
１ .全分会目標達成めざし、さまざま
な情報を群から発信しよう

1）分会で計画する「交流会・相談会・活動

者会議」に群からたくさん参加しよう

8月の仲間づくり運動は秋の本番の仲間づ

くり運動を成功させるため、最終的に「年

間実増」を実現出来るかどうかを左右する

大切な月となります。北支部は昨年から分

会活動を軸とした、仲間のつながりを深め

るさまざまな交流の取組みが、各分会でお

こなわれています。8月も各分会で「交流会・

相談会・活動者会議・統一行動」など開催

する予定です。群の仲間に声掛けをしてよ

り多くの参加者を募り、成功させましょう。

詳細は役員、群長さんからお聞き下さい。

８月 日（ ）時間

2）秋の仲間づくり月間の基本方針

行動の重点は、若

手・中堅世代と共に

全世代型の活動でみ

んなで仲間づくり運

動に取り組むこと。

また、組合内事業所

に対しては「社保問

題」の組合相談を徹

底し、対話と交流を広げることをめざして

いきます。

★分会で計画している「交流会・相談会・

活動者会議・統一行動」に群からたくさん

参加しましょう

★地域大量宣伝行動

立て看板、ポスター張りなどの行動

3）９月の仲間作り月間統一行動日の日程

※分会の拡大センターと集合

時間と、日 程変更のある場合

は群長さんが説明をし て下さ

い

第１次 9月13日(木)・14日(金)

第２次 20日(木)・21日(金)

第３次 27日(木)・28日(金)

4）仲間づくり月間決起集会に参加しよう。

2ヶ月間の行動をやりきるための意思統一

と参加者みんなで盛り上げていく取り組み

です。組合員と家族のみなさん、特に今ま

で参加したことがない人や若手の皆さんの

参加をお待ちしています。群から数人参加

できるようお願いします。

日 時 ９月11日（火）19：３0より

場 所 支部事務所三階

※全分会成果を持ち寄って盛大に盛り上

げましょう

★秋の月間目標★

組織数の５％または年間残目標数

群会議では、組合費・保険料を納入し、仕事や暮らし、組合についての意見を出し合いましょう
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群･分会の仲間と交流を深め、団
結を強めて、秋の仲間づくり月間
を成功させ悪政に立ち向かおう！！！

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十条 豊王

目標 10 9 7 6 7 11

分会 中央 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 7 9 9 7 52 134



２.国民不在の暴挙を許すな！
消費税増税阻止の取り組み

７月のところで、

「全分会で消費税増税

問題で学習会を開く」

と提起し、各役員を先
頭にした取り組みとな

り、全分会で開催する

ことができました。前段での支部で開催した

学習会と合わせると延べ195人が参加してい

ます。分会によっては「もう少し参加者を増

やしたかった」などの声もありましたが、
「すべての分会で取り組めた」という到達と

しては大いに運動の前進となりました。消費

税の逆進性の問題や税制を変えることで、消

費税を増税する必要が無い事、マスコミが宣

伝する国の財政の問題点などが明らかに出来、

参加された仲間からこのような実態を国民に
広く知らせて、消費税増税法案を廃案に追い

込もうと意思統一が出来ました。今後各分会

で取り組まれる、「活動者会議、相談会、交

流会、統一行動」などの集まりのときに簡単

な学習資料を用意しますので、議題の一つと

してみんなで大いに討論しましょう。

３．秋の大住宅デーに参加しよう！
先月お知らせしたように今年の

秋の住宅デーは飛鳥山公園にて、

全分会での統一開催となります。
また、若手・中堅世代が集れる催

しを用意して「秋の大イベント」

として取り組みます。各分会からは食べ物な

どの出店や出し物、アイドルグループの舞台、

仲間のバンド演奏、大木工教室

など現在実行委員会で準備中で
す。群の仲間の皆さんも家族、

ご近所誘い合って楽しい一日を

過ごしましょう。

４．秋の共済推進の取り組み
火災共済と自動車共済の推進月間を、８月
～１１月まで取組みます。（本番は１０月・

１１月、カウントは８月より）

今回の月間目標は下記の通りです。

1）火災共済

月間目標

支部 組織の1.5％（４０件）
分会報奨 ５件 ５０００円

11月までに新加入してもらった方には、

キャンペーンとして500円のクオカード

を進呈します。

2）自動車共済

火災共済と同時に取り組みます。この自動
車共済も組合の一つの魅力として、未加入者

への組合加入の一つきっかけに提案してみて

下さい。また、組合員さんの中で他の自動車

保険に加入されている方はぜひ、この機会に、

「見積もり」してみて下さい。今、入ってい

る保険の証書などを出していただければすぐ
結果は出ます。こちらも11月までに新加入

してもらった方には、1000円のクオカード

を進呈します。

月間目標

支部 組織の1.5％ （４０件）

分会報奨 ５件 ５０００円

５．仲間の命と健康を守る取り組み
①特定健診、保健指導の受診

今年度最初の集団健診が7月

に終了しました。定員680人に

対し、568名の受診でした。特

定健診の受診率70％にむけて秋

と冬にも計画しますので、年度

内の受診をしていきましょう。

また、保健指導については、国保組合から対象

者に連絡が行きます。無料で受けられますので、

早めの受診をお願いします。

★健診に行こう!キャンペーン

2012年4月から2013年3月末までに健診を

受診した人の中から、抽選で200名の方に国

保 組合からプレゼントが贈呈されます。

②分会健康教室に参加しよう

今年の健康教室は「糖尿病」を中心に取り組み

ます。現在２分会が終了し、１分会で実施が決定

しています。所属分会からお知らせがあったら、

ぜひご参加下さい。

６．当面の集会について
※参加希望者は必ず群長さんに申出て下さ

い。動員数で、すでに一杯の場合は、ご了承

下さい。

群会議で、新しい仲間が参加した時は、自己紹介し合いましょう

支部活動者会議

◆日 時 ９月２日（日）13：0０より
◆会 場 けんせつプラザ東京（本部会館）

◆参加対象 群長または群代表、分会４役、分会専門

部長、分会若手 枠2名、支部役員、

青年・主婦の会・シニア・PALの支部

役員



1)消費税廃止・増税反対駅頭宣伝（北区連絡
会）
◆日時 8月２4日（金）

17：30～18：30

◆場所 赤羽駅東口

◆参加 分会２人

2）アスベスト訴訟逆転勝利にむけた宣伝
◆日時 8月２7日（月）

17：30～18：30

◆場所 ①赤羽駅西口

⇒北赤羽、赤羽、西が丘、神東、十条
② 王子駅北口

⇒中央、豊王、北東、滝野川、西ヶ原

◆参加 分会２人

3)９の日宣伝行動
◆日時 ８月29日（水）17:30～18:30
◆場所 王子駅北口

◆参加 分会１人

4）賃金対策関係
①秋の賃金行動

「地域大手現場訪問」「区内建設業者訪問」

を中心に行ないます。

◆日時 ９月18日（火）10時集合
◆場所 北支部事務所

◆参加 分会賃対部長を中心に１名

②現場調査行動

◆日時 8月２2日（水）16時集合

◆場所 支部事務所

◆参加 分会1人

今月、2種類署名をお願いします
今月の群会議で下記の署名のご協力をお願いし

ます。4種類の署名の要請があり、分会担当を

割り振りました。各群2種類ありますのでよろ

しくお願いします。

★北赤羽、赤羽、西が丘、神東、十条

①アスベスト公正判決要請署名＝群3枚

②子育て新システム撤回署名＝群1枚

★豊王、中央、北東、滝野川、西ヶ原

①オスプレイ配備撤回署名＝群3枚

②三鷹バス痴漢冤罪署名＝群1枚

群会議開催日の１６日・１７日は支部事務所に書記が待機しています。ご不明な点はお電話で問い合わせを

お知らせ
１．夏季募金の取り組み結果
ご協力、大変ありがとうございました。募金は

138,272円に上り、支援先の5団体に按分し

て送金しました。

２ 無料法律相談会
◆日 時 8月２2日（水）14：00～

◆会 場 支部事務所

◆相談者 北法律事務所の弁護士

※ご希望の方は、事前に電話予約を

３．主婦の会の会日帰り旅行会
◆日 時 8月25日（土）

◆場 所 大洗方面

◆定 員 ４０人

※定員になり次第締め切ります。参加希望の

方は分会主婦の会に問い合わせ下さい。

4．北区中小企業夏季・年末資金のお知らせ
北区が区内中小企業向けに有利な企業融資を斡

旋しています。

夏季分については終了していますが、年末の資金

対策としてぜひ活用を検討してみてください。今

月チラシを配布します。

5.労働保険2期分受付が始まります
◆日 時 8月２0日（月）・21日（火）

10：00～16：00

◆場 所 支部事務所

6.平和のための北区戦争展
18回目となる戦争展が今年も開催されます。

非核・平和・原発ゼロの世界を実現するためみん

なで考えましょう。 入場無料です

◆日 時 ９月１日（土）11:45～18:00

2日（日） 9:30～18:00

◆場 所 北とぴあ地下1階展示ﾎｰﾙ

★特別企画として9月1日18時から北とぴあ飛

鳥ﾎｰﾙにて「さようなら原発in北とぴあ」を開催

します。講談師・神田香織さんの講演がありま

す。こちらは参加費500円です。

★★求人情報★★

○電工 （常用・請負･社員）

有限会社 秀電工（神東分会）3901-0400

○建築積算 （常用）

サン建装（滝野川分会） 090-8851-6819


