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〈６月号 あんない〉

昨夏、父が急逝した。
危篤の連絡を受け田舎へ帰る道中で
亡くなった旨の連絡を受ける訳だが、
あの時の様々な感情が短時間で、まる

で街に張り巡らされた電線を通る電気の如く心中
を往来する様は生涯忘れることはないだろう。
いざ父の亡骸を前にすると、まるで眠っている
かのような穏やかな顔とは反面に酷く冷たくなっ
た父に触れると自然と右頰を涙が伝った。
父は今際に何を思ったのか？私は親孝行が出来
たのか？父は幸せだったのか？考えても未だに答
えは分からない。しかし確かなのは、今も趣味で
続けている野球やスキーや水泳など様々なスポー
ツの楽しさを私に与えてくれたのは父だ。本や映

画や歴史を好きになったのも父の影響だ。
思えば、父が私という「額縁」を作ってくれた。
そこには様々な経験や出会いという財産が描かれ
今の私が一つの絵として未完成ながら何とか格好
をつけて存在している。上手くなくてもいい。と
にかく筆を走らせて、この額縁一杯に絵を描き続
けよう。父よ素晴らしい額縁をありがとう。
いつかそちらで会ったら久しぶりにキャッチボ
ールをしよう。
と思ったが父の左利き用のグローブを棺に入れ
忘れたことに今更ながらに気がついた。
果たしてこれは親不幸にカウントされてしまう
のだろうか？そちらの世界にスポーツ店があるこ
とを切に願っている。　　　（書記・渡邉宏規）

2019年春の拡大月間

全分会の奮闘に感謝

月間・年間節目標達成‼祝

５月30日に支部事務所で行
われた春の拡大月間打上式に
は、各分会からたくさんの参加
があり各分会・オルグが互いに
労をねぎらいあいました。
木下組織部長からは、「長期に
わたる春の拡大月間の取り組み

に感謝いたします。皆さんの奮闘により目標を超過
達成することが出来ました。この結果は、分会役員
・活動家が中心となり訪問や対話を繰り返し行った
ことが大きな要因です。この良い流れで各分会の住
宅デーを成功させ後半戦も奮闘をお願いします！」
と挨拶があり、会の中盤では次の月間や年間目標を
目指していく等、前向きな発言が多くみられました。
さらに、青年部・女性の会・シニア友の会・盛年
会からも会員拡大の報告や今後の行動予定などの報
告がありました。奮闘に感謝する木下組織部長

目標達成で皆さんニッコリ！
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	分　　会	 目　標	 達　成
砂　　川	 9	 ☆12
け や き	 11	 ☆11
高　　松	 12	 ☆14
国　　立	 6	 ☆7
立　　南	 8	 3
富 士 見	 10	 5
昭島中央	 7	 ☆7
玉　　川	 6	 4
朝　　日	 6	 3
拝島東１	 11	 9
拝　　島	 13	 ☆14
事業所・直属	 59	 ☆97
合　　計	 158	 186

春の拡大月間成果表

３月13日㈯、高松分会は春の拡大出陣式を美食桜
という中華屋で開きました。春一番の拡大は目標８
人でしたが、15人と支部大会の持ち寄り３人も確保
する成果をあげました。
エビチリや酢豚など中華料理そしてアルコールに
舌つづみを打ちながら「終わりなき拡大」をどう成
功に結び付けるか話し合い、最後にオルグの奮闘を
促して終わりました。参加者はオルグを含めて15人
でした。　　　　　　　　（高松分会・藤代進也）

４月２７日㈯に初めて若手交流会を開催しました。
若手！と言っても新加入者や独立や職長を目指して
頑張っている人たちにも呼びかけ、同じ世代の交流
で良い刺激を受けて仕事に生かし、組合も有効的に
活用していこうと開催をしました。
第１部では名刺交換会と題して名刺を参加者へ渡
しながらの自己紹介、第２部では土建のプチ講習会
を行い、なかでも賠償責任保険付きの自転車保険は
後日２人が加入しました。そして、第３部は懇親会。
盛り沢山の内容で３時間に及ぶ開催となりました。

分会若手交流会を開催
オリジナル企画

！

高松分会

玉川分会

出陣式で奮闘誓う‼

次回は６月２９日㈯の『若手事業主交流会』へ参加
をしよう！と題し、その後２次会を分会交流会にし
ようと企画検討しています。こうした交流会は分会
の活性にもつながります。ぜひ多くの分会で交流会
を企画してみてください！（玉川分会・瘧

ぎゃくし

師孝行）

月間達成目指して団結‼

春の拡大奮闘お疲れさまでした
～高松分会と玉川分会の月間取り組み紹介～

次の月間に向けてガンバロー‼

分会内の同世代で交流‼



第467号⑶2019年６月７日 機関紙たま西部

令和元年５月１日㈰、第９0回三多摩メーデーが吉
祥寺、井之頭公園内の陸上競技場で開催された。
今回開催されたメーデーぐらいドラマチックなメ
ーデーは経験したことがない。前天皇陛下が生前退
位され、皇太子殿下が新天皇として即位されたのだ。
元号もそれに伴い平成から令和と改められ、国を挙
げての祝賀ムード一色とわいた。
私も当日は夜中までこの模様を、テレビで前天皇
の30年を振り返りながら、感慨に耽っていた。私は
昭和生まれなので、この改元は過去30年前に１度経
験している。今回2度目であり都合三代の天皇を見
ることになった。考えてみれば昭和と平成だけで約
100年近くになる（正確には９3年？）。自分に置き換
えてみると驚くべきことである。土建の歴史も７0年
を超えるのだが歴史の重さを感じざるをえない。
今回のメーデー参加は、前日までの天候不良や連
日降り続く雨、ゴールデンウィーク10連休と、多分
に参加者の出足がにぶると思っていた。しかし、い
ざ当日メーデー開催中、信じがたいほどの天候に恵
まれ見事に晴れたのだ。参加者も主催者発表3000人
を超え、土建の参加者も850人の参加と発表され、土
建の意識の高さに改めて感心した。各支部分会の皆
さんの積極的な参加によりお陰で賑やかな行進を見

ることができ安心した。私は教宣部としての参加だ
ったが教宣部は参加者の行進時に各支部のシュプレ
ヒコール、デコレーションの審査をするため、決め
られた場所に待機し、銘々審査するのだ。
しかし今回残念なことが一つある。三多摩地区15
支部の内デコレーションに参加したのが6支部だけ
だったことだ。やはり各支部の趣向を凝らしたデコ
レーションを楽しみにしていた私としてはとても寂
しく、残念だった。審査した私達は行進を最後まで
見た後集計するため、審査会場に移動し、各支部教
宣担当が見守るなか本部役員が採点を集計し発表さ
れた。集計結果、私達の支部は全体の内で9位だっ
た。しかし、デコレーションを参加させていない支
部が多い中での9位は良い結果だと思う。特に他支
部の皆さんからの評価はシュプレヒコールの声の力
を評価されたことだった。宣伝カーの声に参加者が
引っ張られて声を出している姿がとても印象に残っ
た。
最後に、今回の総評として次回は参加全支部がデ
コレーションを出展して、お互いに競い合い新時代
にふさわしい運動を広げて行くことを確認し。お開
きとなった。　　　　　　　（教宣部・白倉和行）

秩父長瀞の旅

５月２6日高松分会は秩父長瀞に日帰りバス旅行
に行きました。ＳＬが故障で動かないとの連絡があ
りみなさんがっかりしたのですが、ロープウエイで
宝登山に行くことになりました。若葉から深緑に変
わった山並み、遠くに見える街並み、めったに見ら
れない景色を子供達も嬉しそうに眺めていました。
昼食を食べてから川下りへ。初めはゆったりとし
た流れで崩れ落ちた岩を見たり川遊びをしている人
達に手を振ったりと余裕があったのですが、急流に
入ると水しぶきを避けるためビニールをかぶりゴツ
ゴツと川底を擦る船に不安を感じ、巨岩のギリギリ
を通過する船頭さんの竿捌きに感動しながらの２0

分でした。
帰りは道の駅フォレストに寄り、買い物をしてバ
スの中では子供たちの賑やかさに和んで帰りまし
た。春の拡大も成功し６月２日の住宅デーや秋の拡
大にむけて皆で頑張りたいと思います。
　　　　　　　　　　　（高松分会・藤代進也）

～高松分会～

5.1三多摩メ－デ－開催5.1三多摩メ－デ－開催
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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

〈７月定例会〉
と　き：	7月11日㈭
	 10：00～正午頃
ところ：支部会館３F

〈春の拡大月間報告〉
多摩西部支部女性の会では、23人の新しい仲間を迎える
ことができました。自主目標達成です‼
11分会の方々、女性の会分会会長、担当役員、担当書記、
そして四役のすべての協力があり、達成できた拡大だった
と感謝しています。ご協力、ありがとうございました。
今後も仲間を増やす活動は、拡大月間にかかわらず、続け
ていきたいと思います。そして、支部、分会と寄り添いな
がら活動していきます。

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）

◉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

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

【平和を語りつごう】
と　き：７月28日㈰
	 9：30立川駅集合
ところ：	東京都立第五福竜丸展示館
	 （東京都江東区夢の島公園内）

若手事業主交流会
東京土建多摩西ブロック合

同でのイベントなので、普段出
会うことのない他支部の事業
主とつながるチャンスです！
おしゃれな立食パーティーに
参加して、新たなビジネスチ
ャンスをつかみませんか⁇

【日　時】　2019年６月29日㈯ 19：00～21：00
【内　容】　立食パーティー形式の交流会
　　　　　名刺交換会
【対　象】　50歳未満の事業主と経営業務担当者
【定　員】　70人（申し込み先着）
【申し込み】TEL. 042-545-3332（支部事務所）

ヨット教室のお知らせ
★ヨットについて学んだ後に、２人乗りヨット
体験セーリング（無料）

【主　催】	伊東ヨット協会
【日　時】	2019年７月６日㈯ 9：00集合
【場　所】	静岡県伊東市　伊東ヨット協会艇置場
　　　　　　　　　　　　（渚公園となりの港）
【対　象】	中学生から35歳までの、おおよそ100ｍ

泳げる人
【準備物】	着替え、濡れても良い服、昼食
	 ◎協会でスポーツ保険に加入します。
	 ◎協会で用意したライフジャケットを着用します。
	 ◎雨天中止、強風時は陸上練習のみ実施
【連絡先】	伊東ヨット協会・山口（090-3335-6470）
	 ◎電話をする前に上記番号にショートメールを
	 　してください。確認後折り返し致します。

※5月号2面の2019年度新役員体制において、執行委員の欄に「大関寿子」さんのお名前が記載されて
　おりましたが、正しくは「別府昇」さんです。お詫びして訂正いたします。


