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〈４月号 あんない〉

とあるドラマの影響を受けて、能
に興味を持った。能は現在継承され
ている演劇としては世界最古のもの
だそうだ。これを大成させたのが日

子を出すことに反対し、あくまで母の演技で表現
すべきとした世阿弥と、子を出して悲哀を強く表
現すべきとした世阿弥の息子で作者の元雅とで対
立したそうだ。
能をテーマにした宮藤官九郎脚本のTBS ドラ
マ「俺の家の話」最終回では、さながら前述の
「隅田川」を長瀬智也と西田敏行が見事に現代版
として再現した。是非とも観て欲しい作品であ
る。
親から子へ、その子が親となり更に親から子
へ。自分もふとそんな事を考える年端になったよ
うだ。まずは巨人軍の歴史をレクチャーせねばな
るまい。　　　　　　　　　（書記・渡邉宏規）

本史でも名前の出てくる南北朝時代の観阿弥とそ
の息子・世阿弥だ。そんな能楽の大作の一つが「隅
田川」だ。人攫いに攫われた我が子を求め武蔵国
の隅田川まで探しに来た母親が結局は亡くなって
しまっていた我が子が埋葬されている塚を見つけ
て拝み念仏を唱えると、そこに亡霊になった愛児
が出てくるが亡霊となってしまった故に触れ合う
ことは許されず夜明けとともに消え去り母親は悲
嘆にくれてしまうといった悲劇である。余談だが

重税反対統一行動（集団申告）が３月12日㈮に取
り組まれました。立川税務署管轄も全国と同じ日程
で開催され集まりました。「消費税増税反対をはじ
め、命と暮らしを守る要求を結集し、菅政権の暴走
を止め、重税反対、民主的税制・税務行政の実現を
めざそう」と午後から各団体の要求を持ち寄った各
所交渉に取り組みました。
当日は、新型コロナウイルスの影響もありデモや
集会は行いませんでしたが大勢の参加で集団申告を
行いました。税の役割は富の再分配機能にあります。
庶民ばかりが増税に苦しむ現状を打開する声を上げ
ていきましょう。

重税反対重税反対‼‼３・12集団申告３・12集団申告重税反対重税反対‼‼３・12集団申告３・12集団申告

立川税務署管轄は746人の参加で集団申告
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第１次行動	 ４月	16日㈮

第２次行動	 	22日㈭

第３次行動	 	28日㈬

第４次行動	 ５月	13日㈭

日曜行動日	 	16日㈰

第５次行動	 	20日㈭

第６次行動	 	25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選べる特典いずれか１１つつ

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。

2021年4月〜5月までの組合加入申込者が対象2021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	 800,000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・施行管理技士などの国家資格（詳しくは支部まで）	 10,000円
　作業主任者	 10,000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	 10
け	や	き	 11
高　　松	 13
国　　立	 6
立　　南	 7
富	士	見	 10
昭島中央	 9
玉　　川	 10
拝島東１	 11
拝　　島	 14
事	業	所	 26
直　　属	 30
合　　計	 157

2021年（春は４月〜５月）
支部期間目標

　（月間４％）157人

春の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼春の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼
春の拡大月間は、組合の未加入者を含めた建設従
事者がコロナによる影響で仕事や生活に困窮し誰に
も相談する事なく私達の建設業界から去っていく仲
間を絶対に出さない事と10年連続実増を達成するた
めの足掛かりとなる月間です。ジャンボチラシを活
用し、メリットを広げる事で組合へ相談を集中させ
ていきます。
月間目標達成に向け、成果を積み上げていくため
には、拡大の必要性や拡大月間の周知が必要となり
ます。多くの仲間へ新加入者紹介キャンペーンを広
げ、拡大のきっかけ作りを行い、今後の対象者掘り
起しにも繋げていきましょう。全ての取り組みが掲
載されたジャンボチラシを全組合員へ広げるために
ご協力をお願いいたします。

春の拡大統一行動日

◎拡大統一行動日には◎拡大統一行動日には
　行動センターに集まりましょう　行動センターに集まりましょう

44月　月　55月月

忘れないで伝えて忘れないで伝えて忘れないで伝えて忘れないで伝えて

【対象】	春の拡大成果
（５・６月の通常加入と３月25日以降５月31日
の雇用随時加入）

【紹介者とは】
１人以上紹介していただいた仲間が対象となります。
※加入申込書の紹介者記入欄に紹介者を必ず記入し
てください。

【景品（予定）】
主な景品：任天堂スイッチ、ディズニーペアチケット、
選べる松坂牛ギフト等
※詳しくは分会の役員さんへ確認をお願いします。

新加入者紹介キャンペーン新加入者紹介キャンペーン
春の月間中に新加入者を紹介した組合員を対象に豪華
景品が当たる『新加入者紹介キャンペーン』を行いま
す。多くの仲間へ声掛けを行い、紹介者の輪を広げて
ください。
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建設アスベスト訴訟は2008年の東京・横浜地裁
へ提訴した第一陣提訴後12年余りをたたかいぬき、
国に対する15度の勝訴判決、アスベスト建材企業の
共同不法行為を認めた勝訴判決は８度、一人親方等
国賠法に基づく賠償を認めた判決を６度勝ち取って
います。
  2020年12月14日にようやく国の責任が確定し、
10年以上経過しましたが、１陣訴訟の原告は補償を
受けることができました。しかしながら、１陣訴訟
の建材メーカの責任、２陣３陣の補償は受けられて

いない状況です。すでに半数以上の原告が亡くなり、
このアスベストの問題の早期解決が求められます。
東京土建では地方自治体から総理大臣や厚生労働大
臣などにむけて「早期解決を求める意見書」を出す
ように議会に陳情書を提出しました。

立川市議は全会派の賛同を得て意見書の提出がで
きました。

昭島市議に関しては自民党、公明党が「早期解決
を求める意見書」提出に反対をし、不採択となって
しまいました。

建設アスベスト第1陣訴訟
遺族原告の想い
私は、けやき分会の慶増ミエ子です。
日頃から皆様には大変お世話になっております。
私の夫は鉄骨工で平成17年８月アスベストが原因

の中皮腫により62歳でこの世を去りました。それま
で風邪などほとんど引いたこともなく仕事一筋の人
でした。平成16年ごろから体に異変が起き、節々が
痛み出し、マッサージ・整形外科とかかりましたが
一向に症状の改善が見られず内科を勧められ通院を
したところ胸水が溜まり1000cc もの水を２日間か
けて抜きました。体重も62キロから43キロに減り見
る見るうちに痩せていってしまい、体中の痛みも強
くモルヒネを注射するようになっていきました。入
退院を８回繰り返す間に初孫が生まれました。
入院時にベッドで孫を腕枕しながら「じいちゃん
早く良くなってお前とあそぶからなぁ」と目を細め
ていたのが印象に残っています。その孫も今年から
高校生になります。

12年間集会・署名等沢山応援していただきありが
とうございました。
遺族原告となっている１陣では昨年12月14日に国
に勝利し、12月23日に田村厚労大臣が頭を下げてく
れました。しかし、まだまだ２陣３陣と続いており
裁判があります。一刻も早く補償基金制度が実現さ
れるよう引き続き署名等のご協力をお願いします。
　　　　　　　　　（けやき分会・慶増ミエ子）

特特集集 建設アスベスト訴訟建設アスベスト訴訟 〜〜長い闘いの現在地長い闘いの現在地〜〜

首都圏建設アスベスト訴訟第３陣結成総会の様子（写真左手前が慶増さん）



第485号⑷ 2021年４月８日 機関紙たま西部

女性女性のの会会

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

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

図書カードだよ図書カードだよ

新入学祝金新入学祝金
申請を忘れずに申請を忘れずに

　ご加入頂いている『東京土建』の共済制度に『新入学祝』で5,000円のクオカード
プレゼントがあります。対象は2021年度に『小学1年生』と『中学1年生』になる年
令のお子さまがいる組合員が対象です。（同居は問いません）
※ただし組合員さんが2021年3月1日時点で組合員であることが条件です。
　時効は2022年４月１日支部必着です！ 早めの申請をお待ちしています！

令和３年
度

令和３年
度

事業所セミナー①	〈いまなぜ、労働時間の管理なの？ 建設業の残業代って？〉の巻
	 5月26日㈬ 19：30～21：00
事業所セミナー②	〈残業代を計算しよう！ 変形労働の計算の仕方って？〉の巻
	 6月24日㈭ 19：30～21：00

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は、延期をとも新型コロナウイルスによる緊急事態宣言は、延期をとも
ないましたが解除されました。ないましたが解除されました。
しかし、まだまだコロナウイルスの影響はしかし、まだまだコロナウイルスの影響は
残っています。このような生活があと残っています。このような生活があと
どの位続くのか、不安もありますがどの位続くのか、不安もありますが
女性の会では、女性の会では、
「自粛しなければいけない時には、自粛を」「自粛しなければいけない時には、自粛を」
そしてそして「できる時に、できる事」「できる時に、できる事」を考えながらを考えながら
実行し、活動していきたいと思います。実行し、活動していきたいと思います。
ご協力、お願いいたしますご協力、お願いいたします

『労働者に残業代支払い義務！ うちの会社は大丈夫？』シリーズ（全6回）

事業主 必見！事業主 必見！

【講　師】	北村社労士
【対象者】	組合員で労働者を雇用している法人・個人事業主、労働者を雇う予定のある方
【参加費】	無料
【ところ】	支部事務所

新体制でのスタート

FacebookFacebook更新中更新中‼‼

役 員 紹 介

小
中


