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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土建国保を守る「予算要求は
がき」運動にご協力をお願い
いたします
１ 、土 建 国 保補 助 金 運 動 は
「国保料金を値上げさせない」
有力 な手段 です 。ご協 力お 願
いいたします。

・特別区民税（個人の場合）前期の法
人都民税（法人の場合）を完納してい
ること
・一時的に運転資金が必要な方
・適切な事業計画と保証対象業種であ
政府の社会保険削減政策が原因で土
ること
建国保の料金が毎年値上げにな可能性
「融資額」500万円まで
が高くなっています。これ以上国保料
「融資期間」1年以内
金を値上げさせないためにも「はがき
「利息」本人負担０．３％
運動」は重要な取組みとなっています。 「保証料」全額北区負担
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
３ 家族揃っ て豊島園！
ひともご協力いただくようにお願いい
プ ール ・遊 園 ・ バ ーベ キュ ー
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！

２ 北区で は中小企業 向け
「夏季融資」受付中で す。
北区では現在中小企業向け運転資金
を短期で借入する際の融資を行ってい
ます。利息0.3％と低利なので必 要な
方はぜひこの機会を利用してみてはど
うでしょうか
「対象者」
・北区内で1年以上継続して事 業を営
む中小企業

で盛り上がろ う

北ＰＡＬでは恒例の「豊島園バーベ
キュー」のつどいが開催されます。夏
休みの思い出を豊島園でつくろう！
「申込資格」
・組合員が北ＰＡＬ会員であること
（未加入者は北ＰＡＬ会員になればＯ
Ｋ）会費は無料、すぐに登録できます。
「費用」
大人3000円
子供1000円（小学生以下）
入場券・プール・バーベキュー・乗り
物券がついています。
「北ＰＡＬとは」
野帳場従事者の会で、主に野帳場の情
報を集め、現場改善運動等活動してい
ます
「申し込み方法」
専用申込書ご記入の上、支部事務所に

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

ＦＡＸ（03‐5959‐5766）を！

４

夏の組織作りに関 して

秋の仲間作り月間までの6月、7月、
8月 は組 織強 化月 間と なっ てい ます 。
組織強 化といっ ても難し く考える 必要
はあり ません。 これから 取組む「 群三
役学習 会」など で、少し ずつ取組 みを
お願いいたします。
◎群について現状を把握する
群の現状を把握することはとても大事
です。
①群会議をきちんと開いているのか
②組合 員は決ま った日・ 決まった 時間
に組合費を持参するのか
③本人が群会議に参加するのか
④読合せをしているのか
⑤まっ たく群会 議に来な い組合員 が何
人いるのか
◎群役員問題
①群長・群会計が別々にいる
②副群 長・副会 計（候補 を含め） いる
か
③群長、群会計が病気などでいなくなっ
た場合の対策
◎分会役員問題
分会 役員問題 もこの時 期から検 討し
ていく ことで、 来年度あ わてなく てす
むと考えられます。

るか 再認識しましょう。事業主や一人
親方は「労災特別加入」が必要です。
・通勤 途中の災 害も「労 災」です 、覚
えておきましょう。
・これ からは暑 くなり「 熱中症」 の災
害が増 えます。 熱中症は 労災の対 象に
なりますので覚えておきましょう。
・暑く なるこれ からの季 節は過労 によ
る事故も多くなります。

６

7月健康診断受付中です

7月は健康診断集中取組み月間となっ
ており ます。日 曜日健診 は下記の 日時
で取組 みますの で希望者 は申込み くだ
さい。
日程
各日午前9時より開始

※北支部は8時30分より開始
7月22日（土）
北診療所
7月23日（日）
桐ヶ丘診療所
7月23日（日）
浮間診療所
7月23日（日）
王子生協病院
8月6日 （日）
北支部

７ 支部住宅センター会員大
５ 7月は全国 労働安全週 間の 募集！
支 部で は「 区民か らの 仕事 の受 け皿
月です
7月 1日 から 7月 7日 は全 国労 働安 全
週間で す。仕事 上（現場 ）の安全 問題
について改めて考えてみてはどうでしょ
うか。
「ポイント」
・建設業で一番多い労働災害は「転落」
事故で す。転落 事故は「 重大な災 害」
につながることを再認識しましょう。
・自分 は現場で 労災事故 の場合ど うな

機関である住宅センター」があります。
年間60件を超える見積もり依頼があり、
工事は登録メンバーで施工しています。
現在 住宅セ ンター では「 2017年 度会
員」登 録を受付 ています ので希望 者は
支部にお問合せお願いいたします。
「会員条件」
・工事は会員の責任施工で行う
・労災保険加入
・分会の行事等積極的にかかわること

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

詳細は支部事務所まで。

８ 支 部6 0周 年 記 念 行 事 「 大
住宅デー」取組みに関 して
毎年 秋に取組 む「秋の 大住宅デ ー」
を支部60周年記念行事として取組みま
す。今 月各分会 には次の ことを決 め支
部に報告をお願いいたします。

①要員 木工教室等 2名
②分会テント出店内容
最低１ テント（ 食べ物） を出店す るよ
うにお願 いいたし ます。な お 、 分 会
テント は希望に より４テ ントまで 出店
できます。
※保健 所への申 請を行う 観点から 次の
品目は出店できません。
「麺類」（焼きそば除く）
「ご飯もの」現地で炊くのはＮＧ
「つけもの」
その他 は支部に お問合せ お願いい たし
ます。
※予算 は１テン トあたり １万円（ 例年
通り）

「概要」
日時：１０月１日（日）
時間：１０時から１５時
場所：飛鳥山公園
「取組み内容」
①ステージ
②模擬店
③木工教室
④フリーマーケット
⑤ふわふわなどの遊具
「チラシ宣伝」
８月の 群会議で 全組合員 分配布予 定で
す。

催されます。
日時：201７年９月３日（日）
時間：午前１０時より
場所：北とぴあ 飛鳥ホール
講師：調整中
参加者：支部役員・分会四役・群代表、
分会若手役５名

１０今月の署名
１ 広島・長崎署名
規模：全員
※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消費税増税反対駅頭宣伝
日時：７月２４日（月）
時間：１７時３０分より
場所：十条キンコウ堂
参加者：分会２名
②国民平和大行進
日時：7月２７日（木）
時間：１３時３０分
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）
④定例9の日宣伝
日時：８月９日（水）
時間：17時30分から18時30分
場所：王子駅
参加者：分会２名

１ ２ ． 組合 手 帳 20 18年 度 版 申
し込みについて
201 ８年度 版、 組合手 帳の 申込 が始
まりま す。なお 、ことし よりＬ版 のみ
の扱い となりま す。今月 各分会に 申込
用紙を配布します。

◎Ｌ版

2９0円

１３ 夏季募金にご協力お願
いいたします

９

支部活動者会議

秋の 拡大前に 情勢や組 織強化の 学習
を行う 秋の活動 者会議が 下記日程 で開

今 年も 皆様 の 温か いご 支 援を お願 い
いたし ます。今 年は①原 水禁世界 大会
②障害 者団体支 援③弾圧 犠牲者救 済活
動支援 ④争議支 援⑤福岡 災害支援 に募
金します。

