
2020年12月８日 機関紙たま西部 第481号⑴

発　行　所

立 川 市 栄 町 3–29–19
電　 話 042–535–3332 ㈹
発行責任者 戸 田 龍 也

東京土建一般労働組合
多 摩 西 部 支 部1面	 立川市総合防災訓練

2面	 年末拡大、共済推進ニュース
3面	 コロナ記事、青年部、横田基地集会
4面	 立川新発見、若手セミナー、女性の会

〈12月号 あんない〉

「鬼滅の刃」というアニメをご存じ
だろうか。アニメや原作漫画をまだ
見ていないという人も一度は耳にし
たことがあるだろう。現在上映して

いる劇場版アニメの売り上げは259億円を記録し
ている。この数字は歴代の日本映画興行収入ラン
キングで３位という記録である。
ではなぜ「鬼滅の刃」がここまでヒットしたの
か。一ファンとして私なりに考えてみた。まずは、
“戦闘シーンがかっこよすぎる”点にあると思う。
「鬼滅の刃」では敵である「鬼」との戦いを描く
物語なのだが、その戦闘シーンの躍動感や迫力は
胸を熱くする。特にアニメ19話の戦闘シーンはバ

トルシーンの最高峰といえる。必見である。
そして何と言っても魅力を語る上で欠かせない
のが、登場キャラクターの“強烈な個性”である。
圧倒的「長男力」を持つ主人公“竈門炭次郎”（か
まど・たんじろう）。超絶ヘタレだが戦闘中は痺れ
るほどかっこいい“善逸”（ぜんいつ）。イノシシ
仮面の“伊之助”（いのすけ）など…。この魅力的
なキャラクター達に魅了された人は多いはずだ。
もちろん私もその一人。
正直まだまだ語りきれていないが、ざっと挙げ
たこの２点がヒットの鍵になったと推測してい
る。是非ご自身の目で「鬼滅の刃」を見て確認し
て頂きたい。　　　　　　　（書記・荏畑直人）

立川市総合防災訓練に参加立川市総合防災訓練に参加立川市総合防災訓練に参加立川市総合防災訓練に参加

テント出店にて防災啓発展示（倒壊家屋からのジャッキ体験）テント出店にて防災啓発展示（倒壊家屋からのジャッキ体験）

防災意識を高める
11月15日に立川市大山小学校で立川市総合防災訓

練が行われ、コロナ禍のため例年よりも規模を縮小
しての開催でしたが、多摩西部支部もテント出店で
参加をしてきました。
多摩西部支部の出展内容は、①ジャッキを使った
救助方法、②映像を使った救助方法の紹介、③防災
パンフレット、タオル、グッズの配布を行いました。
ジャッキでの救助は、ジャッキの体験が初めての
方が多く、お子さんから大人まで幅広く興味を持っ
てもらえました。　（仕事対策部長・粟野万壽夫）
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	分会名	 年間目標	 成果年間累計	月間目標	 成果
	砂　川	 31	 36	 5	 3
	けやき	 35	 25	 3
	高　松	 40	 42	 3
	国　立	 17	 17	 2
	立川南	 25	 17	 2
	富士見	 31	 26	 3
	昭島中央	 22	 24	 2
	玉　川	 22	 20	 4	 1
	朝　日	 15	 4	 4
	拝東一	 33	 22	 6
	拝　島	 44	 28	 5	 2
	事業所	 82	 189	 3	 3
	直　属	 110	 	 3
	合　計	 507	 450	 45	 9

	 	 分 会 名	 成　　果	 目　標
	01	 砂　　川	 ★★★	 ３件
	02	 け や き	 ★★★★	 ３件
	03	 高　　松	 ★★★★	 ３件
	05	 国　　立	 ★★★	 ３件
	06	 立 川 南	 ★★★	 ３件
	07	 富 士 見	 ★★★	 ３件
	09	 昭島中央	 ★★★	 ３件
	10	 玉　　川	 ★★★	 ３件
	11	 朝　　日	 ★★★	 ３件
	15	 拝 東 一	 ★★★	 ３件
	16	 拝　　島	 ★★★	 ３件
	 	 事業所・直属	 ★★★★★	 ６件

2020年拡大成果表

９年連続実増・諸課題克服推進月間９年連続実増・諸課題克服推進月間
日々の組合活動へのご協力に感謝いたします。み

なさんの奮闘により12月１日現勢を3,916人として
１月１日現勢を71人実増することができました。こ
の結果は、コロナ禍においても多くの仲間と対話を
行い、成果を積み上げると同時に『困った時は東京
土建』を広げ、仕事や生活の相談を支部へ集中させ
ることで脱退の抑制に奮闘したためです。
年末の11月から12月は、９年連続実増や滞納克服、
火災・地震共済等の各種課題に取り組んでいます。
多くの仲間が給付を受けている持続化給付金の締め
切りも2021年１月15日㈮で終了となります。
仲間への最後の周知と滞納克服運動を進め滞納者
との対話を深めることで、極端な収入減や不払いな
ど一人で悩みを抱えている仲間と寄り添い、根本的
な解決をすることも必要となります。
年末で多忙な時期となりますが、コロナ禍の時こ
そ多くの仲間との対話で９年連続実増を勝ち取りま
しょう。

各分会各分会のの推進推進
おお疲疲れさまでしたれさまでした‼‼

火災共済推進火災共済推進ニュースニュース 秋の目標 39件
　　達成 40件

《各分会の推進で秋の目標超過達成‼》
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With CoronaWith Corona（ウィズコロナ）（ウィズコロナ）コロナと共生。コロナと共生。
After CoronaAfter Corona（アフターコロナ）（アフターコロナ）コロナ収束後は。コロナ収束後は。
コロナ過の中、組合員の皆さまお仕事の状況はい

かがだろうか、職人の世界は昔から“職人殺すに刃
物はいらぬ雨の３日も降ればいい”などと言うが、
この度の中国武漢市をはじめとする世界的な広がり
をみせた新型コロナ（武漢肺炎）は、私も今まで経
験したことのないウイルスだ。
思えば今年の１月ごろ、まだ私たちはこんなに大
変なことになろうとは考えもしなかった。何やら新
種のウイルスがやって来るらしいとお気楽に考えて
いた。当然よい薬がすぐに用意され大事には至らず
普通の生活がつづくものと思っていたのだ。そのう
ち豪華客船が船内感染を起こし、日本にやってくる

との知らせ、まだこの段階ではWHO（世界保健機
構）の発表では大事には至らないので普通に生活し
て大丈夫といっていた。
しかし、違った。今半年がすぎ８月にオリンピッ
クも本来なら開催していたはずなのに１年の延期が
きまり、来年の開催も危うい状態になっている。す
べて私たちの生活環境が一変してしまった。
今全世界の人々、研究者を始め必死に抑え込むた
め闘っている。
現在このコロナウイルスに対する情報は巷にあふ
れている。しかし、私たちはあまりにも無力だ。こ
うなれば、少しでもこのウイルスを知ることで自分
達、身の周りの人や家族を守っていくためにも私た
ち一人ひとりが最善を尽くす事で対処するしか方法
が見当たらないと思う。考えて見ると私の子供のこ
ろにもウイルスは当然あった。
　　　　　　　　　　（教宣部顧問・白倉和行）

青年部

11月８日㈰にモリタウンの中にある昭和の森ガー
デンバーベキュー場にて青年部秋の拡大打上・新入
部員歓迎会を行いました。
当日は天気にも恵まれ、とても気持ちのいい気分
で会はスタートしました。
部員４人、新加入者４人、OB２人、家族８人、担
当書記１人の計19人が参加。新加入者は分会のイベ
ントに参加された方に声をかけて、青年部のイベン
トにも参加をしてもらいました。
部員同士で仕事の話や家族の話などの様々な話題
で盛り上がり、青年部が普段どんなことをしている
のかといった活動内容も聞いてもらったうえで、今
後の活動やイベントにも参加をしてもらえるように
交流を続けていきたいと思います。
参加をしてもらった組合員と家族の方には「満足
して楽しかった」と言ってもらえたバーベキューで
した。　　　　　　　　（青年部部長・佐藤勇太）

11月22日、多摩川中央公園で横田基地にオスプレ
イはいらない東京大集会が開かれ、多摩西部支部も
これに参加しました。
特殊作戦のために CV22オスプレイの配備と部隊
を横田に配備し夜間訓練や超低空飛行訓練等を行い
昭島市を含む六市一村に騒音被害や落下の不安をも
たらしています。野党議員も言っていましたが、憲
法九条を守り、防衛費の拡大を止め、その分社会保
障費にまわせば消費税増税の中止も出来るのではな
いかと思います。
今、北朝鮮の非核化も提言されアジアが平和に向
かう中、CV22オスプレイは不要だと思います。ま
た、集会では若い世代の方々による「基地トークシ
ンポジウム」が行われ、自分より若い世代の思う戦
争や平和に対する思いをリアルに聞くことが出来ま
した。コロナ禍で開催された今回の集会は例年の集
会とは違って、要求のシュプレヒコールをあげなが
らのアピール行進は出来ませんでしたが、会場に来
られない方たちのためにライブ配信を行い、より多
くの人々にこの集会の意義の発信ができたと思いま
す。

秋の拡大打上・新入部員歓迎会
横田基地集会11・22

新加入者も含めた集合写真 演説に聞き入る参加者
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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

女性女性のの会会

11・711・7事業所セミナー事業所セミナー
11月７日㈯、ホテルエミシア東京立川（旧グラン

ドホテル）で３支部（多摩西部、府中国立、西多摩）
共催事業主交流会を行いました。当日は26社33人（多
摩西部支部７社11人）が参加し、北村社労士の『コ
ロナ禍でも業績が伸びている会社』の講演と事業主
同士の交流会を行いました。参加した仲間からは、
「今回は同業者が少なかったが、こういった機会が
ありましたら今後も参加したい」などの感想があり
ました。今後も内容や参加者確保を前進させ、事業
主の交流を深めることで組合のメリットの１つとし
て継続して行っていきます。

立川市の新発見立川市の新発見
10月２日にインフルエンザの予防接種が早く終わ
り、散歩に行こうと家を出ました。立川北口のサン
サンロードで上に向かうエスカレーターを見つけて
昇ってみて驚きました。ホテル・コンサートホール
・銀行に美術館・商業施設等が立ち並んでいました。
なかでも一番驚いたのは造園です。高所から水を流
すのですが、階段で流れをせせらぎに変えて小川か
ら大きい池に流れていました。池の湖畔は草花や大
木になるけやき、山もみじ等が植えてありました。
２年程前ヤギが草を食べていた場所が、まるで別世
界になっていました。テラス席のあるカフェでコー
ヒーを飲みながら、池の畔で遊ぶ幼い兄弟のしぐさ
に目を細め、のんびりした一時を過ごしました。行
ったことの無い方は、一度足を運んでみては如何で
しょうか。　　　　　　　（高松分会・藤代進也）

コロナ禍の中、行動に制限がありましたが、
秋の拡大３項目ともに目標を達成しました。
　　　　　　　　ご協力、感謝いたします。
　　　　　　　　ありがとうございました。

《12月定例会》《12月定例会》
  12月16日㈬  12月16日㈬
  支部会館3Ｆ  支部会館3Ｆ
　　　 10：30～　　　 10：30～

若手事業者の参加もありました 風情溢れる池の様子

目 標 達 成！目 標 達 成！
会員拡大会員拡大

   支部・本部目標   支部・本部目標
　　　　　９人　　　　　９人

 ９人 ９人

行動参加行動参加
目標９8人目標９8人

235人235人

組合員拡大組合員拡大
      目標16人目標16人

21人21人


