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第44回住宅デー 全分会で開催！第44回住宅デー 全分会で開催！

第44回住宅デーを11月21日㈰に開催しました。毎
年恒例となっていた住宅デーですが、昨年はコロナ
ウイルスの影響で開催ができず、今年も開催できる
かどうかぎりぎりまで決まらない状態にありました。幸
いにも９月ごろから感染者数が激減し緊急事態宣言
が解除されたこともあり、今年は規模を縮小し、包
丁研ぎのみの実施ということで開催という流れにな
りました。
事前に行った地元地域へのチラシ配布や、当日の

設営準備から包丁研ぎまで皆さん大変お疲れさまで
した。ベテランの組合員さんはもちろん、若手組合
員さんの協力や沢山の子供たちの参加で大いに盛り
上がったことだろうと思います。今回の住宅デーの
成功は、各分会の日頃の活動を超えた地元の方々と
の付き合いがあったからこそだと思います。来年度
以降も住宅デーを開催し、より一層の地域とのつな
がりを深め分会を盛り上げてまいりましょう！

各分会での住宅デーの様子各分会での住宅デーの様子 Pickup‼

砂川・けやき分会

立川南・富士見分会

高松分会

玉川分会

拝島分会
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未加入者紹介未加入者紹介キャンペーンキャンペーン
　　　　当選者当選者のの皆皆さんをさんを一部紹介一部紹介！！秋の拡大月間

PS5 当選　事業所分会・佐藤　匠皆さん（右）

当選　昭島中央分会・福島　綱雄さん

Nintendo Switch当選　国立分会・増田　孝幸さん

当選　拝東一分会　成澤　真さん

コメント

コメント

コメント

コメント

当選ありがとうございます。従業員を増やし
て2台目の当選できるように頑張ります！

女房がとても喜んでくれています。これから
も土建のために頑張ります！

また未加入の職人仲間が現場にいたら声をか
けて組合加入をオススメします！

当選した賞品は新加入者と半分ずつ使います。
ありがとうございました！

BALMUDA
オーブントースター

SHARP
加湿空気清浄機

※今回紙面のスペースの関係上、賞当選の方全員の皆さんを掲載することは出来ませんでした。ご了承下さい。

Dyson 掃除機当選
国立分会・谷内　政之さん（代理・吉岡さん）

ドローン当選
けやき分会・大高　佑介さん（左）

BRUNO ホットプレート当選
けやき分会・蛭田　惠二さん

T-fal フライパンセット当選
けやき分会・早川　隆星さん

SABON ボディケアセット当選
砂川分会・中里千恵子さん（右）

DOCTOR AIR マッサージピロー当選
拝東一分会・鈴木　将行さん

気をつかって当ててくれたのかと思いまし
た（笑）！加入紹介頑張ります！

春に続き2回目です。3回目当選できるよ
う拡大頑張ります！

妻が大変喜んでいました。家庭を大切にし
ながら拡大頑張ります。

当選ありがとうございます。美味しい料理
を作ります♪

素晴らしい景品を引き当ててくれた分会長
さんに感謝です！

当選ありがとうございます。また紹介でき
るよう頑張ります。

（左から成澤真さん、新加入の組合員さん、役員候補の幡田野さん）
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JCB ギフト券10,000円当選
砂川分会・熊谷　悟さん（右）

ズワイガニギフト当選
昭島中央分会・竹ノ下正美さん

Amazon ギフト10,000円当選
けやき分会・小島　高志さん（右）

JCB ギフト券10,000円当選
国立分会・尾形　勝さん

お米食べ比べセット当選
昭島中央分会・水越　廣和さん（右）

クオカード10,000円当選
高松分会・竹中　孝男さん（右）

ズワイガニギフト当選
玉川分会・浅見　洋さん（左）

選べる松坂牛＆海鮮ギフト当選
砂川分会・大関勝義・寿子さん（左）

クオカード10,000円当選
玉川分会・中田　茂さん（代理・奥様）

お米食べ比べセット当選
けやき分会・中村　敦司さん（左）

クオカード10,000円当選
国立分会・木戸岡政行さん

選べる海鮮ギフト当選
事業所分会・佐藤　宏樹さん

DOCTOR AIR マッサージピロー当選
けやき分会・荒井孝寛さん（代理・奥様）

クオカード10,000円当選
拝島分会・早野　勝三さん（左）

Amazon ギフト10,000円当選
高松分会・石橋　英明さん

当選すると思ってなかったのでビックリで
す。

当選してとてもうれしいです！孫たちと一
緒に美味しくいただきます！

今後も拡大頑張ります！！

まさか自分が当たるとは思っていなかった
ので驚きました（笑）。

お米はとっても助かります！家族でありが
たく戴きます！

当選ありがとうございます。また仕事仲間
に声を掛けてみたいと思います。

年末に家族で食べたいと思います！

夫婦で当選できて嬉しいです。正月に孫と
一緒に食べたいと思います。

分会長のおかげで当選できました。ありが
とうございました。

当選して嬉しいです。お米には当分困らな
いで良かったです。

分会現勢の力になればと動いた結果で、賞
品が当たり嬉しいです。

突然の当選にビックリしました。ありがと
うございます。

当選出来て嬉しいです。また対象者がいた
ら紹介させてもらいます。

久しぶりに分会に貢献できて良かったで
す。

当選ありがとうございます。今後も社員を
増やしていきたいと思います。
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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（女性の会担当まで）（女性の会担当まで）
定例会や四役会議、学習会、イベントの情報など配信定例会や四役会議、学習会、イベントの情報など配信FacebookFacebook更新中更新中‼‼

９月から始まった秋の拡大、目標を12人としてスタート９月から始まった秋の拡大、目標を12人としてスタート
しました。各分会に連絡員を作り活動してもらいました。しました。各分会に連絡員を作り活動してもらいました。
コロナ禍で役員が集まって訪問することができませんでコロナ禍で役員が集まって訪問することができませんで
したが、たくさんの会員達が各自で積極的にしたが、たくさんの会員達が各自で積極的に
行動してくれた結果だと思います。行動してくれた結果だと思います。
14人の拡大となりました
ご協力ありがとうございました

秋の拡大 目標超過達成秋の拡大 目標超過達成

清水委員長
お見送り
ありがとう
ございました。

11月28日㈰
鎌倉散策ツアーを
行いました。

2022年１月の定例会は、新年会を兼ねて行いたいと思い
ます。詳細は、決定次第お知らせいたします。

拡大打ち上げ式

長谷寺長谷寺

	 賞	 分会名	 名　前	 作品名
	グランプリ	 事業所	 ひろとさん	 虹色の気球
	 部長賞	 事業所	 あっこさん	 グランドピアノ
	 副部長賞	 砂　川	 みはねさん	 メリーゴーランド
	執行委員長賞	 事業所	 りくさん	 カラフルメリーゴーランド
	分会部長賞	 事業所	 ゆうとさん	 勇闘 The ガンバッターZ
	分会部長賞	 砂　川	 ぎんじさん	 ピアノ
	分会部長賞	 砂　川	 そらさん	 ピアノ
	分会部長賞	 砂　川	 こころさん	 気球
	分会部長賞	 直　属	 りゅうとさん	 メリーゴーランド
	分会部長賞	 直　属	 なぎとさん	 ピアノ

	 賞	 分会名	 名　前	 作品名
	分会部長賞	 拝東一	 朋花さん	 気球
	分会部長賞	 拝東一	 まさとさん	 気球とぼく
	分会部長賞	 拝東一	 けんとさん	 カラー気球とぼく
	分会部長賞	 事業所	 さくさん	 気球～フォートナイトのバトルバス～
	分会部長賞	 事業所	 かずやさん	 メリーゴーランド
	分会部長賞	 事業所	 てるさん	 ピアノ
	分会部長賞	 事業所	 あめりさん	 HOT	AIR	BALLON
	分会部長賞	 事業所	 あいりさん	 ピアノ
	分会部長賞	 事業所	 ばあばさん	 メリーゴーランド

親子deコンテスト結果一覧

後継者対策部主催 親子deコンテスト親子deコンテストグランプリ決定！グランプリ決定！
☆グランプリ作品☆　タイトル「虹色の気球」

グランプリに輝いたのはひろとさんの「虹色の気球」という作品でした。
グランプリおめでとうございます！
「気球の風船部分の骨組みが細くて、丁寧に組み立てるのが大変でした。」
という感想をひろとさんからいただきました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

日々の組合活動へのご協力に感謝致します。年末
の11・12月は10年連続実増を確実にするため、組織
増勢について最後の奮闘を行います。また、年末ま
で「困った仲間を誰一人取り残さない」取り組みを
行うと同時に、青年・後継者世代へのアンケート行
動や忘新年会や会議・拡大行動日等に誘い、役員の
発掘も行っていきます。
拡大目標は77人に対し47人の成果となり最終盤の
奮闘に感謝申し上げます。
実増を勝ち取るためには、組織の増勢と合わせて
脱退の抑制も必要となります。2021年の脱退率は、
12月１日時点で489人（脱退率12.51％）となり昨年の
同時期384人（脱退率9.98％）と比較すると大幅に増

	分会名	 月間目標	 月間成果	 月間残
	砂　川	 4	 2	 2
	けやき	 4	 3	 1
	高　松	 6	 2	 4
	国　立	 3	 1	 2
	立川南	 3	 ★3	 0
	富士見	 4	 3	 1
	昭島中央	 6	 3	 3
	玉　川	 11	 3	 8
	拝島東１	 4	 1	 3
	拝　島	 8	 1	 7
	事業所	

24
	 ★25	 -1

	直　属	 	 	 0
	合　計	 77	 47	 30

年末拡大月間成果表

えています。年末につい
ても多くの仲間と対話を
継続して行い、脱退防止
と組織増勢に奮闘しまし
ょう。
年末で多忙な時期とな
りますが、コロナ禍だか
らこそ多くの仲間との対
話で組織強化を図り、10
年連続実増を勝ち取りま
しょう！

仲間との対話で増勢を勝ち取ろう仲間との対話で増勢を勝ち取ろう年末拡大

※分会部長賞は順不同です。


