
１．春の仲間作り運動がはじま

りました

１）全組合員訪問で対象者を見

つけよう！

春は「新しく職場に入った（新入社

員）の対象者」がたくさんいます。オー

ソドックスですが組合員訪問を続ける

ことが春の仲間作り運動を成功させる

特効薬です。センターに多くの組合員

（仲間）を集めて訪問行動をお願いい

たします。

２）行動日に仲間が集まらない

「行動日に仲間が集まらない」とお悩

みの分会・役員さんが多いようです。

行動日に仲間を集めるポイントは次の

通りです。

①分会執行委員会や分執での訴えだけ

では 中々集まりません。

②行動日の前日や当日（訪問班

と手分けして）各群の役員や組

合員に電話を掛け行動に来ても

らうようにお願いしてください。

③お願いの電話は1回であきらめ

てはいけません。繰り返しお願

い（やさしく）することが秘訣

です。

3)分会の統一行動日

※各分会諸事情があると思いま

すが支部の統一行動日通りお願

いいたします。

◆第１次４月14日(木)・15日（金）

◆第２次4月2０日(水) ･2１日(木）

◆第３次4月27日 (水)・28日（木）

◆第４次５月10日(火)･11日(水)

◆第５次５月18日(水)･19日(木)

20日（金）の内2日間

◆第６次５月25日(水)･26日(木)

※日曜行動は5月15日を中心に取組みお

願いいたします。

４）日曜行動を成功させよう

支部では5月15日（日）を中心に

「日曜行動」を提起しています。各分

会何か楽しい催しを企画していただき、

日曜行動を成功させるようにお願いい

たします。参加者が少ないと「元気」

が出ませんのでポイントを参考に参加

者集めをお願いいたします。

「ポイント」

・いつも協力していただく組合員に必

ず声をかけ参加していただくようにお

願いします。

・普段分会行事に参加しない仲間を1

人でも多く呼び込んで下さい。

・家族での参加ができるような企画を

お願いいたします。

・事前の声掛けが大事です、各分会ご

案内のチラシを作るなど工夫をお願い

いたします。

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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・参加者への声掛けは「電話」「訪問

行動」「会議」を通じてお願いいたし

ます。

・新しく参加してくれた仲間には「住

宅デー」のお誘いをお忘れなく！

５)月間目標は１月組織数の3.5％

9６人

★分会・支部目標と実績

分会 北赤 赤羽 西丘 神東 十央 豊王

目標 ８ ６ ４ ７ ７ 11

実績 1 0 ０ 0 2 ４

分会 北東 滝野 西原 直属 北支部

目標 8 ５ 5 35 ９6

実績 2 ０ 1 5 １５

２．就業実態調査に取組みます！

今年の就業実態調査は「外注手間請

け」「日当で働いている」仲間が対象

となります。北支部全体で900件とな

りますので対象になった方、分会にも

ご理解・ご協力をお願いいたします。

就業実態報告書は先日「緑色の封筒」

で発送しました。質問は支部事務所ま

でお願いいたします。なお、第一次締

切りは5月15日となっています。

３ 第87回メーデー今年は日曜

日です、多くの参加者で成功さ

せよう！

働く者の祭典「第1回メーデー」は

1920年5月2日（日）が上野公園で

開催されました。メーデーは今年で第

87回で今年はみなさん参加しやすい

日曜日の開催です。北支部も素敵なデ

コレーションを作成中です、皆さんの

参加をお待ちしております。

日時：５月１日（日）午前９時30分

場所：代々木公園

参加者：各分会15名以上

※代々木公園に集合お願いいたし

ます

参加希望者は各分会にお伝えお願いい

たします。

す。

４ 土建国保の手続きはマイナ

ンバーが必要です

この間、群会議で繰り返しお知

らせしていますが「土建国保手続

き」についてはマイナンバーが必

要です。残念ながら窓口には「マ

イナンバー」を忘れてくる組合員

が多いようです。改めて群会議等

での周知をお願いいたします。ま

た、土建国保組合にマイナンバー

の提出をお願いしていますが、ま

だ未提出の組合員が多いようです。

未提出者は郵送をお願いします。

５ 住宅デーを成功させよう

第３８回住宅デーは６月５日（日）

が統一開催日となっています。

「今年の各会場目標」

・来場者・・・・分会組織80％

・参加者・・・・分会12％

・住宅相談・・・分会組織数1％

◎子供の来場者を増やす取組みを！

・各会場のチラシを会場近隣小学校に

配布してください。

・子供がいる組合員に声掛けをお願い

いたします。

・当日の呼び込みは非常に効果的です。

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

北支部定期大会は4月３日（日）北とぴあ飛鳥ホールで行われました。新しい支部役員

は次の通りです。

「201６年度の支部役員体制」

執行委員長 渡辺 勝二（豊 王・再）

副執行委員長 岡村 茂寿（赤 羽・再）中西 昭一（西が丘・再）

鈴木 一二（神東・新）

書記長 石川 信一（北東・再）

書記次長 小池 正樹（西が丘・新）、和田 光太郎（直 属・再）

常任執行委員 岩瀬 実（滝野川・再）、栗木 末蔵（西が丘・再）、

本田 茂（北東・再）、髙橋 重則（神東・再）



◎宣伝活動

宣伝用ポスターは5月分会執行委員

会までに配布します。ポスターに関し

ては会場周辺はもちろんのこと各組合

員宅、センター等可能な限り張出しを

お願いいたします。★役員さんに「貼っ

ておいてねー」と渡すのではなく、拡

大行動などで皆さんで張り出し行動を

お願いいたします。

※第二回住宅デー実行委員会は決まり

次第お知らせいたします。

５．どけん共済について

１）共済推進の課題

春の共済推進月間がスタートしま

した。期間は5月一杯までとなってい

ます。新加入者は組合の説明を行う中

で加入を進めるようにお願いいたしま

すまた、役員で未加入の方がいました

ら加入をお願いいたします。

《火災共済》

◆目標：分会4件 支部41件

◆報奨 分会目標達成で5000円

《自動車共済》

◆目標 分会5件 支部55件

※自動車は8月末までとなります

2）新入学祝い金

今年４月に、小学校、中学校に入学

したお子さんがいる、組合員のみなさ

ん、申請をお忘れなく。５千円の図書

カードをプレゼントします。

６．各大会、総会報告

◆部 長 安藤 秀基（北東）

◆副部長 秋間 紳 （西ヶ原）

占部 龍太（北赤羽）

遠藤 正義（北赤羽）

◆書記長 工藤 拓也（神東）

◆相談役 稲垣 孝 （赤羽）

◆会 長 千葉理恵（西ヶ原）

◆副 会 長 会田 佳恵（豊王）

佐藤 由紀子（西ヶ原）

熊谷 裕子（神東）

◆事務局長 岡村 恭代（赤羽）

◆会 長 栗木末蔵（西が丘）

◆副会長 藤原芳司（豊王）・中田茂

(豊王)・三橋利勝（西が丘）

◆事務局長 中西昭一（西が丘)

◆事務局次長 鈴木一二（神東）

◆会長 堀田晋作（十央)

◆副会長 畠山忠雄（北赤羽)、持田清

（西ヶ原)、緑川明（西が丘）、

向山善康（滝野川）

◆事務局長 星貢（北赤羽)

７．今月の集会

１ アスベスト駅頭宣伝

今月はありません

２ 消費税駅頭宣伝

とき 4月25日(月）

時間 17時30分より

場所 十条キンコー堂前

３ 9の日宣伝

とき 5月９日（月）

時間 午後5時30分

場所 王子駅

参加者 分会2名

８ 今月の署名

１）震災復興、国民の安全、安心の実

現署名

規模：群1枚

２）子育て支援のため子供の医療費無

料、保険料軽減を求める署名

規模：群5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


