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月 日、辺野古の
基地建設に反対するテ
ント村を訪問。朝早く
からの訪問にもかかわ
らず、すでに住民の方
が集まり辺野古の海を
じっと見つめておられ
ました。現在政府によ
る建設作業は中止され
ているのですが、未だ
海底には作業過程で沈
められたコンクリート

港を自衛隊との共用使
用し基地化することに
反対するために、当日
は大牟田地区労連の仲
間と抗議の声をあげて
きました。（矢野通信
員）

▼今年も世相を表す
「今年の流行語大賞」
候補 選が発表されま
した。「ＥＵ離脱」
「ＳＭＡＰ解散」「保
育園落ちた日本死ね」
「ポケモンＧＯ」「パ
ナマ文書」「トランプ
現象」「マイナス金利」
「神ってる」などです。
そして今年の 大出来
事が新聞やテレビで発
表されます。
▼僕の 大出来事はと
考えると中々出てきま
せん。それだけ平凡だっ
たということでしょう
か。でも社会現象でい
うなら、１月 日私の
歴史上最低気温 度の
大寒波で大牟田市内全
域で断水、自衛隊の給
水車が来て全国ニュー
スで報道されました。
そして４月 日と 日
の熊本地震での大きな
揺れ、現地熊本では死
者１３１人を出す大き
な被害発生、 万３千
人が避難し、ライフラ
インや交通網が寸断さ
れ、被害額は４・６兆
円ともいわれています。
そして追い打ちをかけ
るがごとく、お隣り南
関町では大雨でがけ崩
れが発生「全町避難勧
告」がでました。大雨
が上がれば今度は猛暑
が続きの異常気象の連
続です。
▼夏の参議院選挙では、
憲法改正勢力が衆参で
２／３確保してしまう
結果になりましたが、
一方で野党の選挙共闘
ができ新たな展望も生
まれてきましたことは
大きな出来事です。
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なっているのはおかし
い。一刻も早く撤去し
てサンゴを守ってもら
いたい」と心配の声を

座り込みテント前で説明

オスプレイが佐賀に

ブロックがそのままに
なっており、サンゴを
潰したままになってい
るそうです。反対運動
を 行っ てい
る 篠原 さん
は 「建 設が
中 断し てい
る のに 、コ
ン クリ ート
ブ ロッ クが
そ のま まに

上げます。
「沖 縄か ら 基地
がな くな る まで
私た ちは 頑 張り
ます 」と 決 意を
新た にさ れ てい
ました。
高江のヘリパット建
設場所では実際に反対
住民の方と警官隊との
衝突を目の当たりにし
ました。国の天然記念 くだけなのでこういっ
物に指定されているヤ た一つ一つの行動が工
ンバルクイナも住む森 事を中止させる大きな
が政府によって伐採さ 力になるはずです。
れようとしているので
ヤンバルクイナが住
す。現地では地元の方 む豊かな森、ジュゴン
を中心に暴力に頼らな が住む美しい海など沖
い平和的なデモで訴え 縄には豊かな自然が数
ていますが、粛々と進 多くあります。これら
められる工事は止める を守っていく為にも沖
ことが出来ません。警 縄に新たな基地はつく
官隊も抗議の問いかけ らせない、過重な負担
には何も答えずただ交 を求めない運動を全国
通整理を行うだけです。 から声をあげ、活発に
しかし、訴え続けなけ していくことが必要で
れば工事が進行してい す。（西原通信員）
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機動隊に囲まれ監視される地元の方

月８日午前、九州 衛隊が導入するＶ オ
防衛局はオスプレイを スプレイ等の佐賀空港
佐賀空港に配備するた へ配備するために実際
め、近隣住民に対して にオスプレイの性能・
オスプレイは安全であ 機能・安全性などを体
ることを強調するため 験していただくことを
に、在沖縄米軍のＭＶ 目的とする展示飛行」
オスプレイを使って としています。とんで
デモ飛行を行いました。 もないことです。オス
九州防衛局のホーム プレイの安全性や騒音
ページでは、「陸上自 だけではなく、佐賀空
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希菜（にな）ちゃん
平成 年６月５日生まれ

工事トラックにむけて抗議
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命分会、歴木Ａ分会、
田隈分会、橘分会、高
田分会、大和分会、山
川分会、荒尾分会、事
業所分会の 分会が達
成し、白光分会と高田
分会、荒尾分会、事業
所分会は年間目標もいっ
きに達成となりました。
新しい仲間は、「前
から組合に入らんねと
声をかけられとって加
入しにきました」「現
場にはいるのに労災保
険が必要になった」
「雇用保険の手続きも
できるとですか」「中
建国保の保険料や償還
払いと傷病手当金が魅
力的」「社会保険未加
入問題での相談」など、
日頃からの声かけと月
間中の行動が加入に結
びつきました。

丸山
清子さん

DM
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世間話をしながら笑顔でウォー
キング（松原分会の堤さん）

月３日、「健康ウォー
クおおむた」が諏訪公
園で開催され、１２０
名が参加しました。
当日は天 気も良
く 絶好のウ ォーキ
ン グ日和で す。ス
タ ート前に は健康
チ ェックコ ーナー
も 設けられ 、体調
チェックにも。
諏訪公園をスター
ト してイオ ンの周
りを一周するショー
トコース （２ ）

と同じスタート地点か
ら緑地公園横を通り有
明海を眺めながら歩く
ロングコース
（５ ）が準
備され、参加
者全員で準備
体操をし、そ
れぞれのコー
スへ出発です。
澄み切った
青空でのウォー
キングは気分
爽快です。ロ
ングコースで
も約１時間と
健康つくりに
はちょうどい
い距離。全員
無事に歩ききり、ゴー
ル後は、ぜんざいが
ふるまわれ、最後は
抽選会もひらかれま
した。（中嶋通信員）
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学習会などで秋の運動
を確認。また、支部オ
リジナルの訪問グッズ
の乾パンを作成し、分
会ごとの行動日には組
合員訪問での声かけに
月の始めと中間で主
取り組んできました。 要交差点での早朝おは
また、支部の組織数 よう宣伝。未加入対象
や拡大目標がほぼ同じ 事業所への も準備月
の京都建労左京支部へ 間中と月間半ばの２回
の拡大競争での挑戦も。 発送し、拡大ニュース
を毎週発行し情報を共
有して行動し、 月２
日に県目標の 人、
月 日に支部目標の
人を達成することがで
きました。分会でみれ
ば、勝立分会、米生延
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乾パンで組合訪問（荒尾分会）
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【丸山 清子】
なるため、塩分の点滴
去年 月にアスベス など頑張ってくれまし
トにより主人を亡くし、 たけれど癌に勝つ事が
福岡高裁へ原告の石原 出来ませんでした。色々
さん、石橋さんに手助 まだやりたい事がある
けして頂いて３度行き ので死ねないと言って
主人が亡くなって時
ました。テレビでの裁 いました。けれど、最 間が過ぎるのにつれて、
判所の場面などは見て 期は苦しくなってきて、 寂しさが増してしかた
いましたけれ
ないです。
ど、まさか自
国や企業に責任を認
分が裁判所へ
めてもらって、次の世
入る事など夢
代の方々が安心できる
にも思いませんでした。 薬を飲む事や食事をと ようにアスベスト裁判
主人が余命１年と先 るのがきついようでし が１日も早く解決でき
生に言われて２人で泣 た。もう楽になりたい るようがんばっていき
きました。それでも、 など弱音を最期は言う ます。どうぞ皆さん力
助かるよう主人も抗が ようになって、苦しかっ を合わせて戦っていき
ん剤、カリュウ不足に たのだと思います。
ましょう 頑張ります。
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「がんばってね」と署名
してくれました

今月間では準備月間
より、子育て世代を対
象のハーモニーランド
バスツアーや軍艦島バ
スツアーで楽しみなが
ら、敬老祝い金授与式
では肥後にわかで大笑
いし、分会対抗ボーリ
ング大会で家族含めて
行動参加をうったえ、
支部や分会での会議や

大牟田駅前の交差点で街宣
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害者救済と根絶」求め
て、昼休み宣伝行動を、
永い間建設現場に従事
してきて、危険なアス
ベストと知らされずに
使用してきたばかりに を作らせ被害者の救済
命を奪われた福建労の と既存建築物のアスベ
組合員であった遺族４ スト対策をおこなうよ
人と一緒に宣伝行動を う求めていきます。
おこないました。
これから毎月５日
増え続けるアスベス （福岡地裁に提訴した
ト被害をなくすために 日）に支援と協力を求
も一刻も早く国と企業 めて宣伝行動を展開し
の責任で「救済基金」 ていきます。

船 津
松 原
白 光
甘 木
歴木Ａ
歴木Ｂ
田 隈
橘
高 田
大 和
瀬 高
山 川
南 関
荒 尾
事業所
合 計

月 日昼、大牟田
駅前で「アスベスト被
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昨年７月13日より始まった福岡高裁でのた
たかいの５回目の期日が12月19日に開かれま
す。全国の建設アスベスト裁判では一歩一歩
前進する結果が続いています。福岡でもさら
に前進した結果を目指しています。当日は、
大牟田駅前で宣伝行動後、支援参加として福
岡高裁へ行きます。宣伝行動と支援にみなさ
んの参加と協力をお願いします。

昨年に続き今年も秋の拡大は全県で目標一番乗りで達成

16

20

もたちに昨年好評だっ
た木工教室の貯金箱づ
くりを今年も開催。子
どもたちは金づちを手
に夢中で貯金箱を組み
上げ、仕上げはたくさ
んのシールでデコレー
ションして完成です。
親子連れに大人気で、
用意した 個の貯金箱
はあっという間になく
なりました。その他に
も住宅相談や、すのこ
・まな板販売等も行い
大盛況でした。
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秋の健康診断会が親
仁会の医療機関で順
次行われました。
自分自身の健
康状態の把握と
病気の早期発見
早期治療の為に
も、年に一度は
必ず健康診断を
受けましょう。
まだ健診を受
けてない方も、
親仁会の医療機
最後は特設ステージ 関に直接連絡し
上で南関分会の十時分 て予約すれば受
会長より、集まったカ 診することがで
ンパを社会福祉協議会 きます。日程を決めら
へ寄付金として手渡し、 れたら組合事務所へ連
福建労をアピールしま 絡をお願いします。
した。（小山田通信員）
中建国保に加入して
いる方がインフルエン
受付も大忙しです

の貧困からみえてきた
労働の問題を考える」
と題し記念講演。子ど
もの貧困の問題は個人
的な問題ではなく、社
会的な構造の問題とし
てとらえる必要がある
ということでした。
子育て世代の低所得
による貧困は、その子
どもにも経済的貧困に
より、必需品の不足や
教育費用の不足、さら
には満足な食事も与え
られる余裕がなく子ど

もの健康さえも脅かさ
れる事態へ。経済的な
貧困がつづくと、暴力
をふるったり、希望の
もてないあきらめの文
化などの貧困の文化へ
展開し、さらには自己
肯定感の低下や、行動
の暴力的傾向になった
り、無謀な行動をとる
ようになる発達の貧困
へと悪化していく。

パネルディスカッション
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さらに大人が２人以
上の世帯であっても
％を超える貧困率があ
り、所得を増やすため
親は残業や休日出勤を
することが求められ、
子どもと一緒に暮らす
時間が奪われる。子ど
もの貧困を増やさない
為にも、子育て世代の
社会保障や税制のバッ
クアップと、労働環境
の改善や正規雇用化を
進める事が必要と説明。
また、２日目は分科
会がひらかれ、アスベ
スト疾病や振動病、ば
ね指など様々な労災病
に対する取り組みが報
告されました。
（小山田通信員）
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５日（木）御用始め
５日（木）アスベスト街頭宣伝
６日（金）支部旗開き
８日（日）本部執行委員会
８日（日）本部旗開き

大牟田駅前
組合事務所
福岡
福岡

１ 月 の 行 事 予 定

大牟田駅前
玉名ＣＣ
県本部会館
県本部会館
県本部会館
組合事務所
福岡高裁
県本部会館
組合事務所
組合事務所
組合事務所
組合事務所
組合事務所
組合事務所

月の行事予定
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５日（月）アスベスト宣伝行動
７日（水）愛好会コンペ・総会
日（土）全県書記局研修会議
日（月）全県税対活動者会議
日（火）本部組織部会
日（金）支部税金学習会
日（月）建設アスベスト裁判
日（木）本部４・５役会議
日（月）パソコン会計教室
日（月）源泉徴収年末調整会
日（月）支部３役会議
日（月）新加入者教室
日（月）中建保険証交付会
日（火）支部執行委員会
日（木）御用納め
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ザ予防接種を受け
ると、一人につき
２千円の補助金が
でます。（ひとり
年に２回まで）予
防接種を受けた方
は「インフルエン
ザ予防接種と記載
された領収書の原本」
または「接種済証明書」
毎月の収支計算を実際に会計ソフ
を持って組合事務所へ トに入力しながらのパソコン会計教
申請をお願いします。 室です。 月は 日（月）午後１時からです。
（宮本通信員）

採血する渡辺さん

10

月 日に南関町の
「南の関うから館」で
開催されたふるさと関
所まつりにて、南関分
会の住宅デーを組合員
名の参加で行いまし

た。
当日は前日の大雨と
は打って変わって晴天
に恵まれ、会場はたく
さんの人で埋め尽くさ
れていました。住宅デー
のブースにも
前日の新聞折
り込みのチラ
シ３８５０枚
の効果もあっ
てか、包丁研
ぎとまな板削
りの依頼で行
列ができるほ
どの人気。
「ここで研い
でもらった包
丁は切れ味が
違う。」と大
評判です。
また、子ど
24

月 ～ 日、第
回人間らしく働くため
の九州セミナー 沖縄
が開催され、九州各県
から３１７人（支部か
らは書記局４人）が参
加しました。
立教大学教授の浅井
春夫さんより「子ども

27
浅井教授

11

11

月 日、木造家屋
等低層住宅建築工事に
安全カバーを固定して
いないか等もチェック

親子連れに大人気の木工教室

おける労働災害
を防止するため
に設置されてい
る木建対策委員
会（建災防や福建労、
労働基準監督署などで
構成）による安全対策
会議と現場パトロール
が行われ、石本支部長
が参加しました。会議
では、労災事故の発生
状況や安全対策を確認。
また現場に出向き安全
チェックを行いました。
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月

申告しなければなりま
せん。
年明けは相談日が１
月 日しかありません
ので、 月 日までの
給与支払いが確定して

月

30

日程：① 月 日（月）
時間
時～ 時
場所：組合事務所

② 月 日（金）

13 26

いる人は年内の相談日
日にお願いします。
参加希望の方は必ず予
約の電話をお願いしま
す。

15

月

援参加のため閉所します。
日 （ 木） 午 前 中ま で 事 務所 を 開 所。

５日（月）から開所（午前中まで）。

11

月 日、組合行事
のひとつである秋の山
登りは、今年は佐賀県
武雄市山内の「黒髪山」
です。標高５１８ｍで
低い山ですが、岩場あ
り、鎖場ありで、本格
的登山の気分が楽しめ
る山です。

前日の雷雨の後の山
登りでしたが、整備さ
れた登山道は足場もよ
く、初心者でも１時間
分で頂に。頂上は３
６０度の大パノラマで
気持ちのいい、それは
最高の山です。山頂で 献立、そして温かいコー
の昼飯はもう最高です。 ヒーは最高です。次回、
「メザシや目玉焼」の 春の山行は「天草下島
いつもの料理と今回は の山」を計画していま
「餃子や野菜炒め」の す。（矢野通信員）

◆ 月 ７日、 歴木
Ａ 分 会の 緒 方 大安
さ ん がお 亡 く なり
に な られ ま し た。
享 年 歳でし た。
謹 ん でお く や み申
し 上 げま す と とも
に 心 から ご 冥 福を
お祈りいたします。
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日を過ごす事が出来ま 凌ぎやすい秋はかけ走
した。
で通り過ぎ又、寒い季
【甲斐田里美 大和】 節となり暖房が恋しく
最近、玄関の上の雨 なりました。私は今、
トイから雨がオーバー 毎日辛い日々を送って
フローしていました。 います。老化現象でしょ
屋根にのぼり、トイを うか「変形性膝関節症」
見た所、スズメがワラ と診断され装具（靴の
で巣を作っていました。 中敷）を作りました。
撤去しました。ゴメン 中建国保から補助があ
ね。
るとの事で、手続きを
【松本マサヨ 瀬高】 して頂きました。山登
暑かった夏は長く、 りもウォーキングも出

80

11

７つのまちがい答えと近況を募集。抽選
で５名様に粗品プレゼント。
〒８３６ ００４４ 大牟田市古町３の２
福岡県建設労働組合大牟田支部
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頂上で記念撮影
【藤本憲子 田隈】
月になり秋らしく
暖房器具がいる様になっ
て来ましたね。
６日、佐賀に初めて
バリュームを見に行っ
て来て、帰りに祐徳に
参り、竹崎にかきを食
べに行き、１日楽しい

鎖場は慎重に

来なくなったかと思う 食事の用意とか考えて
と悲しいです。しかし、 大変なような、一人で
できなくなった事は受 あせっています。でも、
け入れて自分の身体と 孫３人に合えるのも楽
うまく付き合って行く しみです。
積りです。
【黒肥地征子 荒尾】
【古澤喜美子 歴木Ａ】
この処、高齢者の自
とうとう、カレンダー 動車事故のニュースを
も１枚に成りました。 よく耳にします。去年、
１年間何をして過ごし 私も免許更新したので
たかな？振り返り反省 すが、次回 才の時は
してます。でも、筋ト どうなるかなと思いま
レの友達と元気で温泉、 した。頭では返納した
食事、買物と過 方がいいかなとは思い
ごせた事です。 ますが交通機関の不便
年々心細く成 さとか病院通いや近く
ります（ 才）。 に店がない等、不便さ
【浦 清美 橘】 故に決断しにくい処で
又、一年が過 す。
ぎますネ。昨年 【野田千代子 山川】
は、用事で来な
シイタケやみかんが
かった息子家族 家にあるので、今から
も、今年は元旦 袋詰めに忙しくなりま
から来るそうで す。今年も残り少なく
嬉しいような、 なりました。

【先月の答】①左奥・ｶｰﾃﾝのﾋﾀﾞの数 ②中央奥・黒板の仕
切り ③中央・ﾓﾃﾞﾙになった女子生徒のｾｰﾗｰ服のｽｶｰｽ ④そ
の子が乗る台の高さ ⑤右奥・女子生徒のｲｰｾﾞﾙの脚 ⑥右中
段・男子生徒の目 ⑦右手前・男子生徒のｼｬﾂのそで

1 12
9

日（月）は、建

26

設アスベスト裁判高裁へ支

12

年末調整の準備はい
かがでしょうか。今年
の年末調整の仕上げ会
を次の日程で開催しま
す。徴収業者は各人の
年末調整を行い納付・

年末 年始 は、

12

25

組合事務所
500円(別途とりまとめ帳500円)
12

今年も、仲間のところで税務 営業の状況を把握するためにも、
調査を受けました。私たちが対 正しい記帳は必要です。また、
象となる調査は任意調査であり、 税金をめぐる情勢を知り、納税
調査日程もこちらの都合でいい 者の権利についても学習してお
のですが、急いでしなければな かなければ、いざという時に、
らないように強要したり、資料 調査官のいいようにされてしま
の持ち帰りを強要するなど、横 います。
暴な調査が行われています。そ
消費税課税事業者になられて
の都度、抗議を行いましたが、 いる方や、建設業許可をお持ち
何れにしても調査に対応するに の方は、必ずご参加いただきま
は、記帳と請求書や領収書の保 すようご案内いたします。
存などが重要です。もちろん、

19

※どちらか都合のいい時間にどうぞ(約２時間です)
29

日 （金 ） か ら１ 月 ４ 日（ 水 ） ま で が 休 所 日 で す 。 新 年 は １ 月

12

場 所
資料代
13

①13:30 ②18:30

12月16日(金)
時
日

（４）
第５２７号
ば
し
あ
１２月１日
２０１６年

