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〈11月号 あんない〉

先月発表された都道府県魅力度ラ
ンキングにて私の出身地である栃木
県が最下位になってしまった。昨年
まで最下位であった茨城県とほぼ順

位が入れ替わった形である。
到底納得は出来ない。栃木には世界遺産日光東
照宮がある、レモン牛乳だって苺だってある、餃
子だって少し前までは他県の追随を許さないほど
消費していたし、沢山ではないしすぐには思い出
せないが有名人だって輩出している。後半に連れ
て苦しくなっていることは分かっているが、これ
以上何を提示したら魅力を分かってもらえるのだ
ろうか。
栃木県は、この魅力度ランキングを主宰する調
査会社に公式に調査方法が適切かどうかの質問状

を送ったようで、これにはさすがに閉口してしま
った。
しばらく最下位を守っていた茨城県は忸怩たる
思いがあったはずだが最下位であることを逆手に
取り「魅力がないと言われているけど一度来てみ
たら魅力がこんなにあるんだ」という PR方法で
最下位を脱した。北関東のライバル県ではある
が、あっぱっれと言うほかない。
愛する栃木県に「這い上がろう。負けたことが
あるということがいつか財産になる」とスラムダ
ンクで絶対王者・山王の堂本監督が初めての敗戦
を喫したチームに語った台詞を送る。栃木が絶対
王者かどうかは定かではないが……。
　　　　　　　　　　　　（書記　荏畑直人）

	 分　会	 目　標	 達　成
	 砂　川	 10	 5
	 けやき	 11	 ☆14
	 高　松	 12	 ☆18
	 国　立	 6	 ☆7
	 立　南	 8	 ☆9
	 富士見	 10	 ☆12
	 昭島中央	 ７	 ☆８
	 玉　川	 ７	 3
	 朝　日	 ５	 1
	 拝島東１	 10	 3
	 拝　島	 14	 4
	事業所・直属	 59	 ☆59
	 合　計	 159	 ☆149

秋の拡大月間成果表

2020秋の拡大月間目標達成‼2020秋の拡大月間目標達成‼

終盤、怒涛の追い上げ
２カ月にわたる拡大月間、本当にお疲れ様でした。

今年の秋の拡大はコロナ禍による行動縮小もあり、
例年のような活動はできなかったかと思います。そ
んな厳しい状況の中でも、おかげさまで今年も本部
年間目標を達成することができました。目標を達成
できたのは、何と言っても皆さん一人ひとりの諦め
ない気持ちと粘り強く行って頂いた努力があったか
らです。本当にありがとうございました。
秋の拡大月間は終わりましたが、もう一息という
ところで支部目標には届いておりません。今年も残
すところ後２カ月です。最後、支部目標も達成し今
年１年を気持ちよく締めくくりましょう。

コロナ禍の困難な中での目標達
成に感謝を伝える木下組織部長

10・29 修了式10・29 修了式

135人の新たな仲間を迎えて135人の新たな仲間を迎えて
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絆を深めた 分会レク絆を深めた 分会レク
広大なプレジャーフォレスト

出発時には小雨が降っており、どうなるのかと思
いましたが、相模湖に着く頃には快晴に変わり良い
１日になりました。
分会組合員29人に加え、オルグ、書記も参加し大
いに盛り上がりました。
プレジャーフォレストは大変広く、なんでも東京
ドーム33個分の敷地面積があったようです。そのた
め、敷地内を歩き回るのは年配の人には少しきつく
感じられたかもしれません。ですが、敷地が広い分
遊園地内の乗り物は多く、その他にも吊り橋やゴー
カートに BBQ会場までありました。一度で多くの
ことを楽しめて、立川からも１時間で行ける近い距
離なので大変気に入りました。
このコロナ禍の中でも多くの人の参加があり、親
睦を深められたので本当に楽しかったです。ありが
とうございました。　　（けやき分会・小柳　進）

天高く秋晴れの気持ちのいい10月25日㈰、玉川分
会は昭和の森 BBQ会場で中間決起集会を行いまし
た。
今年はこのコロナ禍で、参加者の集まりが心配で
したが、家族づれなど大勢の組合員が参加をしてく
れました。特に30代の若手の方の参加が多く、会は
大いに盛り上がりました。
また、青年部佐藤部長と懇談し青年部会員の拡大
に繋がったということもありました。その他にも将
来の役員候補になるような若い組合員の方も見つけ
ることができ、未来へ繋ぐ若手の方との交流になっ
たのではないかと思います。
会の最後には粟野常任の「200人分会を目指して
頑張ろう！」という分会としての目標も意思統一が
でき、より一層拡大活動を頑張っていこうと思いま
した。　　　　　　　　　（玉川分会・治田喜一）

今年はコロナ禍の中で、一度は分会レクを中止と
判断しましたが、コロナ禍は続いていますが落ち着
き始めたと判断し、秋の拡大中間決起を兼ね分会レ
クをすることとなり、この間、親子で遊ぶ機会が少
なかったと思い相模湖プレジャーフォレストへ行く
こととなりました。
午前中は様々な乗り物で遊び、昼の BBQでは親
子で楽しく料理を食べました。
秋の拡大ではコロナの中、拡大はうまくいってい
なかったのですが、このレクで２人の加入者を見つ
けることが出来ました。
来年もチャンスがあれば親子で楽しめるレクを開
催したいと思っています。
　　　　　　　　　　　（砂川分会・大関壽子）

時間を忘れて楽しんだバスレク

未来に繋ぐ若者との交流

けやきけやき
分　会分　会

玉　川玉　川
分　会分　会

砂　川砂　川
分　会分　会
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親子deコンテストグランプリ発表親子deコンテストグランプリ発表‼‼後継者対策部
Presents

★グランプリ作品★

☆つながる企画プレゼント☆

グランプリに輝いたのは、大山啓太（小４）くん
の『星の観覧車』という作品です。
おめでとうございます‼
「色を塗るのと組み立てるのが難しかったけど、シ
ールを貼るのが面白かったです」という感想をいた
だきました。沢山のご応募ありがとうございまし
た。

コロナ渦で、毎年恒例のイベントがどれも開催で
きない中で、後継者対策部として何ができるか考え
ました。大人も子どもも急激な環境変化に大きなス
トレスを感じているだろうと思い、親子や孫と一緒
に取り組める『親子 de コンテスト』を企画しまし
た。内容は３Ｄパズルの観覧車または手作りマスク
を自由に作成してもらい、メールで写真と感想をも
らい、入賞作品を決定する、というものです。
今回グランプリに選ばせて頂いた大山啓太（小４）
くんの『星の観覧車』という作品は、とても色あざ
やかな配色が目に留まり、題名にあるように星のシ
ールが夜空の様に輝いていたところに心を打たれ選
出させて頂きました。
選ぶ側としても、その他の作品もバラエティーに
富んだ素敵な作品が多くとても楽しませて頂きまし
た。また、第２弾の『つながる』企画として『挑戦！
知育パズル』・『バードコール』のプレゼントを始め
ました。シニア友の会にお願いして作成してもらい、
プレゼントします。木材４ピースを組み合わせて、
用意した図形を作るという『知育パズル』と、堅い
木片にアイボルトをねじ込み、回すと鳥のさえずり
に似た音が出るという『バードコール』のプレゼン
トです。シニア友の会の方も喜んで引き受けてくれ
ました。まだまだどちらとも残っておりますので、
どしどし支部までご応募お待ちしております。
さらに、コロナ禍でも後継者世代を盛り上げるた
めに、オリジナルＴシャツを制作し後継者世代の組
合員や分会役員へ格安で販売し、多摩西部支部を盛
り上げていきたいと思っています。
　　　　　　　　（後継者対策部長　金子知生）

誇りと情熱「職人魂」Tシャツ

建設業を生業とした情熱と誇りをもって『職人魂』
とプリントしました。サイズも S～４Lまでござい
ます。キッズサイズの用意もありますので、お子様
にも是非！30～50歳の組合員の方を対象に先着100
名様まで1,000円で販売中です！早い者勝ちです！
是非皆さんご購入ください‼

鳥のさえずり　バードコール

楽しく脳トレ　知育パズル

星の観覧車
後継者対策部長　金子’s Voice
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多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　多摩西部支部女性の会 お問い合わせ先　042-535-3332042-535-3332　担当：　担当：河河
こう む らこ う む ら

村村

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や四役会議、イベントの情報など配信

自治体交渉～動かぬ行政～
今年の自治体交渉が10月７日㈬、立川市役所で行

われました。私たちの担当区域は立川市と昭島市で
すが、この度はコロナ禍の影響で昭島市は文書回答
となり立川市のみの交渉となりました。かねてより
要望書を提出し、役所から今回の日時が決定されま
した。今回の交渉は安全、衛生、仕事、職域、賃金
そしてコロナ対策など。どれも大事です。しかし、
本丸は公契約条例でしょう。今回はコロナ対策を中
心としましたが、公規約は話合いに至るまで長い時
間がかかりました。現在支部顧問の鶴岡さんが何回
も役所や議員会派などに足を運び、やっとここまで
こぎつけたのです。今後の交渉で実を結ぶかどうか
は私たちにかかっています。しかし役所の口は重く
容易ではありません。今年もこれまで支部の運動を
推し進めてきた先人が何人も亡くなりました。支部
創設以前からの大先輩で今の保険制度などを勝ち取
った方達です。
負けられぬ。共に頑張りましょう。
　　　　　　　　　　　　（教宣部・白倉和行）

キャッシュレス決済 遠のく普及
９月29日㈫に行ったシニア友の会「第３回役員会」
でシニア会員の長沢二三雄さんのお孫さん（大学生）
をお招きし「高齢者のキャッシュレス決済に対する
意識調査」という内容で簡単なアンケートとキャッ
シュレス決済に関わる意見交換を行いました。
「キャッシュレス決済を使ったことはあるか？」と
いうアンケートに対して、当日の参加役員５人中１
人もいないという結果に…。そもそもスマートフォ
ンを使っている人が１人もおらず、先ずはスマート
フォンの使い方を理解してから学んでいきたいとい
う意見でした。
社会的に見ても、高齢者の８割～９割がキャッシ
ュレス決済に不安感があると答えており、コロナ禍
の影響で現金のやり取りが敬遠され、キャッシュレ
ス決済の需要は高まりつつあるが、まだまだ高齢者
の間で普及をするのには高い壁があると感じまし
た。ただ、今回シニア友の会で若い人との交流を持
てたことは刺激になり良い体験だったという声があ
ったので、今後とも支部としてこのような場を作れ
るよう努力していきます。
　　　　　　　　　（多摩西部書記　荏畑直人）

●バスレク
と　き：12月6日㈰
ところ：横浜中華街
参加対象：女性の会会員と家族
横浜中華街「四五六菜館」にて昼食、
昼食後は自由散策となっています。
支部発着、コロナ対応車輌で換気機能
も万全です。

秋の拡大の結果報告は秋の拡大の結果報告は
次号でお知らせします。次号でお知らせします。
ご協力ありがとございました。ご協力ありがとございました。

《12月定例会》
と　き：12月16日㈬
ところ：多摩西部支部3Ｆ
●定例会 10：30～
●～昼食～ ご持参下さい
●サークル活動 13：00～

イベントのチラシを配布しますので詳細をご確認下さい

●クリスマス会（後継者イベント）
と　き：12月20日㈰11：00～
ところ：支部会館3Ｆ
参加対象：女性の会会員と家族
今年度はコロナ禍の中いつもと違う
クリスマス会となります。
ビンゴ大会では、子供と会員にクリス
マスプレゼントを用意しています。
そして、クリスマスメニューのお土産
もあります。

女性女性のの会会 イベント情報


