
１.夏の仲間作り・組織作り
を成功させ秋の仲間作り運動
につなげる取組みを

1）8月は各分会活動（活動者会
議、統一行動、宣伝行動、交流
会など）を計画することをお願
いいたします。
７月の仲間づくりの結果は９名加入の
成果でした、また脱退が42名となり
8月1日の組織は2607人（1月－26
人）となりました。8月は秋の仲間作
り月間の準備期間として極めて大切な
時期です。各分会8月は（活動者会議、
統一行動、宣伝行動、交流会）を計画
し、秋の仲間作り月間の意思統一と組
織強化をお願いいたします。

２）秋の仲間作り月間の基本方
針

秋の仲間作り月間の重要課題は次の
通りです。

統一行動における参加者を大
きく増やし、組織強化を図る

各分会統一行動の数字を追いかける
だけではなく、新たな参加者を確保し
組織強化を図り、将来の役員候補をみ
つける取組みをお願いいたします。

３）仲間作り行動日程
第1次 9月10日、11日（水、木）

第2次 9月18日、19日、20日（木、金、

土）の内2日

第３次 ９月２５日、２６日（木、金）大

住宅デー参加お誘いデー

第４次 ９月３０日、１０月１日（火、水）

第５次 １０月９日、１０日（木、金）２

日の内１日を全群長集合中間決起集会

第６次 １０月１４日、１５日（火、水）

◎日曜行動 １０月１９日（日）を中心に

第７次 １０月２１日、２２日（火、水）

第８次 １０月２８日、２９日（火、水）

４）日曜行動後の中間決起集会
を！
１０月１９日（日）を中心に「午前拡
大行動」「午後分会ごとにバーベキュー
など」仲間を集める行動の取組みをお
願いいたします。財政援助は２つの行
動を行うことが条件で、分会レクは対
象外になります。多くの組合員を集め
て取組みをお願いいたします。
「財政援助」
組合員20名以上参加 3万円
組合員１５名から１９名参加 ２万円
それ以下 なし
※10月26日の取組みは対象外です。

５）仲間づくり月間決起集会に
結集しよう。

当日は秋の活動者会議後に開催しま
す。活動者会議に参加しない仲間にも

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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声かけをお願いいたします。
日時８月３１日（日）１７：３0より

場 所 支部事務所三階

６）秋の分会目標

２ 秋の大住宅デー
昨年に引き続き、飛鳥山公園にて、

全分会での統一開催となります。各分
会からは食べ物などの出店や出し物テ
ント、中央舞台での仲間のバンド演奏、
昨年区民に大好評だった大木工教室な
ど若手・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。 ◆日 時 9月29日（日）
10時～15時
◆場 所 飛鳥山公園

★第2回実行委員会のお知らせ
日時：9月5日（金）19時30分より
場所 ：支部会館
参加者：住宅デー実行委員

３.秋の支部活動者会議
秋の運動成功を目指す意思統一の会

議として、秋の活動者会議を開催しま
す。
日時：２０１４年８月３１日（日）
時間：１３時開会
場所：北支部会館
参加者：支部役員、分会四役、分会専
門部長、群代表、青年部、支部主婦の
会四役、シニアの会役員、北ＰＡＬ支
部役員

４、全建総連東京都連北区建
設協議会結成しました

公契約条例制定運動を進めるために
全建総連の仲間である建設ユニオン城
北支部と東京土建北支部は、全建総連
東京都連北区建設協議会を７月２９日
結成しました。今後公契約条例制定運

動は協議会で行うことになります。
「今後の運動」
１ 北区建設業協会、北区総合建設業
協議会との懇談を行います。
２ 北区各会派要請を行います。
３ 学習会を開催します
「北区より良い公契約を考える学習会」
日時：２０１４年１０月２日（木）
時間：午後７時より
場所：北とぴあ スカイホール
参加者：支部四役常任、執行委員、分
会７人

５ 所得調査の取組み
７月より実施している所得調査の取

組みですが、８月７日現在回収率が５
０％をようやく超しました。各分会に
おいては未提出の組合員への声掛け運
動にご協力をお願いいたします。

６ 労働保険２期分納入のお
願い

労働保険（労災保険、雇用保険）２
期分の納入時期になりました。該当者
には支部よりハガキで連絡をしました
ので期日までにお支払いをお願いいた
します。

７ 福島子供応援ＰＪ報告
福島の子供たちは今でも「外に出る

のは３０分が限界」と言われ放射能を
気にしながら生活を送っています。東
京土建も参加するさようなら原発アク
ション北では８月１日より３日間支部
会館を宿舎として福島より子供１８名、
親１７名を招待しました。２日目には
東京土建北支部役員、主婦の会を中心
に歓迎会を１５０名を超える参加者で
成功させました。子供達からは笑顔が
絶えずとても良い取組みとなりました。

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

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 9 8 6 8 11 14

分会 北東 滝川 西原 事業 北支部

目標 11 8 6 ３８ １１９



８ 福島復興支援
今年も支部主催「福島復興支援」を

行います。今年は福島県いわき市小学
校体育館をお借りして木工教室を中心
に取組む予定です。ボランティア募集
は次月以降に行います。
日時 ：２ ０１ ４年 １１ 月８ 日 、９ 日
（土・日）
場所：いわき市立平第二小学校
催し：木工教室、鉄板焼き（予定）
参加者：全体で４０名前後
※豊島支部も一緒に参加します

９ 健康診断の取組み
下記日時で日曜健診を実施します。

今回も子供を預けることができるスー
ペースをご用意しますのでご活用くだ
さい。
日時：９月１４日（日）
時間：９時より
場所：北支部会館
一般健診は無料、オプションはチラシ
をご参照ください

10、今月の行動
① アスベスト定例駅頭宣伝
日時：８月２０日（水）
時間：１７時３０分
場所：王子駅
参加者：分会２名

②消費税増税反対駅頭宣伝
日時：８月２５日（月）
時間：１７時３０分
場所：王子駅北口
参加者：分会３名

③９の日宣伝

日時：９月９日（火）
時間：１７時３０分
場所：王子駅
参加者：分会２名

１１ 今月の署名
今月は４種類の署名をお願いいたしま
す。
①核兵器全面禁止のアピール署名
対象：全員

②あやまれつぐなえなくせ原発被害署
名
対象：群1枚

③年金暮らしまもれ署名
対象：分会3枚

④確実な景気回復と庶民の仕事や暮ら
しに配慮した税制の実現を求める署名
対象：分会3枚

１２ 今月の求人・求職
①有限会社エアープラン 石橋薫（豊
王分会）
電話：０３－３９１３－４６７５
職種：空調設備
募集：2から3人
条件：要普通免許

②有限会社斉藤興業 斉藤光代（事業
所）
電話：０３－５２４８－３３６３
職種：解体工事
募集：若干名
条件：特になし

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 155,821円に上
り、支援先の5団体に按分して送金し
ました。

２ 平和のための北区戦争展
◆日 時 8月23日24日（土、日）

23日12時より19時
24日9時30分より17時
◆会 場 北とぴあ地下1階展示ホー

ル アニメ「はだしのゲン」上映会
日時：23日 13時30分

24日 10時30分
場所 東京土建北支部３Ｆホール


