７月 日（日）岱明
町の鍋松原海岸で地引
網を開催しました。組
22

→スイカに
かぶりつい
て水分補給

×

40

↓地引網で腹ペコ。みん
なで食べる食事は最高

砂浜に集まり、みんな の色は白色？
でゲームを楽しみまし 黒 色 ？ 」
た。夏の浜辺といえば 「福 建労 の
スイカ割り。まずは、 正式マスコッ
参加した子供たちから トはフク坊？」
スタートです。「もっ 知っ てそ う
と前、前、右、行き過 で分 から な
ぎ！」と周りから応援 い問 題に 苦
が飛び交います。アド 戦しつつ、上位７名は エイや小さなサメ、カ
バイスがいいのかドン 商品をゲットしました。 ニも獲れました。
ドン命中。準備してい
太陽も高く上がり網
みんなゲームと地引
たスイカを子供たちで 入れの時間に。漁師さ 網で腹ペコです。待ち
すべて割ることができ んの「引っぱれ～」と に待ったＢＢＱ。もち
ました。割れたスイカ の合図と同時に「そ～ ろん獲れた魚も美味し
はみんなで美味しく食 れ、そ～れ」と二手に くいただきました。
べ水分補給に。
分かれて網を引きます。 最後に子供たちで宝
次は、○ クイズで こんなに重いのか？と 探しと、ラムネ早飲み
す。出題された問題に、 思うくらい網の重さが 大会を開催。
まずは子供たちだけで すごいです。約 分ほ
本当に暑い一日でし
挑戦。問題が簡単なの ど引くと網の中には、 たが、子供たちも待ち
かなかなか勝負がつき グチ、ボラ、ハダラ、 時間で海で泳いだりと、
ません。続いて大人と コセゴ、シイノフタや みんなで思いっきり楽
子供含め全員で挑みま コノシロ、キス、イカ しむことができました。
す。「パンダのしっぽ ゴが飛び跳ねています。

上がってきた網の中には色んな魚が

↑炭酸とビー玉が一気飲みをはばみ
ます。上手に飲んで一番をアピール

▼毎年おこる大規模自
然災害で、多数の犠牲
者と被害をもたらして
います。本当に自然の
猛威には万全の対策が
必要です。気象庁も自
治体も早め早めの警報
・避難を呼びかけるよ
うになりました。数十
年に一度の豪雨が何日
も出されました。大し
たことはなかったでは
なく、何時も心構えを
待つ事が大切です。
▼この自然災害に対し
て、私たちは助け合う
精神を忘れずに、この
八月に「平成三十年豪
雨水害」に対して「カ
ンパ」活動をとりくみ
ます。班を通じてカン
パ袋が廻ってきますの
でご協力のほどお願い
します。
▼今年も暑い夏がやっ
てきました。この暑い
８月に広島・長崎では
原子力爆弾が落とされ
１発で一瞬にして町が
壊滅状態になり、熱光
を浴びて広島では 万
人、長崎では８万人も
の人が死に、放射能に
よってその後も人々は
苦しみ亡くなっていき
ました。人類が起こし
たこの悲劇を三度繰り
返してならいと、広島
・長崎での原水爆禁止
世界大会に毎年福建労
は参加してきました。
今年も７月の国民平和
行進で荒尾四山公園か
らみやま市役所まで、
再び戦争を起こさせな
いために「平和憲法守
れ！」と歩みつづけま
した。

14

合員と家族含め１３５
名の参加。
お昼の網入れ前に、

みんなで力をひとつにして網を引きあげます

↑クイズに参加して正解
側でガッツポーズ

↑命中者続出で、
どんどんスイカ
が割れます
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25

29

従業員を雇用して
いる事業主は、毎月
支払う給与から所得
税を徴収し、毎月、
納付しなければなり

ません。従業員が 人
未満の事業所は納期の
特例の届け出をするこ
とで、１～６月分、７
～ 月分と２回にまと

の耐震対策や大雨に
よる水害対策を課題
に取組みます。事前
の学習会には、大牟
田市から担当者も参
加して、安全対策の
報告も行われます。
ぜひ、みなさんも参
加して地域の安全対
策を考えましょう。

日時 ８月 日（土）
時間
時から
場所 労働福祉会館

25

重大事故につながる
転落事故。「安全帯」
は「墜落制止用器具」
と名称変更となり、原
則フルハーネス型の着
用が義務付けに。安全
衛生特別教育も必要と
なってきます。（施行
は平成 年２月１日）
参加者には瞬間冷却
剤と経口補水液を配り、
熱中症の注意も喚起。
後日、参加者の名簿は
安全学習を行っている
事業所として労働基準
監督署へ提出しました。

14

31

めて納付できます。
７月４日に源泉徴収
特納者学習会を開催し
名の参加でした。事
業者としての税金のお
さらいと、納付書の作
成方法を学習しました。
新しく従業員を雇う
ようになって方法が分
からない時は組合へ。

17

核兵器を全面
的に禁止する
初の条約です。
日本政府はま
だ批准してい
大牟田の街角ウォッ て、後日４地域（高
ません。日本
チング実行委員会は、 取地域、神田町・沖
政府にも条約
地域の安全を目的に、 田町地域、橘地域、
に向け、核兵器の廃絶
に署名・批准
危険個所をチェック 三川・早米来地域）
や原発再稼働反対をア
を求める運動
し関係機関に要望を で地域住民から問題
ピールしながら、多く
を進め、核兵
出し改善に結びつけ 個所を出し合う集い
の平和への思いを届け
器の恐ろしさ
ていく活動を行って を設けて、実際に現
るため、北は北海道、
を引き続き語
います。
地確認を行います。
南は沖縄の全国各地か
り伝えすべて
８月 日（土）に
今年は、通学路等
ら平和行進が行われて 日差しが照りつけとて の政府に条約批准を迫っ
事前学習会を開催し におけるブロック塀
います。今年は広島が も暑かったですが、沿 て行きましょう。
目的地です。
道からは手を振っても
７月７日に、四ツ山 らったり、「頑張って
公園で熊本の仲間から ね 」 と 声 を か け て も
平和のタスキを受継ぎ、 ら え る な ど 、 皆 さ ん
大牟田市役所まで行進 の 平 和 へ の 強 い 思 い
し７名の参加。前日に を 感 じ る こ と が で き
７月６日（金）に、 大な災害１件につき、
は西日本豪雨災害の影 ました。
響が心配されましたが、 世界には、いまだに 大牟田支部にて労働安 軽微な事故が 件。さ
当日は小雨程度で歩く １万５０００発の核兵 全学校を開催。大牟田 らにその背景に事故寸
ことができました。
器が存在し、人類の生 労働基準監督署より講 前の案件が３００件あ
９日は大牟田市役所 存を脅かしています。 師を呼んで、建設現場 る。事故や災害には至
からみやま市役所まで
昨年７月に国連で採 における労働災害につ らなかったが、「ヒヤッ」
歩くコースに６名が参 択された核兵器禁止条 いて学習し、 名参加。 としたり、「ハッ」と
労働災害の経験則の した出来事のことです。 防止につながります。
加しました。今年は福 約。今後 カ国の批准
建労が先頭に立ち横断 を経て発効する予定に なかで、「ハインリッ このヒヤリ・ハットを ヒヤリ・ハットを減ら
幕をもって行進。強い なっています。歴史上、 ヒの法則」があります。 限りなくゼロに近づけ し職場の安全改善を行
この法則は、１つの重 ることが重体な事故の い、災害防止を。

仲間からも多くの被害
の報告も。福建労や全
建総連傘下で被災され
た仲間にカンパを届け
ます。みなさんの協力
をお願いします。

災害の実例もあげながら安全講習

10

の夏を迎えます。今年
も原水爆禁止世界大会

が発生しました。
福建労の仲間からも
負傷者や住宅、作業場
等の被害の報告を受け
ています。また、中国
四国地方の全建総連の

12

50

組合では被災者支援のワン
コインカンパを行います。カ
ンパは分会を通じて集めます
ので、ご協力をお願いします。

広島、長崎に原爆が
投下されてから 年目

28

６月 日以降の台風
や梅雨前前線の影響に
よって、西日本を中心
に全国的に広い範囲で
記録的な大雨となり、
全国各地で甚大な被害

福建労が先頭で市民のみなさんに平和をアピール

（２）
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四ツ山公園で引継集会

37

２陣のたたかいが
スタート

いずれも12時から30分間を予定してい
ます。みなさんの参加をお願いします。

【田中健二・荒尾分会】
７月２日、九州建設
アスベスト第２陣訴訟
の第１回期日が福岡地
裁で開かれました。

第２陣の原告を応援 なければなりません。
しようと支援団体から 被告メーカーを特定す
も多くの仲間が集まり ることが困難ではあり
ました。
ますが、精一杯努力し
裁判では、まず第２ ていきたいです。
陣の原告団長の丸山清
そして、福岡だけで
子さんが意見陳述。そ なく、東京・横浜・大
の後、弁護士から第１ 阪など他の団体と協力
陣訴訟の内容も して更なる共闘関係を
含めたアスベス 築き上げることも重要
ト被害に対する だと感じました。
説明が行われま
現在も、組合ではア
した。
スベスト被害の全面救
これまで、国 済を求める署名に取り
の責任を勝ち取 組んでいます。まだま
り、次に一人親 だ多くの署名を集め、
方の救済を勝ち 世論に広げていく必要
取ってきました。 があります。これから
今後は建材製造 被害は広がっていきま
企業の更なる賠 す。自分自身のことで
償を勝ち取る為 もあります。皆さんの
に行動していか 協力をお願いします。
署名を拡げる田中誠一さん（大和・左）
田中健二さん（荒尾・右）

野田真理子・田隈】
今回、初めて参加し
ました。私は裁判所に
入廷すること自体がは

国会内でシンポジ
ウム
【九州建設アスベスト
裁判第１陣原告・石橋
ウメ子】
７月４日、「建設ア
スベスト被害者補償基
金を考える国会内シン
ポジウム」に参加しま
した。パネルディスカッ
ションでは、自ら喘息
患者でありながら、原

告として東京大気汚染
公害裁判をたたかった
石川牧子さんが、国・
都・公団および自動車
メーカーと闘い損害賠
償や救済制度の創設等
を勝ち取った話をされ
ました。
お金が欲しい為にやっ うになればと願ってい
ているのだろうと言わ ます。
れ悔しい思いもした。 最高裁門前で早朝
お金の為ではないが、
宣伝と議員要請
結局損害賠償となれば
お金におちつく。６３
７月５日、早朝より
３名の原告で９万人も 最高裁の門前で、ビラ
の人々の救済につながっ 配りをし、議員会館に
た。また、喘息の新薬 移動して議員要請行動
により、本人が大の字 をしました。昼からは
になってゆっくり眠れ 途中雨が降る中、中央
るようになったと喜び 総決起大会に参加。仕
を話され感動しました。 事と暮らしを守り、建
アスベスト裁判も補 設産業の未来を切り開
償基金はもちろん必要 こうと団結し闘い抜く
ですが、国は医療や薬 ことを決議しました。
の開発等にも力を入れ 建設業従事者が将来に
てほしいです。被害者 希望が持てる建設業界
が少しでも楽な生活が にしていかなければと
でき、長生きできるよ 思いました。

８月の行事予定

４～６日 原水爆禁止広島大会 広島市
５日（日）県青年部委員会
県本部会館
５日（日）建設アスベスト街宣 ゆめタウン
９日（木）原水爆禁止長崎大会 長崎市
～ 日 お盆休み
日（土）全県書記局研修会議 県本部会館
日（日）福岡県労連定期大会 福岡市
日（水） 街角ウォッチング実行委員会 新婦人
日（木）レセプト点検会
県本部会館
日（土）社保協宣伝行動
ゆめタウン
日（土） 街角ウォッチング学習会
労働福祉会館
日（日） ハーモニーランドバスツアー 大分県
日（月）パソコン会計
組合事務所
日（火）愛好会コンペ
日（水）本部大会代議員会議 県本部会館
日（水）支部３役会議
組合事務所
日（木）新加入者教室
組合事務所
日（金）建設アスベスト大阪高裁
京都ルート判決日・連帯集会

２日（日）第 回本部定期大会
３日（月）支部執行委員会
５日（水）建設アスベスト街宣
９日（日）支部定期大会

パピヨン
組合事務所
大牟田駅
組合事務所

９ 月 の 行 事 予 定

15

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。８月は 日
（月）の午後１時からです。

27

議員室訪問の石橋さん

とも再認識しました。
自分が思ったことは、
一日も早く、一刻も早
く国は対応して一人で
も多くの人を助けても
らいたいと思いました。

64

【

８月５日（日）ゆめタウン
９月５日（水）大牟田駅

最高裁前で早朝宣伝の原告

妻として共感し、闘病 受けられる制度を確立
生活の苦しい日々、家 するために、みんなで
族の悲しみにとても心 運動をつないでいこう
じめての体験でした。 をうたれました。法定 と思います。
傍聴席の前列に座り、 終了後の報告集会では、 【田中誠一・大和】
テレビで観たことのあ 丸山さんをはじめ、他
傍聴席の最前列で丸
る裁判の風景の中に、 の原告のみなさんの話 山清子さんの原告の陳
さっきまで会話をして や姿を拝見し、あらた 述を聞き裁判官にうっ
いた丸山さんが原告と めて悲惨な被害の実情 たえられている主人の
して座っているという を知ることができ、一 今までの辛さ、家族で
現実に、何とも言えな 刻も早い解決、早期救 の辛さがよく伝わって
い緊張感を感じました。 済を心から思いました。 来ました。また、アス
丸山さんの陳述は、 近い将来、裁判なしで ベストは建築建材には
同じ塗装工の夫をもつ すべての人々が救済を 多く使用されているこ

24
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☆ 日時
☆ 場所

２０ １ ８年 ９ 月９ 日 （日 ） 午後 ２時 ～
組合 事 務所 ２ 階（ 大 牟田 市 古町 ）

【古澤喜美子 歴木Ａ】
とうとう大勢の犠牲
者が出て梅雨明けに成
りました。
これから猛暑の日々
となる事でしょう 災
害にあわなかった事に
感謝して元気に過ごせ

ます様に！
【藤本 憲子 田隈】
今年の梅雨はなんと
雨が多くて、日本のあ
ちら、こちらと水害に
なって大変でしたね。
大牟田は被害もなくよ
かったです。これから、
また大変。暑くなるか
と思うと辛いけど元気
を出して頑張って行き
たいと思います。

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。応募は、組合事務所まで。

!?

造非住宅にＪＡＳ構造
ＣＬＴ使用の場合は、
材を活用して建築した 申請時に予定、または
場合、ＪＡＳ構造材の 実際に使用した材積量
調達費の一部が支援。 １５万円／㎥（最高１
（施工性や課題点等の ５００万円）
報告書の提出が必要）
いずれもどちらか低
【助成対象の支援額】 い方の金額。調達費の
機械等級区分構造用 方が低い場合は調達費
製材、２ ４工法構造 が支援額。
用製材を使用した場合。 建築主が国や県、市
申請時に予定、または 町村に該当しないもの
実際に使用した床面積 が対象。他にも用件等
の合計２０００円／㎡、 ありますので詳しくは、
（最高１００万円）
組合まで。

年度の支部役員立候補を次のとおり受付けます。
支 部長、 副支部 長、書記 長、書 記次長 、執行 委員。
執 行委員 につい ては、分 会総会 での推 薦を得 ての立候 補とな ります 。

木材利用が低位であっ
た非住宅分野を中心と
する建築物において、
ＪＡＳ構造材を積極的
に利用することで、Ｊ
ＡＳ構造材の格付実績
を引上げ流通量を拡大
することを目的に林野
庁が補助事業を開始。
制度の流れは、①Ｊ
ＡＳ構造材を積極的に
活用する宣言を事業者
が行います。登録制。
②登録事業者が、木

【先月の答】①左端の人の日傘 ②橋の欄干の支柱
③中央・釣りをしている人の足元のバケツ ④釣り糸
の長さ ⑤舟のへさき ⑥舟に乗っている人のかさ
⑦右端・絵を描く人のエプロンの長さ

ぜひ、ご参加いただ
きますようお願いしま
す。病気や仕事などで、
どうしても組合員本人
が出席できない場合は
ご家族の方が代理でご
参加ください。

を今年も開催です。
夏休みの思い出つくり
に、お子さんと一緒にで
かけましょう。大分県の
ハーモニーランドまで貸
切バスで行きます。会場
では、夏限定の水遊び場
や巨大な滑り台も開催中。
その他、たくさんのアト
ラクションも。帰りも貸
切バスなので楽ちんです。
参加費は１２００円（バ
ス代、入園パスポートチ
ケット代込）昼食、その
他は各自で。先着 名に
なってます。参加申込み
はお早めに。

×

各分会で８月下旬か 大会での代議員を選出
ら９月上旬にかけて分 します。
会総会が開催されます。 分会総会は、組合で
分会総会では、１年 最も大切な会議のひと
間の取り組みや成果、 つで、分会に所属する
財政について組合員み 組合員の過半数の出席
んなで確認し、新年度 がなければ成立しませ
の分会役員や支部定期 ん。

昨年も大好評だった
「子供と一緒にハーモニー
ランドへ行こうバスツアー」

13

８月 日（月）から 日（水）
は「お盆休み」 。８月 日（金）
は、建設アスベスト大阪高裁
・京都ルート判決日の連帯集会に参加ため、事務所
を閉 めて い ます 。ご 協力 を お願 いし ま す。
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（４）
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ば
し
あ
８月１日
２０１８年

