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平和特集平和特集 女性の会・教育宣伝部「平和を語り継ぐ」共同取材

戦争遺跡 猿島・戦艦三笠を想う戦争遺跡 猿島・戦艦三笠を想う

平和を語り継ごうに参加して

戦艦三笠をバックに集合写真

2022年8月7日㈰に私たち支部の女性の会・役員
・教宣部を含めた総勢23人（子供2人を含む）で横
須賀猿島へ行きました。猿島は周囲1.6km、標高
93.3m、沖合1.15km 〜1.17km に位置する東京湾
最大の無人島であり、現在では海水浴、釣り、バー
ベキューなどレジャーランドとして利用されていま
す。また、縄文、弥生時代の土器、人骨などが出土
し、日蓮にまつわる伝説などが残る歴史的にも大変
貴重な所です。ここは1847年、開国を迫る欧米よ
り江戸を守るため、江戸幕府により砲台として構築
され、以来明治、第二次大戦まで陸、海軍の所管と
なり砲台が首都防衛拠点として築かれました。実戦
にはあまり利用されなかったようですが、岩壁や山
を切り拓き造られ、煉瓦で作られた兵舎や弾薬庫跡
などが今も大切に保管されています。現在は国から
横須賀市が受託管理され、2015年「国史跡」に指定
され猿島公園とされ、アニメのモデル、ドラマのロ
ケ地として使用される人気のスポットでもありま
す。

そして三笠公園、ここには明治38年（1905年）
当時欧米列強の東アジアを植民地化しようとした戦
略に圧倒的な不利にもかかわらず、日清・日露の戦
争に突入した時の戦艦三笠が置かれています。戦艦
三笠に乗る連合艦隊司令長官東郷平八郎がロシアバ
ルチック艦隊に壊滅的な被害を与え快勝し、この戦
いが清国旅順攻略につながった象徴的な戦艦です。
その時の有名な言葉が「天気晴朗ナレド波高シ」
Battle of Tsushima（対馬海戦）と言われ、今も世界
の海軍史に語り継がれています。今から117年前の
事です（ロシアバルチック艦隊は今もウクライナ黒
海で戦争をしている )。

いつの世も戦争は悲しいものです。それは結局若
い人が沢山死ぬからであり、この海戦でも死傷が双

方で約２万人も出ています。今回の取材を通し、ど
んなに大義があっても政治判断で戦争は避けるべき
であると強く感じました。

最後に、この度の女性の会「平和を語り継ごう」
に参加させていただき支部の女性の会、会長を始め
会員の皆様に感謝申し上げるとともに今後とも平和
活動を続けて行かれますことを心よりお願い申し上
げます。今回は有意義な一日を有難うございました。
　　　　　　　　　　（教育宣伝部・白倉和行）

平和を語り継ごうに参加して、猿島に行きました。
戦争は学校でしか学ばなかった私にとっては当時の
様子を知ることができ、深く考えるきっかけになっ
たと思います。猿島は、戦争の跡地だけではなく、
無人島として自然豊かな場所でもあるので、私たち
世代の人でも楽しめる場所でした。貴重な機会を作
っていただき、ありがとうございました。
　　　　　　　　　（富士見分会・播田實歩加）

参加者の声
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第１次行動	 ９月	 ７日㈬

第２次行動	 15㈭または16日㈮

第３次行動	 	 20㈫・21日㈬

第４次行動	 	 28㈬・29日㈭

第５次行動	 10月	 12日㈬

第６次行動	 	 	 20日㈭

第７次行動	 	 26㈬・27日㈭

砂　　川	 10
け	や	き	 10
高　　松	 13
国　　立	 7
立 川 南	 8
富	士	見	 9
昭島中央	 8
玉　　川	 10
拝島東１	 11
拝　　島	 14
事	業	所	 62
直　　属	
合　　計	 162

2022年（秋は９月〜10月）
支部期間目標
　（月間４％）162人

夏の月間が終了し、９月から10月末までを
秋の拡大月間として取り組みます。9月4日
に行った秋の拡大決起集会では70人の新た
な仲間の加入報告があり、明るいスタートダ
ッシュを切ることができました。また、分会
主催の中間決起集会に多くの新たな仲間の参
加を勝ち取り、分会行事や統一集約日への参
加を促し、活動家の発掘を行うと同時に昨年
以上に組合のメリットを発信し、求人情報を
聞き取り広め脱退防止を行っていきます。

組織増勢については支部開催資格講習会や
分会中間決起集会、各会イベントの呼びかけ
を対話材料に多くの仲間と対話を行っていき
ます。秋の月間の成功は、１月１日現勢を増
勢で迎えるにあたり重要な月間となります。
月間目標の早期・超過達成めざし奮闘してい
きましょう。

秋の拡大統一行動日

◎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

９・10月９・10月

2022秋の拡大月間スタート2022秋の拡大月間スタート‼‼2022秋の拡大月間スタート2022秋の拡大月間スタート‼‼
秋の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼秋の拡大開始　　　　年間１％実増目指し１歩１歩やりぬこう‼

後継者対策部主催

こどもまつり開催

月間スローガン月間スローガン
爆発的拡大強化で爆発的拡大強化で
　　組織増勢を目指そう！　　組織増勢を目指そう！
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7月31日㈰、3年ぶりに支部会館にて夏のこども
まつりが開催されました。コロナ感染の拡大や台風
の接近等もあり、一時は開催自体が危ぶまれました
が、当日は天候にも恵まれ、48人の方にお越しいた
だけました。

今年のこどもまつりは各専門部の皆さんに協力い
ただき、わなげや射的、スーパーボールすくいとい
った縁日での出し物や、専門スタッフ指導のもと、
重機運転やインパクト、のこぎりの工具使用体験、
モザイクタイルの作成体験といったコーナーを自由
に見て回れる形で実施いたしました。特に普段触れ
る事のできない重機の運転体験には興味を持ってい
ただけた来場者も多く、目を輝かせて運転席で操縦
桿を握るお子さんとそれを見守りお子さんの勇姿を
写真に収める親御さん共にいい笑顔を浮かべていた
姿が強く印象に残りました。

今後もこのような機会を設け、皆さんが笑顔でい
られる場を少しでも提供できるよう企画運営して参
ります。　　　　　　（後継者対策部・屋代庸秀）
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結成20周年結成20周年 シニア友の会記念イベントシニア友の会記念イベント
８月23日㈫に東京土建一般労働組合シニア友の

会結成20周年を記念するつどいに、シニア友の会担
当書記、役員、分会連絡員11人で参加しました。

鵜澤会長の挨拶に始まり、来賓の中村中央執行委
員長の祝辞をいただきスタートしました。その後、
池田事務局長より本部基調報告がありシニア友の会
は今年で20周年を迎え2002年９月７日に20支部
69人の仲間で結成され、2007年の全支部組織を確
立した当初の会員から現在１万人を超える仲間が加
入していると報告がありました。また、秋の会員拡
大、組織強化運動では、全都の会員拡大目標は460
人、組織強化は年間目標3141人を目標に取り組み、
コロナ以降行動制限はありますが創意工夫しながら
実践していきましょうと報告がありました。

本部基調報告後、支部基調報告で練馬支部からは、
コロナ感染により２年間何も出来ず３年目にようや

く交流集会が実現できたとの活動報告がありまし
た。続いて多摩西部支部からは、三浦会長より会員
数の拡大、役員の人事等、コロナの影響で思うよう
に活動が出来なかった中で、平和の取り組み運動、
駅頭宣伝、立て看板設置、組合員脱退防止電話掛け、
日帰りバス旅行などの活動を行うことができ、なん
とか責任を果たせたかなと活動報告がありました。

その後に前進座の俳優の方々による余興があり、
現在の言葉のやり取りを歌舞伎言葉で演じる芝居
や、白浪五人男のセリフを自己紹介に交えて演じた
芝居は圧巻でした。最後には参加者全員での「団結
ガンバロー」を行い閉会となりました。

今回のつどいに参加でき、他支部のシニア友の会
会員の方々とも交流が出来たことをとても嬉しく思
います。今後ともシニア友の会を盛り上げていける
よう頑張ります。　　　（けやき分会・小島有司）

８月７日㈰に青年部で春の拡大打上と新歓を兼ね
て立川駅内のルミネ屋上にある BBQPit で BBQ を
行いました。イベントにはまだ青年部未加入者も含
めて４人で美味しい肉や野菜を焼き、食べて大いに
盛り上がりました。

青年部未加入者の方も「楽しいイベントで是非青
年部に加入したい！」と加入の確約をもらうことが
でき、良いイベントとなりました。今後も青年部で
は様々なイベントを行っていきますので、是非加入
をお願いします。　　　（青年部部長・戸田大夢）

「青年部」は東京土建に加入する30歳未満の組合員
で構成する若手世代の組織です。同じ世代の仲間が
集まり、将来の仕事やくらしに役立つ仲間のネット
ワークを広げています。

30歳未満の組合員であれば、どなたでも加入OK！
加入金・年会費は一切なし！
楽しい企画が盛りだくさん！是非ご加入下さい！

過去のイベント「スーパーカーツーリング」の様子

青年部BBQ　 新歓兼拡大打ち上げ
青年部新部員募集中！！

支部基調報告を行う三浦会長 白浪五人男を演じる前進座の皆さん
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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

秋の拡大では、脱退者が増えている中で、組合・女性の会の良さを知ってもらう事を考えながら行動していきます。
また、後継者世代にスムーズにバトンタッチができるように、大きな改革も進めていきます。
来年度は、50周年を迎える中で、共に活動をできるような仲間を増やしていきたいと考えています。
９月に活動者会議、10月に中間決起集会を行います。ぜひ、ご参加ください。

《活動者会議》《活動者会議》
●9月22日㈭10：30～●9月22日㈭10：30～
●支部３Ｆ●支部３Ｆ
●学習会●学習会
　「環境問題について　「環境問題について
　～だから今SDGｓの活動を～」　～だから今SDGｓの活動を～」

《中間決起集会》《中間決起集会》
●10月22日㈯13：00～15：00●10月22日㈯13：00～15：00
● BBQPIT ルミネ立川店屋上● BBQPIT ルミネ立川店屋上
●参加費：2,000円●参加費：2,000円
　新規加入者に限り無料！　新規加入者に限り無料！
※アルコールの席となりますので、お子様の参加は※アルコールの席となりますので、お子様の参加は
ご遠慮下さい。ご遠慮下さい。

各分会1人の拡大協力をお願いします

新型コロナウイルスに感染してしまった方へ新型コロナウイルスに感染してしまった方へ
― 申請できる4つの制度があります！―
《傷病見舞金》

東京土建加入の組合員ご本人限定
●療養日数1日につき6000円の給付●

【必要書類】
申請の際には、申請書にお医者様の証明を頂くか保
健所からの「療養証明書」又は「マイハーシス療養
証明書欄のコピー」の提出が必要になります。
※療養終了日の記載の無い証明書を提出される場合
は、症状があった場合で10日間、症状が無かっ
た場合で7日間のみなし給付となります。
◎詳しくは支部までお問い合わせください。

《新型コロナウイルス感染症手当金》
土建国保加入の組合員・ご家族限定
【注意点】
給与所得・事業所得者の方でコロナウイルスの影響で
給与・事業所得が減っていて、かつ連続する３日を含
み４日以上仕事を休んでいる方が対象となります。

【必要書類】
事業所得者の申請の際には、保健所からの「療養証
明書」又は「マイハーシス療養証明書欄のコピー」
の提出が必要になります。
◎詳しくは支部までお問い合わせください。

《疾病入院給付金》
土建国保加入の組合員ご本人限定

( 扶養のご家族は対象外 )

【給付条件】
継続した5日以上の入院をしていること。
国保組合に本人として加入後、6カ月が経過してい
ること。

【必要書類】
入院時の領収書の写しの提出が必要になります。
◎詳しくは支部までお問い合わせください。

《土建国保減免》
土建国保加入の組合員ご本人限定
新型コロナウイルス感染症の影響により、建設産業
の収入が2019年または2021年と比べて30％以
上減少することが見込まれる組合員の方が対象
⇒保険料（２カ月～４カ月分）を免除
◎必要書類等含めて詳しくは支部までお問い合わせ
　ください。

■石綿特別教育■ 法律の改正で石綿含有建材を扱う解体工事、改修工事に従事する場合は、現場で必ず必要
となります。平成21年４月以前に取得して補講を受けていない方も注意が必要です。

【日時】10月23日㈰午前９時開始　【定員】45人　【締切】10月６日㈭


