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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組織強化運動スタート！7月・8月は
各分会が独自の課題を見つけ追求し
よう！
１ 、 各 分会 ７ 月、 8月 は 組 織強 化
運動の取組みをお願いいたしま
す。

毎年6月、7月、8月は各分会「組
織強化運動」に取組んでもらっていま
す。
分会の組織強化は各分会によって課題
が違いますので課題を決めて取組むよ
うにお願いいたします。併せて支部役
員不足問題についても各分会で話合い
をお願いいたします。
例）
・新加入者歓迎会を実施し、新加入者
と役員の顔合わせをすることで関係を
築く
・群会議に分会四役が出向く
・課題を決めて学習会を開催する
・分会交流会開催
・群の問題点を再確認する
・分会・群役員発掘

２ 建設国保予算要求はがき
運動がはじまります 。
国保を取り巻く状況は厳しくなる一
方です。今年から5年間で国の補助金
（一律32％）が11段階に区分けさ
れます。補助金削減は国保料値上げに
直接つながります。こうした中、全組
合員のハガキ運動は国・都の補助金獲
得に大きな威力があります。
組合員の皆様には大変なご苦労をお
かしますが「ハガキ要請」についてぜ
ひともご協力いただくようにお願いい
た し ま す 。 ※ 短い文例を 載せてお

きますので参考にしてください
(文例）
・私は東京の大工です。土建国
保の予算を減らさないでくださ
い。
・私は大工です。土建国保予算
削るな！
３ 地震共済9月1日よりスター

ト
熊本地震の影響もあり地震共済の要
望が高くなってきました。土建共済会
では9月1日より「地震共済」をスター
トさせます。地震共済はどけん火災共
済に加入している方が対象となります。
火災・自然災害とともに地震への備え
を共済で準備しましょう。詳細はチラ
シ（7月下旬支部到着）でご確認お願
いいたします。（8月分会資料配布予
定です）
（掛金例）

木造40口

全壊
半壊

年間6,600円の場合

2百万円 大規模半壊 百万円
60万円 一部壊6万円

※建物上限200口となります
※ 火災共済と同じ口数までしかかけること
ができません

４

建康診断（日曜健診）

7月より健康診断の日曜日健診がス
タートしました。まだ下記の病院では
受付しておりますので、未受診の方が
いましたら是非健康診断を受診しましょ
う。
「申し込み方法」

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

専用申込書ご記入の上、 支部事務所に
ＦＡＸ（03‐5959‐5766）を！
※7月３１日の北支部での健診は小さ
なお子さんを一時預ける こともできま
すので、お子さんがいる 方も気軽に受
診してください。
※健診オプションは申込 用紙を参照し
てください
日程
各日午前9時より開始

シートと土嚢が必要
・古い木造住宅は１ Ｆ部分がつぶれた
家が多かった
・鉄筋コンクリート 造は破損した住宅
が見られなかった
・震災当時は自転車が活躍した
・現在でも車中泊の方が沢山いる

※ 東 京 メ デ ィ カ ル 、 北 支 部 8時 30
分より開始
7月23日（土）
北診療所
7月24日（日）
桐ヶ丘診療所
7月24日（日）
東京 メディカル
7月24日（日）
浮間診療所
7月24日（日）
王子生協病院
「
7月31日（日）
北支部
１Ｆ部分がつぶれた木造家屋」
31日北支部は女性健診あり

５ 秋の住宅デーが開催され
ます
区民に大好評の「秋の大住宅デー」
が今年も飛鳥山公園で開 催されます。
8月にはチラシを全員配布しますので
参加のお誘いをお願いい たします。例
年通りポスターも作るの で大いに宣伝
をお願いいたします。
日時：201６年9月２５日（日）
時間：午前10時から
場所：飛鳥山公園

６、熊本復興支援報告

「倒壊寸前の家屋」
７、東京都知事選挙が行われ
ます

北支部では6月18日（土）～21日
桝添前都知事が金銭問題で辞任した
（火）まで熊本に6名で人的支援に行
ことにより東京都知事選挙が7月31日
きました。熊本では仲間 である熊本県
に行われます。この間、金銭問題で2
建築労働組合と一緒に組 合員訪問・物
人の都知事（猪瀬氏 、桝添氏）が辞任
資配達を行いました。現 地はまだまだ
するという前代未聞 の事態となってい
何も変わらなく、いまだに水が出ない
ます。都知事が誰に なるかによって私
地域や物資が不足してい る地域があり
たちの土建国保や暮 らしに大きな影響
ました。また、屋根修繕 や解体工事等
があります。東京土 建は「政党支持の
で悪質（ぼったくり）業 者が沢山いる
自由」「政治活動の 自由」を保障する
こともわかりました。今 後も北支部は
立場は変わりません 。組合員、家族と
熊本の支援を続けていく こととします。
もに必ず投票に行く ようにお願いいた
「特徴」
します。
・東日本大震災との違い は電話がつな
がったこと（ラインの普及によるもの）
８、宿泊旅行利用者補助を申
・ガソリンパニックがあった
・水不足が続き困った 洗濯ができな 請しよう
土建国保に加入している本人、家族
かった
は年度内１回１泊分
３０００円の宿泊
・屋根工事の応急処置は 厚手のブルー

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

補助を受けることができ ます。※６５
歳以上は５０００円です 。ぜひともご
利用ください。（申請書 は支部にあり
ます）

９

毎年お願いしている夏季募金は5月、
6月に「熊本支援募金」を実施した関
係から実施いたしま せん。組合員の皆
様には熊本支援募金 にご協力いただき
ありがとうございました。

支部活動者会議

秋の拡大前に情勢や組 織強化の学習 １ ３ ． 組 合 手 帳 2017年 度版 申
を行う秋の活動者会議が 下記日程で開 し込みについて
催されます。
2017年度版、組合手帳の申込が始
日時：201６年8月２８日（日）
まります。今月各分 会に申込用紙を配
時間：午前１０時より
布します。
場所：北支部会館
◎Ｌ版 2９0円
講師：調整中
参加者：支部執行委員会 構成メンバー、◎Ｍ版 2９5円
分会5名（分会長、組織部長、40歳代 ※Ｌ版は大量生産のため安くなります
までの若手枠、他分会より2名）

１０今月の署名
１ 水俣病被害解明要求署名
規模：分会5枚
※今月は1種類だけです、国保ハガキ
運動に集中しましょう

１１

今月の行動

①アスベスト駅頭宣伝
日時：7月20日（水）
時間：17時30分より
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：７月２２日（金）
時間：１７時３０分より
場所：十条キンコ―堂前
参加者：分会２名
③国民平和大行進
日時：7月２７日（水）
時間：14時より
場所：北区十条中央公園（雨天決行）
参加者：原水禁参加者（過去含め）

主婦の会よりお知らせ
「親子でＥＮＪＯＹ学び塾」
開催のお知らせ
北支部主婦の会で は北区元教師を招
き「子供（小学生） とその親」が一緒
に楽しく学び、遊び 、食事をとる（軽
食）「親子でＥＮＪ ＯＹ学び塾」を開
催します。次回は8月10日（水）
「夏休みの宿題を終 わらせよう！」を
テーマに開催します 。勉強だけではな
くみんなで楽しく取 組むことが目的で
す。組合員と子供（ 孫もＯＫ）のご参
加をお待ちしております。
日時：8月10日（水）
時間：14時～18時の間
場所：北支部４Ｆ
費用：無料
持ち物：筆記用具、 夏休みの宿題等自
分の学習用具
※軽食の用意がある ので事前に申し込
みをお願いします。

④定例9の日宣伝
日時：８月９日（火）
時間：17時30分から18時30分
場所：王子駅
参加者：分会２名
※今月公契約条例街頭宣伝は中止です
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夏季募金中止について

「学習会の様子」

