前 田 純平 さ ん （ 荒尾 ）

りをもって、これからも仕事を続けてほしいで

す。事業を大きくはしなくとも、長く続けて行

くことが大事と伝えたいです。

【前田純平】電工になってからは、

日々勉強で、まず人の名前を覚える

ことから始まり、技術向上を目指し

て頑張っています。最近では一日に

こなす受注件数も増え、作業終了時

間が深夜に及ぶこともあります。

ので、若いうちに多くの方と知り合っ

て、将来の為につながりを深くして

いきたいです。今後はもっと青年部

の仲間とも輪を広げていきたいです。

▼二〇一八年は戌年、
一二支の十一番目に数
えられる干支です。戌
年生まれの人は「義理
人情に厚く、十二支の
中で最も誠実さに溢れ
た人」とあります。そ
んな戌年ですが、先の
戦争の反省の上に作ら
れ、守られてきた「平
和憲法」を、安倍首相
は名実ともに戦争への
道に突き進むため、
「憲法９条に自衛隊の
存在を明記する」改正
を通常国会でおこなお
うとしています。国民
の大多数が反対する戦
争反対の声を３千万署
名に結集して、孫や子
の為にもどんなことが
あっても、阻止しなけ
ればなりません。
▼建設アスベスト訴訟
も昨年 月の初めての
東京高裁での国と企業
を断罪する判決は、重
大な意味合いを持つも
のです。ましてや全国
で闘われている「建設
アスベスト訴訟」の全
部で敗訴しているのに
も関わらず、国はその
責任を認めようとせず
まだ裁判で争うとして
います。まったく誠実
さがみられません。
この間、原告の約８割
の仲間が命を落としま
した。一日も早く解決
させなければなりませ
ん。これから発症して
くるであろう多くの仲
間の為にも、国と企業
の責任で「補償基金」
を作らせるために、署
名運動を成功させ大き
な世論を作ることが大
切です。

10

50
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事務所で打合せ

だけでなく、仕事に対
する姿勢も省一さんか
ら教えがあり、それを
今純平さんに引き継い
でいます。

ゆくゆくは大事になっていくと思う

のサポートに二
人とも本当に助
かっていると感
謝ています。
靖博さんは
「お客さんから
連絡があれば、すばや
く、丁寧な対応を心が
けています。地域に密
着した仕事を続けてい
くことが大事」と技術

ように感じています。横の繋がりが

をするようになり、今
年で４年目。父と一緒
に現場でバリバリ動き
廻っています。
祖父の省一さんは６
年前に靖博さんに事業
を引き継ぎましたが、
今でも元気に事務所で
靖博さんと純平さんの
サポート役としてふた
りを支えています。そ

左から純平さん、父・靖博さん、祖父・省一さん

荒 尾 分 会 一さん（ 才）が 才
の 前 田 純 平 の時に電気工事の事業
さ ん で す 。 を始めました。父の靖
純 平 さ ん 博（ 才）さんも電工
は 祖 父 、 父、 になり、神奈川県で仕
と ３ 代 で 前 事をしていましたが、
田電気とし
才の時に地元に帰っ
て 電 気 工 事 てきて２人で現場に出
業 を 営 ん で るように。そして、純
います。
平（ 才）さんも高校
祖 父 の 省 を卒業して一緒に仕事

と人とのつながりが増えてきている

【前田省一さん】
主役 の二人が 一生懸
命頑張 ってくれ ていま
す。お かげで、 長い付
き合い のお客さ んが多
く、大 事にして いた仕
事への 思いが伝 わって
いるの だと感じ ます。
サポー ト役です が、こ
れからも頑張ります。

現場で知り合う方も多くなり、人

福 岡 県 建 設 労 働 組 合
大 牟 田 支 部
〒836-0044
大 牟田市 古町 ３－ ２
TEL(53)1533 FAX(54)6830
発行 ・編集 者 矢野 誠

今年の干支・純平君の愛犬

地域の仲間やお客さんと繋が

所
行
発

マシューくん（１才）

【前田靖博さん】
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仲間と家族のみな
さん、新年明けまし
ておめでとうござい
ます。
今年こそ、希望に
満ちた年であるよう
に願う傍ら、安倍首

特定秘密保護法成立を強行
2014年７月

集団的自衛権の行使容認を
閣議決定

2015年９月

「戦争法」成立を強行

2017年６月

「共謀罪」法成立を強行

安倍首相は、２０１
７年５月３日、突然、
「２０２０年を新しい
憲法施行の年にしたい」
と表明しました。これ
をうけて、改憲への動

きが急速に強まり、憲
法９条は、いま戦後最
大の危機を迎えていま
す。安倍内閣は、つぎ
つぎと憲法違反の悪法
を強行して、「戦争す
る国」づくりをすすめ
てきました。その総仕
上げが９条改憲です。
海外でアメリカと一緒
に武力行使できるよう
に「憲法９条破壊」を
ねらっています。日本
がふたたび「戦争する

九州総決起集会が佐賀
県唐津市松浦河畔公園

国」になることは阻止 すことこそ求められて
しなければなりません。 います。
「 ％の人が憲法が
全国で「安倍９条改
果たしてきた役割を評 憲ＮＯ！憲法を生かす
価している」など、読 全国統一署名」を取組
売新聞社の世論調査で み、３０００万筆を目
も憲法は国民から支持 標にしています。
されています。アメリ
この署名は１月に取
カの法学者は「１８８ り組みますので、家族
カ国中、日本国憲法の や友人、知人に拡げ、
人権条項はトップクラ 必ず５筆集めて提出を
ス」と証明しています。 お願いします。
憲法を変える必要はあ
なんとしても憲法９
りません。憲法を生か 条を守りましょう。

にて開催され、九州各
県から１７００人が集

月２日に「玄海原
発再稼働を許さない」
12

の中で大牟田支部は
増勢を続けいます。
この勢いで、さらな
る高みをめざして、
今後とも仲間のみな
さんの協力をお願い
します。ともに頑張
りましょう。今年も
よろしくお願いしま
す。

える参加者

２０１７年「施行７０年、いいネ！日本国憲法５・３集会」５万５０００人が参加（東京）

相は様々な暴 たちの仕事と暮らし
走を重ねよう を壊し、生活を破壊
としています。 します。
「私たちの命と生活
福建労は、１９５
をおびやかす、最悪 ５年１月に結成され
の政権です」安倍自 て以来、仲間の仕事
民公明政権が推し進 と暮らしを守る要求
める大企業金持ち優 実現に向けて闘って
遇の政治、平和をお きました。昨年も仲
びやかす政治は、私 間を増やす取り組み

手作りのぼり旗で再稼働反対をうった

2013年12月
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結しました。
さよなら原発１００
０万人アクション実行
委員会でジャーナリス
トの鎌田さんや福島原
発刑事訴訟支援団徴収
の佐藤知良さんが連帯
の挨拶をしました。
集会は、「核と人類
は共存できないことを
再確認し、脱原発によ
る持続可能で平和な社
会を実現するため、よ
り広範な人々と連帯し
て諦めず、粘り強く闘
い抜く」などの集会ア
ピールを採択し、市内
をデモ行進しました。
引き続き再稼働反対
の運動が必要です。

12

15

95

月 日に税金学習
会を開催し 人の参加
でした。税金に関わる
情勢では、税政を応能
負担の原則に戻し、大
企業や高額所得者の税
の優遇を是正すること
によって消費税を増税
しなくとも財源がある
ことなどを学びました。
また税務調査における
対策や記帳、マイナン
バー。主な改定点につ
いては、医療費控除、
給与所得控除の上限設
定などについても説明
がありました。
すでに始まっている
マイナンバーでは、施
主や業者間の取引にマ
イナンバーは関係あり
ません。従業員の源泉
徴収、雇用保険を取り
扱っている事業者だけ
が関係します。番号を
取り扱う場合は、本人
確認や番号の確認と資
料の紛失や漏えいしな

い よ う な 管 う事にもなります。廃
理 が 必 要 と 止の運動を引き続きし
なります。 ていかなければなりま
記 帳 義 務 せん。
が強まり、
年明けは１月 日
以 前 は 義 務 （月）に昼夜２回開催
で な か っ た しますので、まだ参加
所 得 ３ ０ ０ されていない方はぜひ
万 以 下 の 方 参加ください。
も記帳が義
税金相談会の時期が
務となって
います。
アベ政権
は消費税の
増税を平成
年 月に
実行するとしています。 従業員を雇用し給与
その４年後には、イン を支払っている個人事
ボイス制度も導入する 業者・法人として事業
としています。同制度 を行っている法人事業
が始まれば新たな税金 者は、税や社会保険、
の負担が発生するとい 雇用保険等について様々

近付いてきました。２
月５日から「青色申告
・消費税課税業者・建
設業許可を取得されて
いる方から左上日程で

予定しています。希望
の日程がありましたら、
予約を受け付けていま
すので組合事務所まで
連絡をお願いします。

（とりまとめ帳別途500円）

基に「年末調整」を行
い年間の税金を確定さ
せます。
年末調整終了後は、
給与支払報告書を作成
し１月 日までに、従
業員の居住地の区市町
村に提出することになっ
ています。
また法定調書（源泉
徴収票、報酬の支払い
調書等）は合計表とと
もに１月 日までに所
轄の税務署に提出しな
ければなりません。
月 日は、税金学
習会後に源泉学習会も
開催しました。
12

12

31

31

2月7日（水）

日時

「大工・職人・工務
店のための地域性を活
かしたリフォーム技術
講習会」を福建労の県
本部会館にて開催しま
す。住宅の適切な維持

申込締切

①午後1時30分
②午後６時30分
※都合のいい時間に
どうぞ（約２時間）
場所 組合事務所
資料代 ５００円
15

新規 2月18日（日）～19日（月）
更新・再登録 2月19日（月）
会場
福建労会館（福岡市南区清水）
受講料 新規 組合員27,000円（外32,000円）
更新・再登録 組合員18,500円（外23,500円）
受講資格
実務経験10年以上
必要なもの 受講料・印鑑・顔写真（40×30㎜）

「住宅の適切な維持・更新・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ実践編」

1月22日（月）
な手続き・報告・支払
い義務が発生します。
給与（青色専従者給
与を含む）を支払って
いる事業者は「源泉徴
収義務者」となり、従
業員の給与から源泉所
得税を預かり、税務署
に納付する義務があり
ます。納期の特例を選
択していれば７月から
月に預かった源泉所
得税分と年末調整分は
１月 日が納期限となっ
ています。
また、源泉徴収義務
者は 月末までに、従
業員に支払った１年間
の給与を源泉徴収簿を
20

12

テレビのニュースでは流れない情勢を学習

30

10

青色申告、消費税課税
業者、建設業許可をお持
ちの方の税金相談会を下
記日程予定しています。
① ２月 ５日(月)
② ２月 ６日(火)
③ ２月 ８日(木)
④ ２月１４日(水)
⑤ ２月１６日(金)
いずれも時間は、
10時から11時30分
13時から16時30分
18時から18時30分
の30分おきで受け付けま
す。予約が必要ですので、
組合事務所までご連絡く
ださい。
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住宅に関するストッ
ク活用が重視され、住
宅リフォームによる住
居水準の向上に関する
ニーズが高まる一方で
「悪質リフォーム」が
社会問題化するなど、
安心できる良質な住宅
リフォームが求められ
ています。
このような状況の中、
豊富な経験と知識を持っ
て消費者に対する適切
なアドバイスを行うこ
とができる増改築相談
員に対し、多くの期待
が寄せられています。
２月に福建労会館
（本部）で増改築相談
員研修会が開催されま
す。お申込みは組合事
務所まで。

・更新・メ ン
テナンスに お
ける営業活 動
や顧客訪問 の
手順や準備 、
アポイント か
ら現況検査 な
どの講習となっ
ています。 全
リ協会員は 無
料となって い
ます。その 他
の組合員は ２
０００円。 ま
た、全リ協にこれから
入会を検討している方
も受講が必要な内容で
すので、ぜひこの機会
に。申込みは組合事務
所までお願いします。

【桑平勲さん・荒尾分
会・ 才・電工】
現在わが家では柴犬
と雑種の風
（ふう ）ち ゃ
んと天（てん）
くんの 他に 、
ミニチュアダッ
クスの 空（ そ
ら）く んが い
ます。
平日 は、 妻
が一人 で風 と
天の散歩に行っ
ていま すが 、
休みの 日は 二
人で一 緒に 散
歩に行 くこ と
が幸せです。
わが 家は 歴
代 匹以上の
犬を飼 って き
ました が、 ほ
とんど が保 護
犬です 。安 易
に犬を飼いだし、手に
負えなくなると簡単に
棄てる飼い主が後を絶

たないことがとても悲
しく、責任を持って飼っ
て欲しいです。無責任
な飼い主によっ
て犠牲になる
犬たちがいな
くなることを
願 っ て い ま す。
今一番不安
に思っている
ことは、平和
問題。日本が
戦争する国に
なろうとして
いること。ま
た、増税は社
会保障を充実
させるためと
言っているけ
ど、私たち国
民を煙に巻く
ような説明を 理をしっかりしていき
やめて欲しい ます。 才まではバリ
です。
バリ仕事を頑張ってい
仕事もプラ き、 才過ぎたら妻と
イベートもまず健康で 愛犬たちとゆっくりの
いることが第一だと思 んびり過ごしたいです。
うので、今年も体調管
【野田一彦さん・山川
分会・ 才・大工】
番犬として長女が生
まれた時から一緒に暮
らすロンは 年になり
ます。コロは 年にな
ります。
昨年は長男が生まれ

【 戸上 孝
明 さん ・
荒 尾分 会

【大橋耕二さ
ん・船津分会
・ 才・内装
工】
９年前に知
人のところか
ら大橋家にき
たチョッパー

・ 才・電工】
先住犬のミニチュア
ダックスフンドが老衰

です。毎朝の散歩は私
とチョッパーの日課で
す。メタボの保健指導
で毎日運動をしないと
いけないとなった時、
チョッパーが一緒に歩
いてくれて支えてくれ
ました。大事な家族の

【木原宏則さん・歴木
Ｂ分会・ 才・大工】
愛犬のりんちゃんが
我が家に来てから、
年以上になります。と
てもパワフルで、娘が
幼いころ散歩をすると
き、あまりにも力が強
いので、引きずられる
こともよくあった。
年以上たった今でもしっ
かり木原家の番犬とし
てパトロールの日々を
過ごしています。
58

67

65

ました。跡取りが誕生
して幸せいっぱいです。
家族が増えたので、元
気のみなもとに。
今年もいっぱい仕事
して、遊んで、楽しみ
ながらがんばります。
青年部をみんなで盛
り上げよう。

いきたいです。
仕事もがんばる
ぞ。

一員になってます。
今年は戌年。アベ政
権も吠えてばかりでな
く、もっと庶民により
そった政治をしてもら
いたいです。

県の組織部長をして
いるので、県の組織数
１万５千人、支部は１
４００人を目指して頑
張って行きます。

象に残っています。久
し振りの夫婦旅行でし
た。 えびの高原にも
仲のいい仲間と一緒に
参加できて楽しかった
です。組合のバスツアー
はとても楽しいので、
また参加したいです。
まだまだわっかもん
にも負けてられません。
趣味のゴルフに仕事に、
次の年男。さらに次の
年男にむかって元気に
がんばります。

きたいです。また、家
族が安心して生活して
いける世の中になって
ほしいです。

で 亡 く な り、 さやおしりを下げて走
落 ち 込 ん で る姿もそっくりでビッ
い た と こ ろ クリ。その後も家族は
に 娘 が そ っ 増えていき４匹の愛犬
く り の 犬 を に囲まれてにぎやかに
見つけたよ！と連れて 過ごしてします。４匹
きてくれた「リク」。 もいると、いつもケン
姿だけではなく、しぐ カばかりして大変だけ
ど座っている私の膝の
上にきて甘える姿にい
つも癒されています。
年々、社会保障が良
くなるどころか、国民
の負担が増える世の中
になってきています。
家族みんながそろって
健康で楽しく暮らして
いけるように、仲間と
がんばっていきます。

今年の仕事は、コン
スタントにこなしてい
き、その中でも、半歩
でも一歩でも前進して
いけるよう頑張ってい

71

59
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て私たちにすぐに知
らせてくれます。な
ぜか、郵便屋さんだ
けは、車体の色が赤い
せいか、反応しません
が…。大事な家族の一
員です。
昨年は膝をけがして、
あまり仕事ができませ
んでした。なんとか、
リハビリを繰り返し回
復傾向にあるので、今
年は実のある年にして

【鳥巣喜 治さん
・ 橘 分 会・ 才
・土工】
２匹の愛犬クッ
キーとヒ メとは
年 の 付き 合 い
です。昔 から犬
が大好き で、多
い時は８匹のダッ
クスフン ドと生
活してました。
昨年は 、夫婦
で組合の 軍艦島
バスツア ーに参
加したこ とが印
10

10
10

36

【西田福美さん・高田 なんとも愛らしかった
分会・ 才・大工】
です。まだ小さい頃、
愛犬は「こたろう」。 車との接触で後ろ足を
娘が勤めていた会社か ケガして今でもその後
ら西田家にきたのは７ 遺症がのこってはいる
年前。小さいからだの けど、番犬としていつ
背中にはめずらしいハー も頑張っています。知
トのマークもあって、 らない人が来ると吠え
66

61
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月 日、福岡高等
裁判所で、九州アスベ
スト訴訟の高裁期日の
９回目が行われ、支部
から原告含め 人の参
加でした。
出発前に大牟田駅前
で世論喚起のため、宣
伝と署名行動に取り組
みました。
「古い建物にたくさ
ん使われているだろう
からこれからが大変よ
ね」などのアスベスト
に対する不安の声や
「アスベストって初め
て聞いた。そんな危な
い建材が建物につかわ
れているの？」といっ

たアスベス
ト問題を知
らない人も
いました。
さらに、多
くの人に広
げる運動が
必要です。
今回の傍
聴支援には、
日本共産党
の仁比聡平
参議院議員
も参加しました。終了
後の報告集会で、「全
国のアスベスト裁判で
連続して国の責任が断
罪されている。それな
のにまだ国は争そおう

初参加の中村さん、笑顔で協力をうったえます

バス停で説明しながら署名の訴え

とすることがおかしい。
国会でも強く訴えるた
めに、実際に法廷での
被害者の生の声を聞こ
うと思い参加させても
らいました。プロジェ
クトチームも
作って対応し
ていきます。
ともに頑張り
ましょう」と
挨拶しました。
いよいよ国
と企業を追い
詰めています。
全ての被害者
を救済するた
めには、仲間
の一人ひとり
の力が不可欠
です。皆さん
の協力をお願
いします。

50

今回初めてアスベス
ト裁判の傍聴をして、
遺族原告本人尋問では
大切な家族を亡くした
悲しさやこれから当た
り前のように過ごすは
ずだった幸せな時間を
奪われた無念や悔しい
思いを聞いて身に詰ま
る思いで苦しくなりま

初めて傍聴支援に参

【河野達也・山川分会】

が行われているか想像 した。
ができませんでしたが、 少しでも早くこの苦
実際にアスベスト裁判 しい思いをする人たち
に参加してみて、必ず を無くすために、補償
解決しなければならな 基金制度創設とすべて
い問題だと思いました。 の建材メーカーが責任
私もスレートの工事 を認めるために、本日
等を 年近くやってい 行った署名活動をこれ
るので、絶対にアスベ からも頑張っていき、
【中村庫基・高田分会】 ストを吸っています。 より多くの人たちに訴
まだ、体に異常はあり えかけをしていかなけ
ませんが、いつか発症 ればならないと思いま
する可能性も十分にあ した。
るので、絶対に解決し
なければならない問題
です。今後は、署名活
動もこれまで以上に取
署名を駅前で集めて り組んでいきたいと思
いると「がんばってね、 います。
応援しよるよ」と声を
裁判についても、必
かけてくれる人もいて、 ず勝訴判決を勝ち取れ
勇気づけられました。 るよう今後も積極的に
傍聴席で原告の言葉を 協力をしていきます。。
聞いていると本当に人
ごととは思えません。
もっと世の中の関心を 【武田善大・事業所】
高めて、早く解決させ
ていかなければと思い
ました。

【矢野修・勝立分会】

今回、初めて参加で
す。今までは話を聞い
たことしかなかったの
で、実際にどんなこと

加しました。テレビで に向かっていってると
見るのと本物は違うな 思います。
と感じました。原告の
早く補償基金制度が
うったえる声など心打 創設され、自分のよう
たれます。一人親方だ な一人親方も救済され
と国の賠償責任から外 るようになるように協
されるなど、どう考え 力していきます。
てもおかしいです。同
じように現場で働いて
いるのに。私も一人親 【田中健二・荒尾分会】
方として働いています。
今後も、自分の事と考
えすべての被害者がす
くわれるように、周り
にも伝えてがんばって
いきます。

海外では、危険物質
【渕田長一郎・勝立分会】 として全面禁止となっ
ていたにもかかわらず、
日本の建設産業では
年余りもそれを利益第
一として放置した国と
建材メーカーは、あき
らかな確信犯です。こ
れほど簡単な事実を福
岡高裁の裁判官達は、
今日福岡裁判所に行 本日の原告の心の訴え
く前に行った大牟田駅 をどのように受け取っ
前宣伝行動では、これ たのか。法廷に政府は
まで以上に署名の協力 介入してはならないは
をしてくれる人が増え ずです。裁判長が国の
てきたのが嬉しかった。 圧力に屈しないことを
最初は世間の認知度 望みます。プロジェク
が低く、中には、タバ トチームができたと今
コが原因と言われアス 回参加していた仁比聡
ベスト関連疾患だと気 平議員から聞きました。
づかずに亡くなった人 今後は、隠れた被害者
も数多いことと思いま も救済されるように、
す。神奈川の横浜地裁 また今年こそは基金制
と東京高裁ともに国と 度創設をさせるため、
建材メーカーに勝訴し、 運動に取り組んでいき
少しづつでも良い方向 ます。
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を異常なしですと医師
の言葉に医師を拝みま
した。誰に苦情言える
の？それとも感謝の言
葉かな？
【藤本憲子 田隈】
今年もあと半月余り ～れ
になりました。毎年寒 【大町妙子 橘】
くて家の掃除をと思っ
毎月楽しみに読ませ
てるけど、おっくうに てもらっています。時々、
なってしまいます。で 最後の１コの間違いさ
も、がんばってしない がしに苦戦することも
といけません。
あり…。
【浦 清美 橘】
先月は関所祭りに行っ
今年は大根を干して、 て来ました。帰り際、
たくあんを漬けてみま 山芋が半値になってい
した。ちょうど、正月 たモノを買い、あまり
に食べれるようにと、 に長かったので知人に
楽しみです。おいしく おすそ分けもできまし
なぁ～れ！おいしくなぁ 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。
１月は17日（水）午後
１時からです。

５日（金）御用始め（午前中）
５日（金）アスベスト街宣
大牟田駅前
大牟田ガーデン
５日（金）支部旗開き
ガーデンパレス
７日（日）本部執行委員会
８日（月） 全国建設アスベスト訴訟対策会議 東京
９日（火）年末調整仕上会
組合事務所
日（金）年末調整仕上会
組合事務所
日（金） 労働保険事務組合研修会 久留米市
日（土）全県書記長会議
県本部会館
日（月）県教宣活動者会議 県本部会館
日（火） 組織建設推進委員会
県本部会館
日（水）パソコン会計
組合事務所
日（木）年末調整仕上会
組合事務所
日（月）支部税金学習会
組合事務所
日（火）県社保活動者会議 県本部会館
日（木）社保協宣伝行動
ゆめタウン
日（日） 全県支部３役書記局学習会 大牟田支部
日（火）築炉じん肺裁判日 福岡裁判所
日（水）新加入者教室
組合事務所

県本部会館
組合事務所
組合事務所
組合事務所

１月は５日（金）から事務所を開けます。
（午前中までです）

年始と休所日のお知らせ

１日（木）全県書記長会議
２日（金）支部執行委員会
５日（月）許可青色申告相談
６日（火）許可青色申告相談

31 30 28 25 23 22 18 17 16 15 13 12 12

国から基金制度をつく
るまで、がんばってま
いります。どうぞよろ
しくお願い致します。

大牟田市古町３-２
福建労大牟田支部

【丸山清子】
月 日は福岡高裁
で３名の傍聴をして、

【石橋ウメ子】
昨年 月の横浜地裁
と東京高裁のダブル勝
訴に喜んでいましたが、
国は最高裁へ上告する
という姿勢を示してい
ます。
歯痒い思いでいっぱ
いです。福岡高裁も国
を負かし、基金制度が
できるまで、頑張って
いきます。これからも
ご支援よろしくお願い
します。

〒８３６-００４４

ご主人を亡くされた方、 きます。皆様のご支援
娘さん２名がお父さん のほどよろしくお願い
を亡くされ、闘病の様 します。
子などを話され、私も
主人の闘病生活をして
いた頃を思い出し涙が
あふれ出しまし
た。
【石原律子】
裁判が終わり
アスベスト福岡高裁
報告集会にみん 判決が今年いよいよ結
なで移動をし、 審をむかえるかもしれ
支援者と共産党 ません。２陣横浜地裁
の仁比聡平議員 判決、神奈川１陣東京
から熱い想いを 高裁判決、国と企業の
聞き、人は一人 責任を認める判決とな
では生きていけ りました。すばらしい
ないこと。団結 ２０１７年でした。ま
は力なりという だ、一人親方の課題が
事を改めて感じ ありますが、組合のみ
ました。
なさんの応援のもと全
今年も２陣と 国の原告のみなさん達
して頑張ってい と政治解決をめざし、

10

10

７つのまちがい答えと近
況をハガキに書いて事務所
まで送付ください。抽選で
５名様に粗品プレゼント。

【古澤喜美子 歴木Ａ】
師走。２０１７年も
無事に終えると思って
いたところ！ 月受け
た健康診断で肺に異常
有り。要精密検査をと
の事。不安な日々！
某病院でレントゲン
【先月の答】①左下・敷物の端の位置 ②左上・窓の開閉 ③中
央・頭のミカンがリンゴに ④中央下・お菓子の袋の有無 ⑤右
から３番目の子の髪の長さ ⑥右上・柱の太さ ⑦右端の子の位
置
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第2陣予定原告の丸山さん(左)、原告の石橋さ

ん(中央)、石原さん(右)

【吉田武仁さん・
才 ・ 大 工・ 米 生
延命分会】
青年部でいろん
な仲間と知り合え
てとてもよかった。
いま資格取得に向
けて頑張っている
ので、合格して仕
事の幅も広げてい
きたい。今後も部
会や懇親会でいろんな
仲間と知り合っていき、
仕事でつながるように
したいです。
30

【木原真 人さん・
才・ 大 工 ・ 歴 木
Ｂ分会】
今回は 初参加の
人が多か ったし、
違う職種 の仲間と
交流する ことがで
きていい 刺激にな
り楽しか った。今

後もお互いに切磋琢磨
していけるよう、頑張っ
ていきたいです。

これまで参加したかっ
たけど、時間が合わず
参加できませんでした。
今回参加してみて他の
職種の人と話が出来て
楽しかったです。これ
からも時間があえば参
加していきたいです。

【 石本 謙 太 さ ん ・
才 ・土 木工 ・ 田

隈分会】
他の支部の青年部か
らも参加していたので、
色々話ができてよかっ
た。今後も部活動に参
加していきたいです。
みんなで夏にキャンプ
に行ったら楽しいかも。

月 日に『和食間
ＫＡＴＳＵＭＩ』で荒
尾分会毎年恒例のおつ
かれ忘年会を開催しま

月 日、大牟田支
部ゴルフ愛好会の恒例
の年末コンペと総会を
行いました。
毎年締めのコンペ会
場は、名門チャンピオ
ンコースの玉名カント
リーです。当日は青空

14

11

17

した。参加者は、分会
三役や班長さんの他に
いつも協力をお願いし
ているシニア世代と、

未加入者へ説明する田中分会長

で多少の風はありまし
たが最高の景色の中、
楽しみました。
今年は６回の例会を
開催。当日
の優勝者は
米生延命分
会の丸山洋
史さんでし
た。
夜には愛
好会の総会

当日優勝の丸山さん

12

11

18

↑話が弾み、いつの間にか腕相撲大会へ。部長の野田一彦さん（右）を負かそうと右
手左手と変えながらみんなで挑みましたが、野田部長の圧勝でした。

月 日、大牟田支 集いをひらいて仲間と りを広げ、仕事やプラ 【恒吉亮一さん・ 才
部青年部の忘年会を開 の交流をしていこうと イベートを充実させて ・電工・瀬高分会】
催し 名が参加しまし 思います。今期の大牟 いきましょう。」と新
た。初めて参加する仲 田支部青年部の拡大目 年への決意表明があり
間も多い事からお互い 標 人と拡大行動数１ ました。また、筑後協
の仕事や趣味などの話 ５０人を達成するため、 議会の仲間も５名参加
で盛り上がりました。 青年部の活動を活発に し、各地域の仕事の情
野田青年部長からは、 行い、イベントを企画 報交換も行われました。
「新しい年も定期的に して若い仲間のつなが
青年部は若くて
元気な仲間と楽し
く活動しています。
是非青年部に登録
して参加ください。
26

33

【徳永祐一さん・ 才 仕事にもつなげていけ
・土木工・田隈分会】 るようにしたいです。
初めて参加しました。
いろんな職種の人と話
しができたのでよかっ
たです。今後も青年部
活動に参加してたくさ
んの仲間と交流して、

次世代を
担う青年
たち合わ
せて 名
で、連続
拡大目標達成の記録更
新を喜び、春の拡大に
向けての意気込みを語
り合いながら交流を深
め合いました。
参加者には、まだ組
合未加入の仲間も来て
くれていたので、酒を
酌み交わしながら組合
パンフレットを手に拡
大行動をし、福建労の
アピールをしたところ、
次の日には加入手続き
に来所してくれました。
この勢いで、春の拡大
行動もみんなで気合を
入れて頑張っていくぞ
と決意しました。
（田中通信員）

17

と表彰式を兼ねた交流
会を開き、当日のドラ
コン、ドラタン、ニア
ピンなどの大会の話で
盛り上がりました。
愛好会では２ヶ月ご
とに例会を開催してい
ます。参加はどなたで
も 。ゴルフ好きな人
の参加待ってます。２
月の例会は中九州ＣＣ
です。

OK
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