税反対行動・お知らせ

〈４月号 あんない〉

１部：組合員対象の竣工祝賀会

祝賀会に先駆けて、役員・書記局で神事式に臨み
ました。阿豆佐味天神社の神主を招いて建物が末永
く堅牢であること、安泰であることを祈りました。
なかなか経験をしない場面に一同神妙な面持ちで
した。

神事式で安泰を祈る

組合員45人、役員・書記局23人、設計・施工業者
５人、計73人の参加で新たな新会館から新たな運動
のスタートを喜び合いました。

２部：ご来賓対象の竣工祝賀会
ご来賓64人、役員・書記局23人、設計・施工業者
５人、計92人の参加で、地域自治会の方や議員の
方々、土建本部・各支部の方々に新たな拠点から運
動の波を起こしていくとアピールしました。

組合員の“力”で建てた

３・24新会館竣工祝賀会

まずは、無事に竣工祝賀会の日を迎えられたこと
を皆様に感謝申し上げます。
新会館設立は、旧会館の耐震性の低下から災害時
に防災の拠点としての役割が果たせないことから、
災害に強い会館を目指して施工、建築を行なってま
いりました。この新会館で多摩西部支部の新たな運
動をスタートしていきます。立川のランドマークに
もなり得るような素晴らしい会館を建てる礎となっ
た全組合員の皆様、また設計・施工に携わっていた
だいた片山正樹建築計画事務所様、株式会社中島建
設様に改めて御礼申し上げます。

東京土建多摩西部支部新会館

新会館竣工にあたって
執行委員長　檜山剛志
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先月24日に落成式を行い、多摩西部
支部の新会館がお披露目された。
このような「始まり」には様々な儀
式がある。今回の支部会館落成式では

なかったが、テープカットや、私の好きな野球で
は始球式などがそれにあたる。
始球式とは試合開始前に、著名な芸能人や文化
人が投手となり、マウンドから捕手に向けてボー
ルを投げバッターが故意に空振りをするといった
ものが通例になっている。この一連の少し茶番に
も見える寸劇、実は始まりがある。
時は1908年、早稲田大学と米大リーグ選抜との
親善試合に遡る。この時日本で初めての始球式に
立ったのは早稲田大学の創始者・大隈重信。
さてボールを持ってマウンドに立ったはいいが

この大隈先生、実は野球のルールを全く知らなか
ったため、ボールをどこに投げていいか逡巡した
挙句、あろうことか一塁方向へコロコロとボール
を転がして見せた。これに焦った打席の早大生が
後の始球式の歴史を作る機転を利かせた。
「公衆の面前で大隈先生に恥をかかせる訳にはい
かない！」とばかりに、一塁方向へコロコロ転が
る間抜けな球を尻目に打席内でフルスイングをし
て見せたのだ。
これが今の始球式の一連の流れの原点と言われ
ている。どんなものの歴史にも始まりの日がある。
多摩西部支部も新会館竣工という新たなスター
トを切り、またひとつ歴史が始まった。
　　　　　　　　　　　　（書記・渡邉宏規）

新会館の内部を紹介します‼
1F 2F

3F 4F

駐車場 窓口

会議室 多目的室

20台程度駐車可能、2.3ｍの高さ制限にご注意下さい。 綺麗になった窓口、一度是非ご来所下さい。

A、B、Cと仕切ることが出来ます。仕切りを開放す
ると最大90人収容可能です。

様々なシーンで使用可能です。畳の和室が和みます。
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第１次行動	 ４月	10日	㈬
	 	 11日	㈭
第２次行動	 	 18日	㈭
第３次行動	 	 22日	㈪
	 	 23日	㈫
第４次行動	 ５月	15日	㈬
	 	 16日	㈭
第５次行動	 	 23日	㈭
	 	 24日	㈮

A: 健康診断受診無料
２カ月以上の加入が条件

B:	資格取得援助
5千円援助でスキルアップのチャンス

新規組合加入で
選べる特典キャンペーン

選べる特典いずれか１つ

新年度役員学習会
４月21日㈰ 午前10時〜午後2時
	 支部事務所２階
《対象》	群三役以上の役員さん

A・Bの選べる特典の利用は各制
度の申込みと一緒に特典申込書
を必ず提出してください。申込
みはお早めにお願いします。

2019年4月〜5月までの組合加入申込者が対象 病気入院	 6,000円	（１日）
病気通院・自宅療養	 4,000円	（１日）
私傷入院（腰痛含む）	 3,500円	（１日）
私傷通院（腰痛含む）	 2,000円	（１日）
私傷固定具装着（腰痛除く）	 2,000円
病気死亡	 1,100,000円
事故見舞金（34日以上）	 10,000円
《資格取得祝金》
　建築士・技能士・施行管理技士	 10,000円
　作業主任者	 5,000円
結婚祝金	 50,000円
出産祝金	 20,000円
成人祝金	 20,000円
臓器提供見舞金	 50,000円
配偶者死亡弔慰金	 30,000円
家族死亡弔慰金	 10,000円
住宅全焼・全壊	 130,000円
住宅半焼・半壊	 65,000円
住宅部分焼・部分壊	 25,000円

組合の 18 の魅力

砂　　川	 9
け や き	 11
高　　松	 12
国　　立	 6
立　　南	 8
富 士 見	 10
昭島中央	 7
玉　　川	 6
朝　　日	 6
拝島東１	 11
拝　　島	 13
事 業 所	 24
直　　属	 35
合　　計	 158

2019年（春は４月〜５月）
支部期間目標

（月間４％）158人

春の拡大開始　　　　確実な年間実増目指し１歩１歩やりぬこう‼
１月から３月まで取り組みました春一番の拡大は
３月25日本部登録の結果、目標102人に対し102人
の成果（達成率100％・昨年95人）となり目標達成
することができました。
月間中の主な加入理由は、独立に伴う労災の加入
や確定申告相談、事業所の新入社員となりました。
また、脱退者の再加入も目立った月間となりました。
脱退者を再加入へ導くことができた要因としては、
昨年末の脱退者への連絡や拡大の声掛け活動が実っ

新しいパンフレットはこれ。組合未加入者に渡して組合の魅力を伝えよう▲

春の拡大統一行動日

※拡大統一行動日には
　行動センターに集まりましょう

たことがあげら
れます。
春の月間も引
き続き脱退者の
声掛けを旺盛に
行い、『節目の時
期には東京土建
へ相談』を合言
葉に達成に向け
奮闘していきま
しょう。

4月　5月
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女性の会

多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　042-535-3332　担当：河
こう む ら

村

Facebook 更新中‼
定例会や四役会議、イベントの情報など配信

〈 定 例 会 〉
と　き：５月８日㈬（10：00～12：00）
ところ：多摩西部支部新会館

〈新年度を迎えて〉
３月８日に第46回総会を行いました。
参加は、担当書記を含め20人となりました。
2019年度女性の会では、役員体制が大きく変わり、
承認して頂き、感謝しております。無事総会を終え
新しい女性の会のスタートとなりました。
本部主婦の会・多摩西部支部・女性の会会員の要求、

年度内１回は必ず健康診断（今年度は2019年4月～2020年3月末）◉４月21日㈰ 午前9時〜12時（〆切り４月８日）
	 会場：昭島市民交流センター

◉５月19日㈰ 午前9時〜12時（〆切り５月７日）
	 会場：昭島市民交流センター

◉６月16日㈰ 午前9時〜12時
	 会場：立川相互ふれあいクリニック

◉７月21日㈰ 午前9時〜12時
	 会場：立川相互ふれあいクリニック

東京土建に加入する本人および家族（19歳以上）は年度
内（4月から翌年3月）1回に限り健康診断（特定健康診断）
を無料で受診することができます。是非、この機会に会社
の仲間や家族そろって健康診断を受けましょう。

2019年度日曜日特別健康診断

立川相互ふれあいクリニックでは
　胃のレントゲン有り（先着10人） 駐車場はご利用できません。

ご了承下さい。

※立川相互ふれあいクリニックで健診を受けられる40歳
以上の方は「大腸がん検診」無料！

　ぜひ受診して下さい（^ ）^/

立　川　市	 立川相互ふれあいクリニック
昭　島　市	 昭島相互診療所、東京西徳洲会病院
武蔵村山市	 大南ファミリークリニック
東 大 和 市	 東大和病院附属セントラルクリニック

平日受診できる契約機関

会長あいさつ
今年度、会長を務めさせて頂きま
す、富士見分会・播田實（ハタミ）
です。まだまだ勉強不足な点はあ
りますが…何事にも努力していき
たいと思います。
全力で頑張ります。皆さまのご協
力をよろしくお願いいたします。

2019年度は上記の他に
９	月	８	日㈰ 立川相互ふれあいクリニック
10月20日㈰	立川相互ふれあいクリニック
11月		 	 昭島市民交流センターにて実施予定
2020年
２月		 	 昭島市民交流センターにて実施予定
３月８日㈰	 立川相互ふれあいクリニック

３月13日は、重税反対を求めて全国で集会が行わ
れましたが、立川緑町北公園でも集会が行われ、600
人を超える仲間が集まりました。集会の中では主催
者からも年金者組合からも、三多摩健康友の会から
も消費税10% の引き上げは許さないと怒りの発言
がありました。集会の後でデモ行進・集団申告を行
いましたが、これには800人を超える仲間が参加し
ました。
この集会に先立ち、支部では２月から３月にかけ
て税金相談会が開かれましたが、利益が出ても税金

が高く手元にお金が残らない制度に多くの仲間が怒
っています。３・13庶民増税反対の声

要望に寄り添い、今
年度も積極的に活動
していきます。
ご協力、よろしくお
願いいたします。


