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田中ｽﾎﾟﾚｸ部長から藤川さんへ（荒尾）

12

力強いショットの

木村さん親子（歴木Ｂ）

所
行
発

坂口さん（甘木）

▼「病膏肓に入る」
（やまいこうこうにい
る）＝病期がひどくな
り治療のしようがなく
なることだそうです。
相次ぐ安倍内閣の閣僚
春の拡大月間まった て、団結グラウンドゴ
たちの失言・暴言はす
だ中、４月 日（日） ルフ大会を開催しまし
さましいものです。今
セキアヒルズで組合員、 た。前日まで、雨が降っ 絶好の良い天気に恵ま の永江部長が、拡大を 村復興大臣は、福島原
家族１４２名が参加し て心配していましたが、 れて桜も咲いている中、 みんなの力でもっともっ 発事故での一部避難解
みんなで楽しく、家族 とひろげ、大きい組合 除でどうしても戻れな
や子供たちも多数参加 にしよう！自分たちの い人達に「自己責任で
しょう」に続き今度は
しての大会となりまし 砦を築いて行こうとうっ
災害が「東北でよかっ
た。
たえました。
た」、大臣どころか人
個人の優勝は藤川秀
昼はセキアホテルに としても失格です。辞
子さん（荒尾分会）。 場所を移して全員でバ 任はもちろん、議員も
２位に中西さん（荒尾 イキングを食べながら 辞職すべきです。「長
靴屋はもうかったやろ」
分会）、３位は大町さ 交流しました。
「がんは学芸員だ」を
ん（橘分会）でした。
前回よりも参加人数 はじめ、安倍内閣の本
たくさんの賞品も用意 が増えて、また来年も 音がむき出しになって
して、ホールインワン ぜひ開催をとの声が多 います。
▼森本学園問題をうや
も 人にでました。
くでていました。
むやにして終わらせよ
表彰式では組織部長 （鳥巣通信員）
うとしています。だれ
がみても政治の関与が
あったことは歴然です。
↓花田さん（ 白光）
↓松崎さん（歴 木Ｂ）
今度ばかりは徹底的に
究明してもらわなけれ
ばなりません。
▼戦争への道の総仕上
げとして「共謀罪」法
をオリンピックのテロ
対策として、今国会で
↑内藤さん（田隈） の成立をたくらんでい
↓西野さん家族（白光）
ます。戦争への道に
まっしぐら、戦前の
治安維持法の再現で
す。戦争反対、原発
反対と話し合っただ
↓田 中レオ君
けで検挙！
（荒尾）
↓加藤さん家族（田隈）
▼安倍内閣、まさに
「病膏肓にいる」で
す。もう安倍内閣で
はどうすることもで
きません、内閣を退
陣に追い込み政治を
変えることが必要で
す。
中西さん（荒尾）

大町さん（橘）
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↑もっと大きな組合にしようと参加者全員で団結

春の拡大月間では１ た組合員訪問や早朝宣
月から２月を準備月間。 伝、 や拡大ニュース
３月から４月を本月間 の発行に取組みました。
として行動してきまし
みなさんの日頃から
た。本部目標を 名。 の呼掛けや月間に入っ
支部目標を 名と年間 ての紹介で、春の月間
目標１２０名の早期達 は１１２名の仲間の拡
成めざして、毎週木曜 大に結び付きました。
の統一行動を中心にし 年間では２１６名の拡
大となり年間目標も超
過達成することが出来
ました。分会ごとでみ
れば、 の分会で目標
の達成。今回の月間は
社会保険未加入対策が
３月末までということ
で、労災保険や雇用保
険、中建国保の相談が
相次ぎ３ケタを超える

裁判で国の責任が５度
連続断罪され国の責任
はゆるぎないものとなっ
ているが、その中から
一人親方がはずされる

通行人にマイクでうっ

たえる石本支部長

拡大数となりました。、 ている仲間や組合を知
拡大月間は終わりまし らない仲間も多くいま
たが、まわりには社会 す。ひき続き声かけに
保険未加入問題で困っ 協力をお願いします。

４月 日（木）午前 協力団体（８団体）へ
中、九州建設アスベス 「支える会」への加入
ト訴訟支援行動として、 と署名の取り組みへの
原告含め８名で日頃か 協力を要請しました。
ら一緒に運動している 全国の建設アスベスト

☆快適住マイル改修事業の無料相

談を実施します。

宣伝。

などを行っていきます。

内容となっ
ていること。
今闘ってい
る九州建設
アスベスト
の高裁では、
今までの判
決より上回
る判決を勝ち取るため 害の実態と訴訟への理
に、全国の仲間と 万 解と協力を求める、署
筆の署名を集めること 名と宣伝行動を行いま
で世論をひろげ、 した。
裁判長により良
街頭で署名を集めて
い判決を書かせ いると、「国がきちん
るために取り組 と対応しないといけな
んでいること。 い問題だと思う。頑張っ
また基金を創設 てください」という励
させ、被害をう ましや「もう終わった
けたすべての人 問題だと思っていまし
が裁判をしなく た」「私の家も古いけ
ても救済される どアスベストって入っ
ように運動して とるとね」など改めて
いることをうっ アスベスト問題を再認
たえ協力をお願 識される方も。署名と
いしました。
共に街頭宣伝でも世論
時からは大 を広げる運動が必要で
牟田駅前で建設 す。次回の福岡高裁裁
アスベストの被 判日は５月 日です。
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18
18
112

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

義務がある事業主、新
しく事業を始められた
方はぜひ参加ください。
申し込みは事務所まで。

☆包丁とぎ、まな板削り

50

勝 立

や法人は、従業員の所
得税を給与から差し引
いて預かり納付する源
泉徴収が義務付けされ
ています。その手続き
や源泉し納付する方法
について説明がありま
した。組合でも源泉徴
収簿の記載や年末調整
の勉強会（確認会）も
実施しています。
５月 日（日）にも
組合事務所で２回目の
学習会を開催します。
雇用保険を新しく設置
した事業所や源泉徴収

☆折込チラシ、広報などで地域に

12

米生延命

13

☆無料住宅相談会を開催します。

大牟田民商で署名の協力をお願い

1
2
21
5
2

残数
☆
☆
☆
☆
☆
3
1
☆
☆
☆
☆
3
2
1
☆
☆
☆
☆
拡大
5
3
5
5
22

目標
3
3
3
2
3
3
2
2
4
5
2
3
2
2
3
5
8
55
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12

DM

う上で発生する税金の
種類や申告について確
認。とくに従業員を雇
い給与を支払う事業主

学習会で真剣に
学ぶ参加者

48

18

55

連日、加入の相談者が組合へ

４月 日（金）、新
しく組合に加入した事
業主や雇用保険の適用
事業所になった仲間を
中心に、事業者（経営
者）として必要な税金
の知識についての学習
会を開催し、 人の参
加でした。
個人事業所や法人事
業所において事業を行
21
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パワーポイントをみながら学習

学び、春の大運動につ
いても参加者で確認。
また、控訴審が続い
ている「九州建設アス
ベスト訴訟」について
原告は、アスベストに
よって主人を奪われた
悔しさや同じ苦しみを
広げたくない思いを話
し、引続きの支援協力
と裁判闘争の署名や物
販の協力を訴えました。

毎月の収支計算を実際に会計ソフ
トに入力しながらのパソコン会計教
室です。５月は 日（水）午後１時からです。
２０ １
５年７ 月
１日か ら
労働安 全
衛生規 則
の改正 に

20

どの努力で、今年度の
保険料自体を下げるこ
とができたこと。安い
保険料や償還払い、傷
病見舞金などの制度を
守っていくために、建
設国保しくみ、健康診
断の大切さ、建設国保
をめぐる情勢について

５月の行事予定

日（木） ３・ 税務署申入れ回答 大牟田税務署
日（木）快適スマイル説明会 組合事務所
日（土）全県専従書記長会議 県本部会館
日（日）足場組立特別講習会 組合事務所
日（日） 炭鉱閉山 周年記念集会 労働福祉会館
日（日）県消費税各界連総会
日（日）第 回住宅デー
市内８か所
日（月）アスベスト駅頭宣伝 大牟田駅前
日（月） 九州建設アスベスト訴訟 福岡高裁
日（火）社保協幹事会
社保 協
日（水）パソコン教室
組合事務所
日（木）社保協宣伝行動
ゆめタウン
日（金）本部４・５役会議 県本部会館
日（土）県労連評議員会議 福岡
日（水）新加入者教室
組合事務所

13

40

１日（木）本部執行委員会
１日（木）連続法律講座①
２日（金）支部執行委員会

県本部会館
組合事務所
組合事務所

６ 月 の 行 事 予 定

31 27 26 25 24 23 22 22 21 14 14 14 13 11 11

より、足場の組立や解
体、変更に従事する者
全員に『特別教育』を
おこなうことが義務づ
けされました。既従事
者は今年６月末までに
講習 をう け れ
ば、 通常 ６ 時
間の 講習 が ３
時間 の講 習 に
短縮できます。
上記 日程 で 既
従事 者（ ３ 時
間講 習） を 対
象と した 特 別
教育 を実 施 し
ます 。申 し 込
みは 、組 合 ま
で連絡下さい。

満員になった受付

医療機関に連絡して日
程を決められたら、組
合事務所までご連絡く
ださい。また、秋にも
実施します。
自分自身の健康状態
を把握と、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。

20

●開催日程

建労大牟田支部や建交
労大牟田、米の山病院、
じん肺弁護団、建設ア
スベスト弁護団などで
実行委員会を作っての
開催でした。多くの方
に再検査が必要となる
結果がでました。
また、 周年の節目
の年にあたり５月 日
（日）午後２時から労 建と活性化への道すじ
働福祉会館にて県立広 を考える内容となって
島大学から社会福祉学 います。安心して暮ら
博士の都留民子さんが せる街、希望の持てる
招かれ記念講演が行わ 街をめざしてみんなで
れます。炭鉱閉山から 考えるためにも参加く
年の大牟田で地域再 ださい。
20

24

① ５月14日（日）
② ６月11日（日）
●講習時間 8時30分～12時00分
●会場 組合事務所３F
●受講料 組合員
3,800円
組合員外 4,800円
14

仕事の都合などで、
受診することができな
かった方も他の日程で
健康診断を受診するこ
とができます。親仁会

弁護士による相談も

春の集団健診が親仁
会医療機関で行われ、
約４００人の組合員と
家族が今回の集団検診
を受けました。

20

建設職人の命の綱、
中建国保の新年度保険
証交付日を３月 日、
４月２日として更新会
を開催しました。
みなさんのハガキ要
請や仕事上のケガを労
災保険へ切り替えるな

日曜日にも受けれる集団健診

更新会でアスベスト闘争の支援
うったえる原告

三池炭鉱閉山から
関心が広がり１００人
年 が 経 過 。 ３ 月 日 を超す方から申し込み
（木）に炭鉱、築炉、 があり、遠く鹿児島か
大工、配管、造船など らも。この検診会は福
に就労されていた方を
対象に「じん肺・アス
ベスト検診」救済自主
検診が開催されました。
産業医のドクターや
弁護士などの支援を受
けて米の山病院で実施。
じん肺、アスベストの
30

第５３２号
ば
し
あ
５月１日
２０１７年
（３）

31

※裏面は３枚とも同じで
すが、仕事や生活の厳し
い現状も書いてください。

このハガキ要請行動 自ら書いた文字や心か
は、国保組合への予算 ら訴える文面と数が、
獲得だけでなく、全建 担当官の心を揺り動か
総連で要求している建 し、予算獲得の力になっ
設産業で働く私たちに ています。必ずひとり
関連する予算獲得の大 ３枚を書いて、班や分
きな力となっています。 会まで提出をお願いし
組合員１人ひとりが ます。

千代田区霞が関１の２の２
厚生労働省
殿

などを市内の業者
に依頼することで
その費用の一部が
補助金として交付
される内容です。
期間内に受付られ
た予算の枠内で抽
選。当選者が交付
申請ができます。

ているとは思いますが、
春場所での稀勢の里、
凄かったですね。怪我
していても土俵に上が
り優勝が決まった瞬間
感動しました。あの精
神力、根性には
高校野球で福岡大・
大濠の樺島君、第一試
合で連続ホームラン、 の合同写真を思い出し、
ヒット。第二試合失敗、 その時始めて友達になっ
第三試合ヒット、よく た友２人は２年前他界
活躍しました。これか し、複雑な気持ちで帰
らが楽しみです。 宅しました。
わが家の遠縁に 【野田千代子 山川】
なります。
今年は桜が遅く開花
【古澤喜美子
して筍が不作です。い
歴木Ａ】 つもはおいしい筍が毎
４月９日、櫟 日食べられたのに、今
野～勝立を抜け 年はまだ食べられませ
る満開の桜並木 ん。孫が小学一年生に
を 年前の入学 なるのを喜んでいる姿
式の日、クラス をみて家庭が明るくな
別父兄と生徒と りました。

詳しくは５月１日
発行の大牟田市広
報で告知されます
が、市から担当者
を招き説明会を５
月 日に組合事務
所で開催します。
ぜひ、仕事に活
用ください。
11

桜並木田んぼ、広い所 なってしまいました。
は菜の花畑で広く、黄 こんなに辛いとは思い
色一色の花で本当に楽 ませんでした。
しい旅でした。
【松本マサヨ 瀬高】
【浦清美 橘】
満開した桜も連日の
ペットの犬が２匹い 雨で花吹雪となりまし
たのですが、昨年８月、 た。皆様の記憶に残っ
今年の２月に死んでし
まいました。長年生活
を共にしていたので自
分の家族になっていて、
悲しくて心が空っぽに

組合で十数年ほ
ど前から自治体に
要請を続けていた
「住宅リフォーム
助成制度」が、５
年前に大牟田市で
実現し、今年度も
実施されます。
自宅の改修工事

【藤本憲子 田隈】
今年も桜の季節で、
どこ行っても桜の花が
美しく咲き、見てると
気持ちが楽しくなって
来ますね。９日に大分
の方にお寺参りに行っ
たけど、道路の両側に

↓（松本さん）

保険局長

）
）

殿

厚生労働省
大臣官房審議官医療保険担当 殿

国民健康保険課長

所
名

に入学されたとき申請
により支給されます。
入学祝い金の申請期限
は６月末まで。早めに
分会を通じて申請され
ますようご案内します。
（組合費封筒裏参照）

!!

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

60

厚生労働省

住
氏

祝い金があります。
組合員さんのお子さ
んが、小学校か中学校

（

私は●●県で▲▲をしています。
建設国保は、いのちと健康を守
る大切な制度です。
建設国保への補助金は、現行水
準を確保してください。
（

私たち全員が加入し
ている福建労たすけあ
い共済に、小中学入学

押花のお手紙

●開催日程
５月11日(木)
●講習時間
18時30分～
●会場 組合事務所

【先月の答】①左・スコップの長さ ②中央・女の子のお
さげの長さ ③大きな木の左の枝 ④ふるいを持つ子のセー
ター⑤ふるいの砂の量 ⑥窓の奥の人物 ⑦右・手前の人が
座る台の大きさ

※宛先の住所は３
枚とも同じです

※●● に県名 。▲▲ には
職 種（ 大工、 左官 、土 木
工 、塗 装工、 内装 工、 電
工 など ）を記 入し てく だ
さい。▲▲業はダメです。

５月 日（ 月） は九 州建 設ア スベ
ス ト高裁 へ支 援参 加の ため 事務 所を
閉所します。ご協力をお願いします。
22
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