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ＣＵ東京1500人早期達成めざし
秋の組織拡大月間始まる！
す。あらためて所期の目標である、少
なくとも3000人を展望し、1500人を早
期に達成することが求められます。Ｃ
Ｕ東京の前進と活動に、期待が寄せら
れ関心も高まりつつあります。この秋
の拡大月間は、その点からも位置づけ
を高め奮闘する決意です。結成10周年
7月開催の第10回大会は、早期に1500人実現と3000人めざ
した運動を提起しました。

に当たる年、1500人を達成することが重要です。
第一歩となる秋の拡大月間（10月～11月）で10
0人以上の実増を目指します。

10周年の年を最高の峰で迎える
ＣＵ東京は、7月に記念すべき第10回大会を

9月28日に拡大決起集会（出陣式）

開催、1220人の最高の峰を築き、大会は早期に

組合員拡大の成功のカギは、地域ユニオンの

1500人達成を確認しました。9月18日現在、124

役割を改めて組合員みんなのものにすることで

0人の到達です。今、労働者の働く環境は、重

す。組合を強く大きくする月間として、多くの

大な局面にあります。先の国会で「働き方改革」

組合員の参加でとりくみます。目標は組織数の

法が一括して強行採決され、いっそう労使関係

12％です。150人の新しい組合員を迎えます。

があいまいにされ、不安定な状況が拡大されよ

1340人以上の組合をめざします。9月28日に拡

うとしています。今後の審議会や私たちの活動

大決起集会（出陣式）を行い、交流、団結固め

が重要です。また、東京の最賃は27円引き上げ

スタートします。

985円になりました。要求にほど遠く、地域格
差は224円にさらに拡大しました。

12月にはＣＵ東京10周年記念集会を予定しま

ＣＵ東京の存在感高まる
ＣＵ東京は

9月28日（金）18:00 ラパスホール

す。月間の到達をみんなで確認し、10年の前進

誰でも1人でも加入できる労働

組合、地域ユニオンが重要性が増しており、今、
求められている労働組合と訴えてきました。何
よりも、日々の労働相談に応え、賃金と雇用の
確保に奮闘してきました。その成果は第10回大
会で確認し、さらに相談体制の強化を呼びかけ
ました。
早期に1500人組合員めざす
ＣＵ東京の到達は、まだ、緒に就いた段階で

１

を祝い、労をねぎらう場とします。

コミュニティユニオン東京
10周年記念集会（仮称）
■12月15日（土）14:00（予定）
■けんせつプラザ東京
（東京土建本部会館）
8月の執行委員会で寺川副委員長、高木書記長、宮本
書記次長、岡執行委員を担当に準備を進めています。
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万歳！やっと超えた50人の壁
早期に80人を目指して
ＣＵ練馬支部

ＣＵ東京は10周年

ＣＵ東京女性役員にインタビュー
ＣＵ東京には多数の女性の組合員がいます。
役員として活動されている5人にインタビュー
しました。次の4点聞きました。
①抱負
②地域ユニオンが注目されています
③秋の組織拡大月間の決意
、 ④支部のアピール
（文章は若干編集しました。了承下さい）

新しいことにチャレンジ

8月30日（金）土建練馬支部会議室において
第９回定期大会を開催しました。執行委員会の定

ユニオンちよだ委員長 鈴木真理さん

例化で、組合員の拡大目標人数の設定、目標に向

①新しいことにチャレンジして

けての運動、宣伝が、確実に実施されたことや、

いきたい。アイディアを出し合

労働相談の充実（練馬労連と合同）などで、長年、

い、組織の強化を図ること、女

目標にしてきた「組合員５０名」の壁を、やっと

性にも交流会や勉強会に積極的

超えることが出来ました。また、忘年会やハイキ

に参加できるようコミュニケー

ングなど、参加者は少数ながら、実施できたこと

ションを深めたい。

は、支部活動の大きな前進となりました。

②労働問題に直面している方々が、「頼るところ

「活動すれば人を呼ぶ」

が見つからず、ユニオンちよだに駆け込みました」

公益財団法人東京都公園協会Ｓ公園では、臨

との声を聞き、解決できたことを非常に嬉しく、

時職員３名が組織され、職場要求実現にむけて

役割の重要性を痛感します。

「分会」が結成されました。地域への役割では、

③組合員60～70人の水準に、ホームページの改善

練馬労連役員に５名派遣し、行動や運動に積極的

やフェイスブックの情報発信量を増やし、さらに

に参加しています。地域でも少しずつ認知されて、

労働相談を強化し、組合員を増やします。

協力組合員の数も大きく伸びた事が、組合員拡大

④千代田区は大企業や外資系企業が多い地域で、

の大きな要因となりました。「活動すれば人を呼

大企業との争議、勝利経験を活かし、多くの争議

ぶ」を実感した２2017年度でした。

を解決。早期解決のために、年３回の「千代田総

若手役員の育成に取り組む

行動」などで、街宣や要請の運動もしています。

ＣＵ東京1500名達成に向けて、80名の早期達
成と100名を目指す方針を決定、支部運営上、協

身近な相談相手として
三多摩・清瀬東久留米分会長 寺川知子さん

力組合員の存在は重要です。更に10名の拡大と労

① 一人で悩み苦しんでいる仲間

働相談員の拡充、更に、組合を理解するために学

たちに、諦めないで一緒に解決

習や交流を通して、若手役員の育成に取り組み、

しようと呼びかけたい。身近な

まずは80名の早期実現に向けて、元気に楽しく活

相談相手としての労働組合の存

動していきます。

在を一人でも多くの仲間に知ら
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せたい。

もらうように努めていきたいと思います。その

②誰でも、何処にいても、一人でも入れる労働組合

中からさらなる拡大につなげたいですね。
④文京支部は、組合活動のベテランを中心にま

であることが、ひとりぼっちをなくしていくことに

なるので、知らせていけば、たくさんの人を救える、 たいろんな方のお力もお借りし、労働相談の対
社会的役割が果たせる。

0.1％の190人を目指して運動を進めます。人間らし

応や定期的な宣伝活動、バーベキューなどのイ
ベントや観劇まで多岐にわたって活動していま
す。今、女性組合員向けのイベントも企画中で、
今後の拡大と運動の広がりに向けて元気に楽し
く頑張っています！

く働き、暮らせる社会に力を合わせ、すべての仲間

執行委員8人中女性が6人

③目標は達成するためにあるという決意で、力を合
わせて超過達成したい。

④清瀬と東久留米の人口を合わせて19万人。当面、

との対話を強め、手をつなぎ、一人ぼっちの労働者

ＣＵ渋谷委員長 伊藤栄江さん

をなくしていきたい。

① 1人でも多くの方に、労働組合

おっとり のんびり 和気あいあい

を知らせていく。学習・レクリエー
ション等、楽しく活動し拡大につ

ＣＵ練馬書記長 伊藤悦子さん

① 名ばかり書記長です。皆さんの

なげていく。

知恵と力をお借りして頑張ります。 ② 安倍9条改憲阻止など国民的

② 時代のニーズにあった、素晴ら
しい組合です。地域で抱え込める
限界が来たとき、どうするかが課
題ではないでしょうか。

③役員の尻を叩いて頑張ります。
④おっとり のんびり 和気あいあい。

課題実践の場と考える。区内の
諸団体と共同するとともに、国
政革新をはじめ、渋谷区政の革新と区民要求実
現に取り組む事が必要受け止め実践しています。
③来年6月の大会までに200人目標（あと20人？）
ですが、脱退等も考え、倍の40人を目指します。
秋の月間は12人？目標。
④執行委員8人中、女性が6人（平均年齢も若返

ＣＵに入っていろんなことを学び
ＣＵ文京書記次長 湯本弘美さん

①ＣＵに入っていろんなことを学

りました）。区労連や地域の活動も積極的に参
加しています。

び、また交流の輪も広がりました。
今楽しく活動しています。この楽
しさも伝え、女性ということや劇

地域ユニオン学習交流会

団の俳優としての視点を活かして
組合運動を前進させていきたいと

10月13日（土）13時
東京地評5階会議室

思っています。

②非正規雇用が増えて職場単位の組合活動が難しい
中、身近でおしゃべりしたり相談したり、気軽に立
ち寄り交流できる場所が必要になってきていると感

東京地評が地域ユニオンを位置づけ、学習・経験の交
流をはかっています。秋の拡大も始まります。各支部か
ら複数の参加をお願いします。成功させましょう。

じます。孤立しがちな今の社会で、居場所作りとし
てもますます重要になってきているのではないでしょ
うか。

③一人でも加入できる、共済がある、職場で困っ
た時は相談できるなどCUの特長や魅力をアピー
ルし、まずはCUのことをたくさんの方に知って
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・学習「『改正』労働法制について～労働時間
を中心に」
講師・大久保修一弁護士〈旬報法律事務所〉
・地域ユニオンの活動報告と交流
・終了後、懇親会予定
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宣伝物作成
東京労働共済会が新しい事業を学習
CU東京も代理店の説明受けて学習
8月31日 CU執行委員会

最賃の横断幕リニューアル
最賃プラスター新たに作成
秋の運動で活用を

東京労働共済会の8月の総会での新事業の提案・
学習を受け、各組合で話し合いや学習が進められ

この間、「時給は1500円必要！」のグリーン ています。ＣＵ東京は8月31日執行委員会で学習し
の横断幕は活用がひろがり、話題になりました。 ました。
2018年の 【介護とがんの新しい補償】

低すぎるぞ！日本の最低賃金

最賃は東京

東京労働共済会の自転車保険の

東京でやっと、９85 円

は27円引き

代理店・桜保険事務所・佐藤副所

上げ985円

長が紙芝居を使い、「介護とがん

にとどまり

の新しい補償」を説明しました。

ました。時

東京労働共済会の会員が利用でき

給1500円の

る制度です。介護やがんが認定さ

要求は高まっ

れた時、一時金が支払われます。

ています。

桜保険事務所が説明に出張します。要請ください。

非正規で働

引き続き全労連の共済制度を案内しています。
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関

茨
栃
群
埼
千

最低時給１５００円円円円
を実現しよう

時給
は、世界の常識だ！
地域別最賃(2018 年１０月から引上げ改定されました。)
地 域
最賃額

◆パート、アルバイトなど誰でも適用されます。

誰でもどこでも生活できる賃金を！
◆最低 76１円から最高 985 円まで、２２４円

の格差。東京と千葉の差９０円……！？
◆２５歳・単身の最低生計費は、 全国どこでも
時給１４００円～１５００円が必要です！

く人をはじ

★火災共済キャンペーン！ クオカードプレゼント

め、賃金の

9月～12月クオカード最大5000円プレゼント
住宅・家財それぞれ50口以上新規加入の方
詳しくはパンフレットを参照ください。

底上げ、大
幅引き上げ
の力になり
ます。好評

行動計画のお知らせ

のグリーンの横断幕のリニューアル、新たに上記
のプラスターをつくりました。宣伝に、集会に活
用をお願いします。

■横田基地もいらない！市民交流集会
10/6 10:00 福生市民会館大ホール
オスプレイ来るな！沖縄とともに声を上げよう

東京土建主婦の会本部活動者会議
宮本書記次長がCU東京を訴え

■11.4青年大宣伝行動

11/4 14:00

新宿駅西口 最賃、長時間労働是正等求めて
■働く女性の東京集会 11/9 18:30

9月3日 けんせつプラザ東京

エディカス東京 セクハラ、働き過ぎ等
8月30日。東京土建本部会館（けんせつプラザ東

■憲法9条改悪阻止、3000万署名推進！

京）で開かれた主婦の会活動者会議の約200人の参

東京地評目標100万筆、現在、70万筆超。

加者に、CU東京の役割と労働相談について、宮本

引き続き取り組みます。呼びかけてください。

書記次長が三多摩の身近な労働相談事例を紹介、

■東京地評の大会が9月30日開催されます。組合の
新年度に向けた登録人員がありました。減少する
組合が多い中で、ＣＵ東京は増員の登録をした組
合の一つです。■秋の拡大が始まります。地域ユ
ニオンが社会的要請に応え、組合が前進すること
は重要です。労働運動の新たな活性化のに力にな
ります。力合わせ、組合員に声をかけ頑張りましょう！

ＣＵ東京は東京土建の協力を得てスタートし、誰
でも1人でも、困った人は入れる東京土建のような
組合と強調しました。リーフや機関紙を渡し、ぜ
ひ、困っている人、心配のある人、関心のある人
に知らせてほしいと訴えました。
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