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2022年春の拡大月間本部・支部目標達成2022年春の拡大月間本部・支部目標達成‼‼

５月30日㈪に支部事務所で
行われた春の拡大月間打上式に
は、各分会から分会長、組織部
長、活動家の参加がありオルグ
も含め互いに労をねぎらいまし
た。
木下組織部長からは「今年も
コロナ禍の中、長期にわたる春

月間で行った各分会の取り組
みを次の月間でも活かし、11
年連続の実増と4000人支部
達成に向け奮闘していきまし
ょう！」と挨拶がありました。
式の終盤には各分会より、月
間の経過や成果の特徴と次の
月間に向けての抱負の報告が
あり次の月間に繋がる前向き
な発言が多くみられました。
さらに、青年部・女性の会
・シニア友の会・盛年会から
も会員拡大の報告や今後の行
動予定などの報告がありまし
た。

全分会の奮闘に感謝

木下組織部長

の拡大月間の取り組みに感謝いたします。コロナ禍
の制限により対話活動が進みづらい中でも皆さん一
人ひとりの奮闘により新たに166人の仲間を迎え
ることができ、本部・支部目標共に達成することが
できました。本当にありがとうございました。この

春の拡大月間中に目標達成に向け意思統一を兼ね
た親睦会を開催した分会がありました。

目標達成に向け意思統一目標達成に向け意思統一　　分会親睦会の様子を紹介分会親睦会の様子を紹介
開催したある分会では、将来の役員候補の若手組
合員さんの発掘などもあり、充実した親睦会になっ

たという声もあ
りました。
これから夏、
秋の拡大月間に
向け全分会で分
会レクを行い、
意思統一や組織
強化を目指しま
しょう！

けやき分会 高松分会 国立分会

166166人人のの新新たなたな仲間仲間をを迎迎ええ

	分　会	 月間目標	 月間成果	 月間残
	砂　川	 10	 ★12	 -2
	けやき	 10	 ★16	 -6
	高　松	 13	 ★14	 -1
	国　立	 7	 ★7	 0
	立川南	 8	 ★10	 -2
	富士見	 9	 ★15	 -6
	昭島中央	 8	 ★9	 -1
	玉　川	 10	 ★10	 0
	拝東１	 11	 ★14	 -3
	拝　島	 14	 7	 7
	事業所	

62	 52	 10
	直　属	 	
	合　計	 162	 166	 -4

春の拡大月間成果表（6/1時点）

祝祝
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第93回三多摩メーデーが5月１日、井之頭公園西
園競技場で開催されました。今回は同時にYouTube
上でのライブ配信も行い、より多くの参加がありま
した。会場参加者は1500人、ライブ配信の参加者
は330人でした。
芳賀三多摩労連議長は主催者あいさつで、３年ぶ
りに一般参加者を交えてのリアル開催ができた喜び
を語るとともに、進行中のロシアによるウクライナ
侵略に対して「ロシアはウクライナからただちに撤
退しろ」と怒りをもって訴えました。その後、連帯
あいさつ、来賓あいさつ、争議団紹介に続き、各単
産、地域組織からの課題別アピールがありました。 東京土建は「青年のアピール」をテーマに、青年

部四役が三多摩メーデー会場に集まりました。栄部
長は建設業で働く若者の窮状を説明し、完全週休２
日制度導入と長時間労働の改善、賃金引き上げが大
きなカギになると訴えました。そして、「NO　
WAR！」とプリントされたオリジナル Tシャツを
着た三多摩各支部の青年部仲間と一緒に「週休２日
制にしろ」「賃金給与をあげろ」「公契約条例を制定
しよう」「ピース・フォー・ウクライナ」と元気よく
シュプレヒコールをあげました。

昨年から定期的に行っていた成年会クリーン作戦
を５月22日㈰に行いました。参加は全体で14人が
集まりました。今回は３人１組のグループを２組、
４人１組のグループを２組作りグループごとに清掃
活動を行いました。私たちが清掃を始める前に、す
でに清掃をしている方々がいて私たちの活動が少し
ずつ地域にも根付いてきているのではないかと感じ
ました。また、清掃をしていて気が付いたことです
が、マスクのゴミが沢山落ちていました。こんなと
ころにもコロナの影響がでていることにとても驚き
ました。クリーン作戦を行うたびに、通りすがりの
方や近所の方々からのお礼の言葉を頂くことがあ
り、この活動を続けてきてよかったなと感じていま
す。今後とも継続してクリーン作戦を行い盛年会と

して地域貢献をしていきたいと思います。
　　　　　　　　　 　（けやき分会・蛭田惠二）

盛年会クリーン作戦盛年会クリーン作戦新年度第１回

5・15・1三多摩三多摩メーデー ３メーデー ３年年ぶりにリアルぶりにリアル開催‼開催‼

「戦争反対「戦争反対‼‼」」青年部による主張青年部による主張
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専門部紹介専門部紹介 仕事対策部とは？

第
６
回　
吉
野
書
記

多摩西部支部
書記紹介

平成27年10月に入局し、約７年が経ちました書
記の吉野直貴（よしのなおき）です。
千葉県の外房で生まれ、海沿いで育つも魚が苦手
で一切口にすることなく幼少期を過ごし、MAXコ
ーヒーを飲んで育ったため大の甘党で、わさびが全
く食べられない大人になりました。
趣味は銭湯とサウナセンター巡りで、休日は都内
全域の施設を訪問しています。
担当専門部は税金経営対策部と後継者対策部を昨
年度から担当して２年目となり、普段は確定申告や
税務調査の相談や、法人設立に関係することのお手
伝いを行っています。来年10月から導入予定のイ
ンボイス制度は建設産業で働く職人のみなさんだけ
ではなく、全産業の中小・個人事業の方に多くの負
担を強いる制度です。この導入に反対するべく署名
の取り組みや駅頭宣伝、自治体への意見書採択を運
動の柱としてこの１年間取り組んでまいります。

仕事対策部部長の粟野万壽夫
です。仕事対策部では職人の仕
事おこしや防災・震災対策につ
いての運動を担っていて主に6
月の住宅デー、秋の立川市・昭
島市の防災訓練への参加、住宅
センターなどの取り組みがあり

ます。住宅デーに関しては包丁研ぎをメインとして
集まっていただき住まいでの住宅相談を受け付けて
います。今回は地域の方々に地元建設業の存在をア
ピールするために全分会でモザイクタイルを使用し
たコースターや鍋敷きを作ってタイル張りの体験を
してもらいました。防災に関しては防災協定員『チ
ーム匠』があります。5/29には地元の自治連栄町支
部の防災訓練へ参加しました。倒壊家屋からの救助
訓練を行い自治会役員からは活発な質問、ジャッキ
の体験などをしてもらい大好評でした。自治会の
方々へ『東京土建』のアピールも大いに出来ました。
これからは防災訓練を中心に栄町との交流を深めて

栄町自治会防災訓練に多摩西部支部初参加！栄町自治会防災訓練に多摩西部支部初参加！
支部が立地する立川市栄町の自治会から依頼があ

り、５月29日㈰に南砂小学校での防災訓練にて倒壊
家屋からの救助・担架の作り方を行いました。
当日は自治会の役員のみの開催で３回にわたり行
いました。参加者からの質問にも答え大好評に終わ
りました。防災協定員を中心に10人が参加しまし
たが、初めての参加者もあり今後の組合活動につな
がる人材育成も出来ました。

防災訓練に参加した他団体からは、ぜひとも倒壊
家屋の実演をお願いしたいと要請もありました。ま
た、当日現地で見学をしていた酒井大史都議会議員
とわたなべ忠司立川市議会議員、小田原潔衆議院議
員秘書吉田さんと清水委員長、木下副委員長とミニ
懇談を行うことも出来ました。組合の声を直に伝え
今後の運動に協力を要請することが出来ました。
　　　　　　　（仕事対策部部長・粟野万壽夫）

いきたいと思いま
す。これからも仕事
おこしや建設業の技
術を活かして人のい
のちを救う減災活動
に皆さんのご協力を
いただきたいと思っ
ています。よろしく
お願いいたします。

左から　わたなべ忠司立川市議会議員、清水執行委員長、
　　　　小田原潔衆議院議員秘書・吉田さん 防災訓練の様子

5.295.29
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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　担当：嶺村　担当：嶺村
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

４月から始まった春の拡大、目標を達成しました‼
ご協力ありがとうございました。
まだまだ拡大は、続きます。
一緒に活動をしてくれる仲間を探し今後も歩みを止めず、行動していきます。
●	土建組合員・女性の会会員ともに脱退者が増えてきています。秋の拡大に向け、
いかに脱退者を出さないようにするか皆で考えながら行動していきます。

●	拡大には、分会の協力が必須です。コロナ禍で滞っていた分会訪問も四役が中
心となり再開し、直接みなさんに訴えをしていきたいと思います。

●	女性の会に興味を持ってもらえるイベントを開催していきます。たくさんの方
が参加したいと思ってもらえるイベントを考えていきます。

《６月定例会》《６月定例会》
６月15日㈬６月15日㈬
10：30〜10：30〜
支部３F支部３F

［　　　　　　］たー坊の晩酌レシピ Vol.3

【材料】
鰹節	 ……３ｇ
水	 ……200㏄
みりん	……大さじ１
醤油	 ……大さじ１
砂糖	 ……小さじ１
塩	 ……１つまみ
味の素	 ……５振り
油揚げ	 ……２枚
卵	 ……４個

【作り方】
１、	鰹節３gを、500ｗで１分チンして手で揉みほぐして、粉に
する

２、	鍋に水200㏄、みりん大さじ１、醤油大さじ１、砂糖小さじ１、

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円の図書カード
プレゼントがあります。対象は2022年度に『小学1年生』と『中学1年生』になる年
齢のお子さまがいる組合員が対象です。（同居は問いません）
※ただし現在も組合に加入されていて、2022年3月1日時点で組合員であることが条件です。
　時効は2023年３月31日支部必着です！ 早めの申請をお待ちしています。

令和4年
度

令和4年
度

図書カードだよ図書カードだよ

小
中

●2022年度新入学祝金 (5000円分図書カード )給付休止中のお知らせ
現在、本部共済会より新型コロナウイルスに対する特別対応として2022年度新入学祝い金の給付決定が休止状態
となっております。給付決定の再開は８月15日に一括して行う予定となっておりますのでご了承下さい。ご迷惑
をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い致します。

5月24日㈫に予定していました
がピアニストの方のケガにより
開催を中止とさせて頂きました。
申し訳ありません。
一日でも早く完治することを
お祈りしています。
また、秋ごろ日程を
調整して開催を検討
したいと思います。

音楽鑑賞会について

塩１つまみ、味の素5振り、鰹節
の粉を入れて沸かしておく

３、	油揚げ２枚を、半分に切り卵を割
り入れ、爪楊枝で止めて蓋をする

４、	最後に10分出汁と煮込めば完成

超簡単‼絶品卵巾着

教
育
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部
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部
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）


