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組織部長の永江さん（山川・右）にあと一人で達成と伝えると、
現場仲間の西山さん（左）に声かけて加入となり県目標達成へ

25

15

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

月は 福岡のラジ
オ宣 伝（ トラ フィ ッ
クレ ポー ト） に大 牟
田支部の仲間が登場。
ぜひ聞いてください。

FM

を受け取った家主さん
から「家の修繕をお願
いしたい」などの問合
せも後日きます。
午後からはＪボウル
にて分会対抗ボーリン
グ大会と秋の拡大月間
の中間決起集会を開催。
１０１名の参加でした。
決起集会で
は、組織部
長の永江さ
んが、全分
会での拡大
達成をめざ
し支部目標
を達成しよ
うとうった
えました。

▼来年 月から消費税
を ％に引き上げると
平然と閣議で決める安
倍内閣には腹がたって
しょうがない。庶民の
事考えてますよと言わ
んがばかりに、税率を
２つに分ける軽減税率
を導入するなんてとん
でもないことだ、８％
で変わらないのに軽減
とはふざけた言い方に
他ならない。同じ品で
も持ち帰りは８％で店
内で食べれば ％とは
どう考えてもおかしい。
課税事業者になる仲間
たちは複雑な経理処理
を行うことになる。安
倍内閣さんよ、もっと
零細事業者や庶民の事
を考えてるというなら、
減税し続けている法人
税や累進課税を元に戻
すことさえすれば増税
分の税収は賄えるでは
ないかと大きな声で叫
びたい。
▼臨時国会が開会し、
冒頭の所信表明演説で
これまた「憲法改定」
をおこなう表明をした。
憲法改正や消費増税を
明言する前に、先ずは
自らの森友・加計学園
疑惑にたいして、きっ
ぱりと辞職し昭恵夫人
をはじめ加計孝太郎氏
や関係者を国会へ証人
として呼び内外ともに
明らかにすることが先
決ではないのか。そし
てなにより国民の懐が
豊かになること、将来
に安心を与えることで
はないのかと言いたい。

10

10

61

月 日（日）、早
朝より全県一斉の宣伝
行動を実施。各分会で
集合場所と時間を決め
て、チラシを全戸配布
しました。配布枚数は
１万７０００枚。班か
ら２名の参加目標で取
り組み２１６名の参加

でした。
チラシは、「家のこ
となら地元の工務店や
職人へ」の仕事おこし
と、組合に未加入の方
へ労災保険や健康保険
など福建労のメリット
をアピールする内容に
なっています。チラシ

数をしめています。
現在、船津、松原、
白光、田隈、高田、大
和、山川、南関、事業
所分会が達成していま
す。達成した分会では、
秋の拡大月間は、残 の拡大を成功させよう 点でのおはよう宣伝に 年間目標にチャレンジ
りひと月となりました。 と呼びかけてきました。 取組み、 月 日の本 しながら、全分会での
８月からの準備月間
月からの本月間に 部宣伝カーを運行し現 達成をめざしていきま
は、分会総会や支部の は、分会ごとに組合員 場訪問する中、県目標 す。
定期大会、出陣式で秋 訪問での声かけや交差 の 人拡大を達成しま
仕事や生活を守るた
した。 月 日には支 めの要求実現には仲間
部目標の 人に到達し を増やすことが必要で
ました。
す。現場や仕事仲間に、
事業所での社会保険 仲間増やし月間の声か
適用での拡大と合せて、 けと未加入者の紹介を
今月間もみなさんの声 お願いします。
掛けから組合加入が多

米生延命

11

始めて参加の坂口さんも元
気にチラシ配布（荒尾）
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24

も心地よく、生演奏を
堪能しました。また、
吉川さんの曲と曲の間
のトークは、頑張って
いる人たちを応援する
熱のこもった話も心に
響きます。
第２部は、米の山病
院のリハビリ課より井
島さんの指導で健康体
操をみんなで実践。座っ
たままですが、体が温
まって来ます。
第３部は、秋の拡大
月間と宣伝行動への参
加を。アスベスト裁判
については、２陣原告
の丸山さんから更なる
協力のうったえがあり
ました。後日署名が集
まって来ています。

94

子供たちも一生懸命
投げました

14

安倍首相は、消費税
を来年 月になにがな
んでも ％に上げると
発表しました。
２月から取り組んだ
「さらなる消費税を増
税させない署名」は全
国から 万筆が集まり
ました。 月 日に署
名を提出する国会集会
10 10

45

28

10

12

５政党から挨拶

健康診断を
受診するこ
とができま
す。親仁会
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。
中建国保加入者では、
節目の年齢による人間
ド ック補 助も 始
まっています。
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。

の役割の大切さについ
て学び、建設労働者の
仕事と暮らしを守るた
めには、福建労がもっ
と大きく強くなること
が不可欠と「秋の組織
拡大」を成功させる決
意を固めあいました。

が開催され、全国から
１６１名が参加。立憲
民主党、国民民主党、 倒すチャンス。そこで
日本共産党、社民党、 圧勝すれば、増税をや
自由党の代表が参加し、 めさせることができる。
消費税を上げなくても 野党共闘と合せ共に頑
大企業や富裕層の減税 張って行こうなどうっ
した税率を戻せば財源 たえました。消費税増
はある。来年７月の参 税反対の声を広げてい
議院選挙がアベ政権を く必要があります。

秋の集団健診が親仁
会医療機関で行われま
した。
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

ての役割や、たすけあ
い共済の申請方法など
について確認と学習を
しました。
この一年、大会で確
９月 日（金）、支 認した運動方針を具体
部会館２階大ホールに 化し推進していくため
おいて、分会役員班長 に、労働組合運動やそ
合同会議を開催しまし
た。新年度の班長と分
会役員１３１人が参加。
班長と分会役員とし

10

第４部はビン
ゴ大会。はじめ
にビンゴを引き
当てたのは、米
生延命分会の土
井さんです。ビ
ンゴした人には、
中身が見えない
楽しみ袋と１位の土井 て、なつかしい仲間の
さんには巨大紅白まん 元気な姿にあえること
じゅうも送られました。 が嬉しいです」「躍動
最後に、たすけあい 感あふれる演奏に元気
共済から支給される敬 をもらいました。ビン
老祝い金の授与式があ ゴで盛り上がりました」
り、みんなで楽しくお
祝いしました。
参加者からは「ビエ
ントは、とても良かっ
たです。涙が流れる程、
感激しました」「とて
もきれいな音色で久し
ぶりに良い気分にさせ
て頂きました。語りに
も感動しました。 を
買いましたので、家で
思い出しながら聞いて
みます」「毎回参加し

14

CD

月 日（日） 時
からＪボウルにて分会
対抗団結ボーリング大
会を開催し、 名の参
加でした。始球式はス
ポレク部長の田中さん
10

月 日、シニア友 「ビエント」を呼んで
の会の「いつまでも元 のコンサート。竹口さ
気に頑張る会」を開催 んのシンセサイザーと
し、 人の参加でした。 吉川さんの鍵盤ハーモ
第１部は、阿蘇から ニカなどの音色がとて

10

巨大紅白まんじゅう
ゲットの土井さん

でゲームスタート。参 大差をつけての優勝で
加者から拍手をもとめ、 した。２位は甘木分会、
会場を盛り上げ
３位は橘分会。
ます。
個人戦では、
ひとり２ゲー
１位から 位
ムずつプレイし
まではもち ろ
て、個人
ん、とび賞 や
戦と団体
当日賞、フ ァ
戦を楽し
ミリー賞、 最
みました。
下位賞、子 供
優勝は
いっとう賞 、
田隈分会。
真ん中賞等 々
なんと１
多くの賞で 表
位から３位まで 彰がありました。
田隈分会が独占。

「今年は血圧が高かった。
食事面で気を付けます。自
分の生活習慣の改善にも大
事」渕田さん（勝立）

←ビエントの吉川さん
（右）と竹口さん（左）

ブロック塀に亀裂

10

75

今年の街角ウォッチ
ングは、４つの地域
地元住民と集いを開催

健康体操で笑顔に
（高取、沖田・神田、
橘、三川・早米来地区
）で集いの会を開催し、
地元の住民の方より危
険個所や改善点を出し た。通学路での危険な
あいました。集いの中 ブロック塀など多くの
で出された内容をもと 改善が必要な個所がみ
に現地へ確認し、大牟 られました。 月６～
田市へ要望します。
８日には残りの３地域
月 日には高取地 の現地確認をおこない
域の現地確認をしまし ます。
11

（２）
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月３日と４日にア
スベストじん肺キャラ
バン大牟田荒尾玉名行
動を実施。福建労、建
交労、じん肺アスベス
ト訴訟弁護団から弁護
士が参加しました。
大牟田市と荒尾市に
10

その為には、署名に
月 日
おいて目標の 万筆に
（ 月） 福 岡
は届いていません。更
の 天神 ビ ル
なる上積みが必要です。
にて 、 「ア
今後増えるアスベス
スベ ス トに
ト被害者のため、自分
よる 健 康被
自身のため、さらなる
害を な くす
署名を拡げる協力をお
ため に ！ア
願いします。
スベ ス トシ
ンポジウム」
が開 催 され
まし た 。大
牟田 支 部か
らは 人の
参加。
こ の シン
ポ ジウ ム で
されるようにと強く思
います。これからも参 は、弁護士、医師、大
加し、皆さんと力を合 学研究員、福建労がシ
ンポジストになり、ア
わせて頑張ります。

12

10

の重要性や国の規制や
責任などについての報
告がありました。
いまだ私達のまわり
の建物にも建材の一部
として残っているアス
ベスト。これ以上の被
害を出さないため危険
性を知らせ、対策の確
立が必要です。

４～５日 足場作業主任者講習会
６日（火） 県シニア支部代表者会議
６日（火）街角ウォッチング
７日（水）街角ウォッチング
８日（木）街角ウォッチング
８日（木）拡大統一行動日
～ 日 人間らしく働くための九州セミナー
日（木）早朝宣伝行動
日（木）拡大統一行動日
日（土）松原分会住宅デー
日（日）南関分会住宅デー
～ 日 木造作業主任者講習会
日（火） 予算要求総決起集会
日（火） 予算要求国会議員要請
日（木）拡大統一行動日
日（日）県主婦の会総会
日（月）パソコン会計
日（木）拡大統一行動日
日（木）支部３役会議
日（金）新加入者教室

月 の 行 事 予 定

三川交差点
各分会
大正小学校
関所祭り
県本部会館
日比谷公園
議員会館
各分会
県本部会館
組合事務所
各分会
組合事務所
組合事務所

ももちパレス

吉野地区
米生地区
三川地区
各分会

セキアヒルズ

県本部会館

月の行事予定

スベストによる被害が による具体的な症状。
どういうものなのか、 福建労からは、建設現
なにが危険なのか、ど 場でアスベストが使わ
こに危険があるのかを、 れている建物の解体工
シンポジストによる講 事がどのように進んで
演のもと学習しました。 いるのか。研究者から
医師からは、アスベ は、アスベスト対策の
ストによる病気の進行 制度や技術面からでの
課題と展望。弁護士か
らは、ハザードマップ

国の責任を説明する伊黒弁護士

に対しても自治体と協
力してハザードマップ
を作成するように。１
人親方等特別加入者に
対する健康管理手帳の
交付を。被害者には速
やかな認定を。労働局
や本省へ上申するとき
には、監督署としても
必要性や現場での生の
声を届けるように要望
しました。

26

11

10

険度の広報を強めるよ
うに要請。
大牟田と玉名監督署

11

50

は、アスベスト建材を
使用している建物の解
体で、新たな被害者を
出さないよう法の改正
や条例作りなど進める
ように。ハザードマッ
プの早期作成。また、
アスベストの怖さと危

県本部会館
県本部会館
県本部会館
組合事務所

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。 月は 日
（月）の午後１時からです。

１日（土）全県書記長会議
２日（日）県組織部会
２日（日）青年部県委員会
３日（月）支部執行委員会

30 29 29 26 25 22 20 20 18 18 17 15 15 10

11

11

19

12

15

玉名監督署にて要請

ち取っていま
す。この流れ
を九州で止め
るわけにはい
きません。
月１日に、九州建 い渡される見通しとな 必ず九州も全国に続く
設アスベスト訴訟第２ りました。最近の高裁 判決を勝ち取り、補償
陣福岡地裁での２回目、 判決では一人親方の救 基金設立に向け前進さ
月 日は、第１陣福 済、企業の責任まで勝 せましょう。
岡高裁第 回目の裁判
が、それぞれ行われま
参加しまし
した。
たが、沢山
また、 月１日は皆 【永松利奈・米生延命】 の署名を見て署名一枚
さんが集めた「九州建
始めて裁判所に行き、 でも力になれると感じ
設アスベスト訴訟公正 原告の意見陳述書を読 ました。アスベスト被
判決を求める署名」約 む姿を見ました。原告 害は他人ごとではあり
万筆を裁判所に提出 のみんなが頑張って行 ません。可能性は誰に
しました。
動しているのが伝わっ でもあります。国や企
第１陣高裁では、い てきます。私も少しで 業は、責任を認め一日
よいよ来春に判決が言 もお手伝いできればと も早く救済基金が設立
署名で通行人にアスベスト問題を呼び
かける平野又六さん（甘木）
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30

10

22

必ずひとり３枚のハガキ書いて
分会・班へ提出してください。

殿
殿

千代田区霞が関３の１の１
主計局長
主計局次長

月 日、山登り愛
好会で九重の男池（お
いけ）めぐりと紅葉の
大自然をトレッキング
10

28

【藤本憲子 田隈】
やっと秋らしい気候

に行きました。 人の
参加。
男池では、日本名水
百選にも選ばれている
湧き水で参
加者の喉を
潤します。
平地と違い
辺りは秋の
装いが始まっ
ています。
黄色や赤
く染まった
森林の中を
歩くと大自
然の素晴ら
しさを感じ
スタート地点には巨大なケヤキも

26

になって来ました。９
月 月初めに台風で孫
の小学校、幼稚園と運
動会が伸び、やっと終
わり、これから紅葉見

るこ とがで
きます。
ト レッキ
ング チーム
は「 かくし
水」を通りソババッケ
まで行きました。標高
が高くなり、また一段
と鮮やかな紅葉を見る
事が出来ます。すばら
しい景色の中昼食です。
今回は、水炊きやサイ
コロステーキを準備し
てきた参加者も。
男池周辺の散策チー
ムは、湧き出る名水を
前に昼食をすませ、名
水の滝や近くの山林で
紅葉を楽しみました。
帰りは近くの温泉で
疲れをとり、冷えた体
を温めました。

に行ったり、温泉と楽
しく休みには行きたい
と思います。
【古澤喜美子 歴木Ａ】
台風（ 号）も被害

【先月の答】①左端の人の右袖 ②右下の台の取っ手
③右上の棚の下線 ④右端の子の口 ⑤右から２番目の
人のシャツ ⑥その人の顔の汗 ⑦セーラー服の子の左
手のシュシュ（髪留め）

財務省
財務省

殿

25

昨年の住宅デーの様子
このハガキ要請行動は、国保
組合への予算獲得だけでなく、
全建総連で要求している建設産
業で働く私たちに関連する予算
獲得の大きな力となっています。
※●●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（ギョウ）
はダメです。

財務省主計局主計官
厚生労働係

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。
（
住
所
）
（
氏
名
）

10

南関分会の住宅デーは、
今年も関所まつりで行いま
す。毎年多くの来場者があ
る関所まつりでは、福建労
の木工教室が大人気です。
住宅相談会や包丁とぎも行っ
ています。

松原分会の住宅デー
は、地元の大正まつ
りと同時開催します。
住宅相談会の他に
もメダカすくいやくじ引き
のお楽しみイベントもあり
ます。また、ありあけ健康
友の会の協力で健康チェッ
クも行います。
大人気の木工教室

憲法９条改憲を目指す安倍首相の最大の口
実であった北朝鮮の脅威は平和への道を歩み
はじめ、もはや根拠を失ってきています。
今回、福岡市中央区九条の会事務局長の後藤
富和弁護士を講師に招き、日本国憲法と九条
の意義について一緒に考えてみましょう。

〒８３６の００４４

７つのまちがい答えと近況を募集していま
す。抽選で５名様に粗品プレゼント。
大牟田市古町３の２
福岡県建設労働組合大牟田支部

無くホットしてます。
まだ（ 月９日）暑い
です。 月号のあしば
の新聞が届くころには、
寒く成りましたネが挨
拶の言葉に成るのかな？
草かんむりに鳥はツタ
（ブドウ科のつる性植
物）と読むのですネ。
クイズのお蔭！
～」と思って見てまし
【浦 清美 橘】
たが、何と勝ち抜き戦
運動会で騎馬戦が有 で次々と相手を倒し大
りました。孫（男の子） 将まで倒して勝ちまし
なんですが、身体が小 た。とっても嬉しい一
さいので「どうかなぁ 日になりました。
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（４）
第５５０号
ば
し
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１１月１日
２０１８年

