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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暑い夏、組織強化運動に取組
み秋の仲間作り月間につなげ
よう！
１.組織強化運 動の取組 みを
お願いいたします。
1）8月は組織強化運動
支部で提起している組 織強化
運動 （6月か ら8月 ）で すが、 す
でに 6月、7 月が経 過し ました 。
いくつかの分会では取組 み報告
もされています。
豊王分会
7月19日「バスレク」
8月3日 「婚 活パー ティ ー」な ん
と5組のカップルが成立！
西が丘分会
7月4日「第1回交流会」
神東分会
8月9日 「分 会活動 者会 議」４ １
名、初参加者16名！
西ヶ 原分会 8月9日 分会 活動者 会
議を 若手参 加者中 心に 16名で 行
う！
その他、北東分会の「 全世代
集ま っ て 大交 流 会」 8月 2 2日 、
など他の分会でも予定さ れてい
ます。
9月になると仲間作り運 動がは
じまります、終わればす ぐに冬
になり、あっという間に 分会総
会がまっています。今の 時期に
各分会催し等を行い「新 たな分
会協力者」を見つけてい くこと
をお 願い い たし ます 。 新た な

「参加者」「協 力者」には必ず9
月2 7日（日 ）大 住宅デ ーに お誘
いもお願いいたします。
２）仲間作り行動日程
第1次

9月10日、11日（木、金）

第2次 9月17日、18日（木 、金 ）
第３次 ９月24日、２５日（木、金）
第４次 １０月１日、2日（木、金）
第５次 １０月8日、９日（木、金）２日の
内１日を中間決起集会をお願いいたします。
第６次 １０月１４日、１５日（水、木）
◎日 曜行動 １０月１ ８日（ 日）まで に日
曜日行う
第７次 １０月２１日、２２日（水、木）
第８次 １０月27日、２８日（火、水）

３ ） 日 曜 行 動 後 の中 間 決 起 集 会
を！
昨年は全分で日曜行動に取組むこと
が で きま し た 。 今年 は １ ０ 月１ ９ 日
（ 日 ）を 中 心 に 取組 み ま す 。午 前 は
「拡大行動」、午後は分会ごとに「人
が多く集まり仲間との交流を深められ
る催し」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、
分会レクは対象外です。
「財政援助」
組合員20名以上参加
3万円
それ以下
なし
※沢山集めた分会には援助金を考慮

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

５）秋の仲間作り各分 会目標
各分会の目標は次の通りです！
ガンバロー！

★第2回実行委員会のお知らせ
日時：9月４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
分会
目標

北赤
9

赤羽
8

分会
目標

北東 滝川
11 8

西丘
6

神東
8

西原
6

十央
11
事業
３８

豊王
14
北支部
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６）北支部の仲間がポスター
（チラシ）に登場！

秋 の諸 運動 成功を 目指 す意 思統 一の
会議と して、秋 の活動者 会議を次 の日
時で開 催します 。活動会 議では各 分会
より5分程度「この 間（6月から8月）
組織強 化課題の 経験報告 」をして もら
います。
日時：２０１５年８月３０日（日）
時間：１３時開会
場所：赤羽会館
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ＰＡ Ｌ支
部役員、 役員以外の若手枠各分会2名

今 月各分 会に 配布 した ポスタ ーの モ
デルは 北東分会 の若手組 合員です 。ポ
スター のキャッ チコピー は分会長 会議
で決め た「青春 と東京土 建はオレ たち
の宝だ！」となっています。
ポスタ ーのデザ インもこ こ数年で 一番 ４、秋の仲間作 り決起集会
秋 の仲 間作 り運動 がは じま りま す。
良い出来と思われますので分会センター
みんな
で全分会 目標達成 に向けた 支部
や組合 員宅など 目立つと ころに張 り出
決起集 会を開催 します。 各分会大 勢の
しをお願いいたします。
参加をお待ちしております。
日時：2015年8月30日（日）
２ 秋の大住宅デー
毎 年恒例 の秋 の大 住宅 デーを 飛鳥 山 時間 ：17時 30分（ 支部活 動者会 議終
公園に て開催し ます。今 年は保健 所へ 了後準 備でき次 第はじめ ますので ご理
の申請を行うことから各分会「食べ物」 解お願いいたします。）
などの 出店につ いては保 健所の指 導を
参考に ご検討お 願いいた します。 その ５ 就業実態調 査
５ 月よ り皆 さんの ご協 力の もと 実施
他、中 央舞台で の催し、 区民に大 好評
してい
る就業実 態調査で すが、こ れか
の大木 工教室を 開催しま す。来場 者が
年々多 くなり要 員や各分 会テント など らの時 期は「未 提出者へ の連絡」 「書
「新し い参加協 力者」が 不可欠で す。 類不備 の方」へ の対応に 取組みま す。
各分会 新しい協 力者に声 掛けをお 願い 取組 みは 9月 末ま でと なっ てお りま す
ので、 まだ「未 提出」の 方がいま した
します。
◆日時 9月27日（日）10時～15時 ら組合に書類提出をお願いいたします。
◆場所 飛鳥山公園

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（ 8月 27 日、 28 日） まで に
お支払いをお願いいたします。

７ 社会保険未加入業者一斉
指導はじまる

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

国 土 交通 省 は、 建 設業 許 可 業者 に 対 る運動」に取組んでいきます。
する 社会 保険 加入 指導 を前 倒し する こ
とになりました。2016年1月以降に更 10、 今月の行動
新作業を迎える未加入約12万社の うち、① アスベスト定例駅頭宣伝
社会 保険 未加 入業 者を 抽出 し、 秋に は 日時：８月２０日（木）
国土 交通 省よ り「 社会 保険 未加 入の 指 時間：１７時３０分
導文 章」 が発 送さ れま す。 その 後、 年 場所：王子駅
金事務所への通報になり、強制加入（2 参加者：分会２名
年分 遡る 可能 性大 ）と なる はず です 。
皆様 の周 りで 社会 保険 未加 入問 題で 悩 ②消費税増税反対駅頭宣伝
んで いる 業者 がい まし たら 「組 合に 相 日時：８月２４日（月）
談し てみ よう 」と 声掛 けを お願 いい た 時間：１７時３０分
します。
場所：赤羽駅
参加者：分会３名

８

Dライフ発 行！

「暮らしに笑顔の共済ガイドDライフ
3号」が発刊されました。ファミリーカー
ド情 報満 載で す。 また 、主 婦の 会副 会
長である岡村さんのお料理紹介コーナー
も見 逃せ ませ ん。 好評 の「 太郎 君の 間
違い さが しコ ーナ ー」 は親 子で 楽し め
る内容です。ぜひ見てください。

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
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今月の署名

今月 は３ 種類 の署 名を お願 いい たし ま
９ 技能労働者不足について
す。
建設 技能工不足 が叫ばれ ています。 仲 ①核兵器全面禁止のアピール署名
間よ り「 求人 を出 して も人 が集 まら な 対象：全員
い」とよく聞きます。5月の東京での有
効求人倍率は次の通りでした。
②憲法改悪反対労組連絡会署名
建設技能労働者 5・18倍
対象：群1枚
全職種
1・71倍
建設 技能 工（ 特に 若い 労働 者） が集 ま ③障 害の ある 子供 達の 教育 ・生 活を ゆ
らな いの は一 概に は言 えま せん が「 低 たかにする東京の会」署名
賃金」が大きな原因と言えます。
対象：群1枚

組合 は賃 金を 引 き上 げる 運動 と し
て公 契約 条例 等 「賃 金を 引き 上 げ

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。募金総額は125,884円になり
ました。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22日、23日（土、日）
2２日12時より19時
2３日9時30分より17時

◆会

場

北とぴあ地下1階展示ホー

ル
◆映像展 無料
8月
「泥にまみれた靴で」22日12時30分
「千羽鶴」
22日13時15分
「プラトーン」
22日15時00分
「火垂るの墓」
23日10時15分
「渚にて」
23日13時30分
場所 東京土建北支部３Ｆホール
主催：東京土建北支部厚生文化部

