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世界の平和を願って歩く

国民平和
大 行 進

原水爆禁止世界大会成功のため、国民平和大行進

を福生～立川コースを７月 20 日㈯に参加７人、立川
～国立コースを 22 日㈪に参加 13 人で取り組みまし
た。
10 キロ近いパレードでしたが、
「核兵器廃絶」を
市民へ大いにアピールすることができました。

〜♪若人よ いざ 一球に一打をかけ
て 青春の讃歌をつづれ〜
この一節で気付いた方は余程通であ
る。
夏の風物詩、全国高校野球選手権大
会が開幕する。令和最初の大会である今大会は岩
手県大会決勝で登板機会なく敗退し物議を醸した
佐々木投手擁する大船渡高校や春の選抜優勝校の
東邦高校も、作夏圧倒的な強さで夏を制した大阪
桐蔭も地方大会で敗れ本命不在の大会となってい
る。そんな中で最も注目の選手は石川県代表・星
稜高校の奥川投手だ。
とにかく投げっぷりがいい。
150 キロのストレートと切れ味鋭いスライダーが
魅力のプロ注目選手である。
ちなみに筆者の故郷・栃木県代表は 9 年連続出

場を決めた作新学院である。もはや栃木の名物は
何ですか？と聞かれたらイチゴや餃子…ではなく
作新学院ですと答えた方がいいんじゃないだろう
か。全く面白味に欠けるし退屈なのだが、それく
らい栃木では圧倒的な強さなのだ。
さて優勝校予想であるが、西東京代表・國學院
久我山高校を推したい。特に理由はないのだが何
を隠そう筆者の母校の兄弟校でもあるし、書記局
内で人一倍応援している人もいるかもしれないの
で、強く推すことにした。初戦の前橋育英戦が肝
だろう。
いずれにせよ、コラム出だしの一節の続きでは
ないが、出場する球児達全員に「栄冠が輝く」こ
とを願ってテレビ観戦しよう。
（書記・渡邉宏規）

原水爆禁止国民平和大行進
福生～立川：7 月 20 日、立川～国立：22 日
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平和を語りつごう
令和元年７月 ２８ 日㈰、多摩西部支部女性の会の夏
の取り組み「平和を語りつごう」に参加しました。
台風が近づいていて天気が心配でしたが、とてもい
い天気に恵まれました。
第五福竜丸とは何のことなのか、まったくわから
ないまま第五福竜丸展示館に入りました。第五福竜
丸展示館の中に入るとすぐに大きな木造船がありま
した。それが第五福竜丸でした。この船は、製造さ
れてから ７２ 年も経つそうです。しかし保存状況はと
ても良かったです。この展示館に船を展示するにあ
たって、東京土建の組合員さんがとても力になった
と聞きました。それを支えるようにして、地域の主
婦の会の皆さんが甘酒や豚汁などを作って差し入れ
ていたそうです。この話を聞いたときに、東京土建
と第五福竜丸がつながっていたことを知り、とても
驚きました。第五福竜丸は、マグロはえ縄漁船とし
て使われていました。１９５４ 年３月１日に夕焼けのよ
うな色の光が差し、光を見てから７〜８分後、ドド
ドーという大きな音が聞こえたそうです。少し経つ
と真っ暗になり、黒い雨が降り出し、そして放射性
物質が含まれたサンゴ礁の白い灰が降ってきたそう
です。第五福竜丸は、小さいスクリューで７ノット
しかなく、
ママチャリと同じような速度だったので、
帰るのに時間がかかったそうです。これがマーシャ
ル諸島の水爆実験だとわかったのは、当時の新聞記
事でした。
私は、広島や長崎での原爆は知っていましたが、
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戦争が終わった後でも水爆実験が行われていたこと
は知りませんでした。実際に第五福竜丸を見て、感
じたことは、白い灰が死の灰だと気づいていたら、
救える命もあったのではないかと思いました。他に
もペットボトルの中に入っている千羽鶴がありました。
１センチほどの小さな鶴でしたが、キレイでした。
最後に石碑に書かれていた「原水爆の被害者は、
わたしを最後にしてほしい」と久保山愛吉さんの言
葉を見ました。とても心に残りました。電車で１時
間ほどかかり、暑い一日でしたが、普段の私には想
像もつかない体験ができ、良かったと思います。ま
た来年も参加したいと思います。
（富士見分会・播田實歩加）
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多摩川イカダレース

at 支部新会館
7 月 28 日㈰、台風も去った暑い日、新支部会館に
48 人（内こども 30 人）が集まりました。前半の『科
学実験』では『光と色の不思議』と題し、色が変化
する CD ゴマや万華鏡など、身近なものの不思議を
学習しました。一緒に参加した大人も楽しめた内容
でした。最後は１F 駐車場にて巨大しゃぼん玉で遊
び、そのあとヨーヨーつり、ダンボールで作る貯金
箱、射的で楽しみました。手作り焼きそばやわたあ
め、すいか、そのほかの差し入れでお腹を満たして
終わりました。初めての参加者が多く、また通りす
がりの車や歩行者も興味があるようで注目していま
した。要員で参加した組合員さんからは『こどもの
笑顔が見られたことがとても嬉しかった』と感想が
ありました。
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─ 青年部
例年より梅雨が続いた７月の日曜日、天気はあい
にくの曇天となりましたが青年部毎年の恒例行事
「第 29 回狛江古代カップ多摩川イカダレース」に参
加しました。
当日は １０ 代～ 20 代の青年部員が自作のイカダに
乗り、約１km のイカダレースを無事完走すること
ができました。参加も今年で通算 １０ 回目となり、こ
のイカダレースが楽しみで参加してくれる部員も増
えてきて、青年部の若返りイベントとしても定着し
てきました。結果は「狛江市観光協会会長賞」を受
賞することができ、同じく参加した狛江支部・渋谷
支部の青年部員との BBQ 交流では横の繋がりを深
めることができました。来年も入賞目指して参加し
ていこうと思います。

共済は働く仲間の宝物
=

第 48 回共済活動者会議 =

8 月 4 日㈰、本部にて第 48 回共済活動者会議が行
われ、支部からは共済推進委員６人の参加、全体で
は 33 支部・本部から 152 人の参加でした。
午前中は医労連共済の瀧川さんの共済制度の考え
方の講義を聞き、改めて「組合だからこその助け合

い」のもとに共済制度があり、
加入し
ている組合員全員にその制度と魅力
を発信していかなければならないと
強く感じました。
午後は他支部の共済推進の活動経
験報告を聞き学習しました。
沢山の成
功報告や問題提起が出ましたが、
特に
東京都では来春より自転車の損害賠
償保険の加入を義務付ける方針を決
め、
今年９月からの第３定例会に条例
改正案を提出する見込みとなってい
ます。この動きに合わせて、支部でも他損保との掛
金や補償内容の違いを明確にし自転車を所有してい
て損害賠償保険に未加入の組合員を中心に「どけん
の自転車共済」の魅力を伝え早めの加入を促進して
いきたいと思います。（厚生文化部長・並木晴己）
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心筋緻密化障害（しんきんちみつかしょうがい）とは、心筋が緻密な状態に成熟しない「拡張型心筋症」の一種
の希少難病で、心不全症状が悪化し現在は補助人工心臓を装着して何とか命を繋げています。
そのため早期の心臓移植を目指しています。

目標募金金額

２億 8000 万円

募金のお振込先 口座名義は

「ミナミチャンスクウカイ」

◉横浜銀行登戸支店（店番号 826）普通預金 6121753
※支部事務所窓口にも
◉川崎信用金庫登戸支店（店番号 007）普通預金 3014333
募金箱を設置しております
◉ゆうちょ銀行（同行から）記号 10190 番号 88402031
◉ゆうちょ銀行（他行から）〇一八（ゼロイチハチ）支店 普通預金 8840203

みなみちゃん救う会（代表：杉山尚也）

〒 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸 2493 たいら荘 103 号室
TEL : 044-819-8824 FAX : 044-819-8895 Mail : 2525minamismile@gmail.com

協力 / NPO 法人 日本移植支援協会

Web : http://save2525minami.com

女 性の会
７月 28 日㈰ 平和家族女性部の取り組み
「平和を語りつごう」を行いました。
江東区夢の島公園内の都立福竜丸展示館へ見学に行き
ました。参加は、11 人でした。
ボランティアガイドによる説明を聞き、展示館の見学と
約１時間の滞在となりました。

Facebook 更新中‼

定例会や四役会議、イベントの情報など配信

多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先

《活動者会議》

と き：９月 11 日㈬
ところ：多摩西部支部会館３F
10：00 ～
本部主婦の会より来賓をお招きし、行う会議です。
学習会では、「東京土建組合員のメリット」を学習
します。
昼食を用意しています、秋の拡大に向け会員同士、
親睦が深まればと思います。

８月の定例会は
お休みです
こうむら

042-535-3332 担当：河村

