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「けんせつ小町」は建
設業で働くすべての女
性の愛称です。福建労
の大牟田支部でも現在
人の女性組合員が加
入しています。また、
家族従事者や従業員と
しても多くの女性が現
場や営業、事務などで
活躍しています。
森葉月さんは、高田
分会で鳶職を経営する
藤好流太さんが代表の
㈱アールテックの従業
員として約１年になり
ます。営業としてはい
りましたが、現場の事
がわからないと営業が
できないという事で、
鳶として現場での作業
にも携わります。
松原分会の前川舞子
さんは、夫の前川稔さ
んが経営するインテリ
アＭＡＥＫＡＷＡで夫
婦で内装工に携わって
います。現場にでるよ
うになって 年になり
ます。
南関分会の永松みは
るさんは父の永松史人
さんが経営する内装業
の㈲ナガマツ装飾で、
営業から事務職、現場
施工と様々な仕事に携
わっています。
（２面につづく）

▼毎年暮れに世相を反
映して発表される今年
の漢字、 年は「災」
でした。もっともと思
うように全国各地で台
風・地震・集中豪雨で
の重大災害が発生しま
した。過去最高予算を
組んだ軍事予算を災害
への対策にもっと税金
を投入して国民の生命
と安全を守るべきです
▼ 月からの消費税
％へ引き上げは絶対阻
止しなければなりませ
ん。おまけに訳の解ら
ない軽減税率だったり、
ポイント還元だったり
で、取り繕うとしてい
るが、消費税の導入と
増税は庶民にとっては
一番影響があった税で、
５％増税時も、８％増
税時も景気が冷え込み
私たちの生活はズタズ
タになりました。財源
はあります。大企業や
大金持ちの人に元の税
率に戻し応分の負担を
してもらえば▼福建労
年の歴史は、仲間も
要求に基づく運動を展
開して多くの成果を勝
ち取り、様々な制度を
作らせ今日まで発展し
てきました。大牟田支
部も過去最高の組織数
で新年を迎えました。
さらに仲間の団結で大
きな福建労を作り上げ、
１日も早く、現場で汗
して働く者が一番報わ
れる業界、希望が持て
る建設業界を作りあげ
るために今年も頑張っ
ていきます。
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↑アパートの改装工事でクロスの張替え中の永松みはる
さん（内装工・南関分会）
↗アパートの新築内装工事にてクロス貼り中の前川舞子
さん（内装工・松原分会）
→現場で足場設置のためトラックから足場を移動中の森
葉月さん（鳶・高田分会）
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た状況に戸惑い
ました。きつい
体力仕事にめげ
そうになったこ
とも。でも、慣
れてくれば、現
場での作業は色々
な人と知り合え
るし、今では楽
【森 葉月さん】
しくなってきたと。今
葉月さんが建設業に 後は、クレーンの資格
入って、はじめに気ま などめざしてスキルアッ
ずいと感じたのが朝礼。 プしていきたい。
まわりが男性ばかりだっ
夢はマイホームを建
舞子さん㊧に「いつも助かって
ます」と感謝する稔さん㊨
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。

で困ることは仮設トイ
レの問題。男性社会の
現場では、女性が気持
ちよく使える環境が整っ

役立て、人と人のつな
がりを大切にした仕事
を心がけています。さ
らに資格をもっと活か
して幅も広げていきた
い夢をもっています。
息抜きは、仕事と仕

ばないので、そこは悔
しさを感じる時がある」
しかし、女性ならでは
の、丁寧で正確な仕事

事の合間に色々な
場所にランチに行
くことや知り合い
から集めた情報で
色々な場所やイベ
ントに出かけるこ
とです。
現場では、力仕
事で男性にかなわ
ないことが多い分、他
の職人さんが仕事がや

かっています」と感謝。
「これからもっと女性
の仲間が増えてほしい。
それには子育ての問題
など解決しないといけ
ない課題がたくさん」
と、男女問わず安心し
て働ける建設業界にし
ていかなければと訴え
ます。

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
日（ 火 ） 午 後 １ 時 か ら
です。

日時 新規 ２月１７日（日）～１８日（月）
更新・再登録 ２月１８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・顔写真（4０✕3０㎜）
申込締切 ２月５日

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。

29

てる事。どんな家を建 じいちゃんが大好きな
てたいか聞いてみると 葉月さんです。
「３階建ての家だけど、 昨年は入籍もして、
大工をしているじいちゃ さらにおめでたいこと
んが建てた家じゃない に、おなかの中には赤
と住みたくない」と。 ちゃんも。

【永松みはるさん】
住宅収納スペシャリ
ストや整理収納アドバ
イザー、ルームスタイ
リストなど多数の資格
を取得。お客さんとの
コミュニケーションに

ているとはいえません。 でカバーしてます。一
「男性と比べて、ど 緒に現場で仕事をして
うしても力の面では及 いる夫の稔さんも「助

りやすいようにと気配
りも大切にしています。

【前川舞子さん】
稔さんと結婚して建
設現場にでるようになっ
た舞子さん「長くやっ
てきたけど、建設業界
は良くも悪くも変わっ
てないですね。現場で
バリバリ活躍している
女性にまだ会ったこと
がないんですよ」現場

います。消費税 ％へ
の引上げ、入管法の改
定、辺野古への土砂投
入強行など国民無視の
政治を続けています。
安倍政治退場の審判を
統一地方選挙、参議院
選挙で下しましょう。

の峰を築くことができ
ました。この勢いで、
さらなる高みをめざし
て、今後ともみなさん
のご協力をお願いしま
す。ともにがんばりま
しょう。今年もよろし
くお願いします。

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(火)
② ２月 ６日(水)
③ ２月 ８日(金)
④ ２月１３日(水)
⑤ ２月１５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。
（分会ごとの相談会
日程は来月号にて）
福建労は、１９５５
年１月に結成以来、建
設産業の仲間の仕事と
くらしを守る要求実現
にむけてたたかってき
ました。昨年も仲間を
増やす取り組みの中で
大牟田支部は過去最高

昨年の安倍自公政権
の暴走に次ぐ暴走。国
民の怒りがひろがって
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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 としています。同制度
いては、給与所得控除 が始まれば新たな税金
の上限設定などについ の負担が発生するとい
ても説明がありました。 う事にもなります。廃
記帳義務が強まり、 止の運動を引き続きし
以前は義務でなかった ていかなければなりま
所得３００万以下の方 せん。また、終了後に
も記帳が義務となって 年末調整の学習会も開
います。
催しました。
アベ政権は消費税の
年明けは１月 日
増税を平成 年 月に （水）に昼夜２回開催
実行するとしています。 しますので、まだ参加
その４年後には、イン されていない方はぜひ
ボイス制度も導入する 参加ください。
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大牟田市古町３-２
福建労大牟田支部

【石橋ウメ子さん】
に早く解決してほしい
九州建設アスベスト ものです。
訴訟が始まって足かけ
現在、私たち原告は、
９年となります。今ま 弁護団の先生方や支援
で東京高裁（横浜・東 者の方々と共に被害者
京）と大阪高裁（京都 補償基金制度ができる
・大阪）の４つの裁判 ように頑張っています。
で国に勝訴しています。 福岡高裁で東京や大阪
一人親方も建材メーカー より良い判決を頂ける
に対しても勝訴率が上 ように組合員の方々の
がっています。たいへ ご支援、ご協力をお願
んうれしく思っていま いします。
す。
しかし、悲し
いことに全国的
に被害原告の方
がだんだん亡く
なり、遺族が７
～８割という現
状です。被害者
の命のあるうち

〒８３６-００４４

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

年始と休所日のお知らせ

１月は７日（月）から事務所を開けます。
（午前中までです）１月 日は、アスベスト
裁判へ支援参加のため事務所を閉めています。

県本部会館
博多
組合事務所
組合事務所

５日（土）支部旗開き
石室
ガーデンパレス
６日（日）本部執行委員会
７日（月）御用始め（午前中）
８日（火）年末調整仕上会
組合事務所
９日（水）年末調整仕上会
組合事務所
日（木） 建設アスベスト２陣期日 県本部会館
日（土）全県書記長会議
県本部会館
～ 日 税研修会
東京土建
日（火） 本部教宣平和活動者会議 県本部会館
日（木）年末調整仕上会
組合事務所
日（火）県社保活動者会議 県本部会館
日（火） 労働保険事務組合研修会
日（土）税金学習会
組合事務所
日（日）本部幹部学校
甘木
日（火）パソコン会計
組合事務所
日（木）新加入者教室
組合事務所
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１日（金）全県書記長会議
２日（土）県労連評議員会
４日（月）支部執行委員会
５～６日 税金相談会
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1月23日（水）
23

で注文しました。
おせちも、鉢盛にし
て手抜きです。年とと
もに、やる気なくして
ダメですネ！来年は、
もっとガンバレるよう
に身体をきたえて、力
をつけたいです。
【藤本憲子 田隈】
今年もあと数日とな
り、毎月の新聞のまち
がい探しをしました。
来年もまたがんばって
探したいと思ってます。
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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。

【 浦 清美 橘】
もうすぐお正月。今
年はもちつきをしない

【先月の答】①左端の人の位置 ②左下の靴の置き方 ③中央
・子どもの持つおにぎりがサンドイッチに ④右側の人の帽子
のアジャスター ⑤その人のシャツの襟 ⑥熊が抱える魚の目
⑦右下・水筒の大きさ
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12月５日の大牟田駅まえ
宣伝行動での石橋さん

（とりまとめ帳別途500円）
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【中村賢志・勝立分会
才・大工】
今年は長女が高校受
験。家族からはじめて
の受験なので、ドキド
キです。みんなでサポー
トしていきます。
新しい生活のスター
トとして、家族みんな
が健康ですごしていき
たいです。そして家族
みんなで旅行にでかけ
たい。夢は海外旅行。
最近は、デジタル化
がすすんでいるけど、
もっと人と人のつなが
り、家族の輪を大事に
していきたい。どんな
に忙しくても晩ごはん
は必ずいっしょに食べ
ることにしています。
子どもたちはそれぞれ
の夢があってどんなふ
うに育つか楽しみです。

12月12日、毎年恒例の荒尾分会の忘年会を14
人の参加で開催しました。新年こそ拡大目標

達成するぞと団結しました。
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【栗原大介・松原分会
才・機械設備工】
昨年は、仕事面では
出張ばかりで忙しい年
でした。今年も変わら
ず忙しく充実した年に
なればと思います。
家族でキャンプをす
るのが楽しみで、昨年
は八女に行きました。
自然の中で、火をおこ
したり、飯ごうでご飯
を炊いたり、色んな楽
しみがあります。遊び
ながら色々学んでくれ
たらと思います。今年
43

【上原慶彦・南関分会
才・瓦工】
今年は子どもたちの
環境が変わる年。何事
もなく無事に終わって
ほしいです。長男の受
験が終わったら家族旅
行にも行きたいです。
仕事面では、昨年は
まちまちの現場だった
けれども、今年は地元
付近の現場が増えそう
です。目の前の現場を
一つひとつ確実にこな
して、忙しければいい
かなと。
なによりも子どもた
ちが平穏に過ごしてく
れれば、それが一番。

もまた家族でキャンプ
に行きたいです。
消費増税など税金が
上がるのは、やはり家
計には厳しいです。政
府には庶民のことを考
えた政治を行ってもら
いたいと思います。
将来、子どもたちが
安心してくらせる世の
中にしていかなければ
と思います。
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ゴルフ愛好会では、
２ヶ月ごとに例会を開
催しています。
月 日 は年
末コンペをお
こないました。
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。
今年は６回
の例会を開催。
例会ごとの優
勝者たちで競
い合うトリキ
リ戦の優勝者
は米生延命分
会の島浦照翠
さんでした。
当日優勝は矢
野誠さんです。
夜には愛好会の年次
総会と表彰式を兼ねた

12

10

ゴルフの話で年次総会も盛り上がりました

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。
今回の大会
で１９４回を
迎え、今度の
年末コンペで
２００回に到
達します。記
念大会は盛大
に開催しよう
となりました。
参加はどなた
でも 。ゴル
フ好きな人の
参加待ってま
す。開催日程
は、機関紙の
予定表に掲載
してますので
組合までご連絡くださ
い。
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