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秋の組織拡大いよいよ終盤！
11/26現在 116人、これまでの月間超える拡大に挑戦
私も拡大しています。現在8人、10人まで頑
張ります
11月26日 小倉一男委員長

達成５支部に
ちよだ、港、江戸川、中野、三多摩
月間もあと一週間になった11月26日の集計で、新

みなさんご奮闘ありがとうご

しい加入者は115人になりました。これまでの集中

ざいます。もう一息ですね。わ
たしもこうとうの仲間と頑張っ

した月間のとりくみでは最も多い加入者を迎えたこ
とになります。すでに報告の通り、全支部が加入者

ています。
ＣＵの頑張りは知られていま

を迎え、達成支部はちよだ、港、江戸川、中野、三

すよ。結構、話題になっていま

多摩の5支部になりました。

す。今の、働く人の相談相手と
してＣＵはつくづく大事だと思

加入は労働相談が中心、協力組合員も増える

います。頑張りましょう。

達成した5支部の報告でも、労働相談者を組合に
迎える拡大を中心に増やしています。同時に、個人

続して取り組まれている宣伝は反響を呼んでいます。

加盟地域労組の大切さ、「こういう組合が必要」と

ＣＵ東京10周年の年に飛躍を

協力組合員の加入者が広がっています。この間の各

ＣＵ東京は7月に第10回大会を開催しました。150

支部の労働相談活動に信頼がひろがり、存在感が増

0人を早期に達成し、当面3000人に向け取り組むこ

しています。本部にも直接の問合せ、訪問の相談が

とを確認しました。最初の集中した取り組みが、秋

顕著になっています。

の拡大月間です。目標はこれまでで最も大きい組織
の12％、160人です。

宣伝が伝わり、問い合わせ、相談続く
各支部の宣伝が効果を発揮しています。配布され
たチラシをみて、加入の検討、労働相談の電話など、
中野や三多摩など、反応が届いています。全都で継

残りは44人を全支部で追求しよう
いよいよ終盤。力を出し合い、目標をやり抜きま
しょう。残り44人まで迫っています。力のある組合
員・支援者に、協力いただいている組合・団体など
一歩踏み込んで相談しましょう。組合員にもう一度

ＣＵ東京の組合員数推移

声を掛けましょう、

組合員、1300人到達！
1500人に近づいています。1300人です。12月15日、
1300人を大きく超え祝いましょう。個人加盟地域労
組が今、求められています。22日にも2件の電話が
ありました。一人は息子が心配というお母さん、も
う一人は友人が困っていて、相談にのってほしいと。
労働組合は憲法にうたわれた労働者の働く権利を守
る組織です。拡大で大いに訴えよう。
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三多摩協議会
寄せられた相談100件超える！

ＣＵ東京は10周年

第2回ランチ交流会開く
ＣＵ中野支部

第2回争議解決・組合員交流会開く

いさ区議会議員が激励に

団体交渉での解決が多数
三 多

11月18日、中野支部のランチ交流会を開きま

摩協議会

した。昨年に続き2回目の交流会です。10人が参

は、昨年

加しました。

に続き、

中村委員長の開会あいさつで乾杯、軽食と懇談

「争議解

を楽しみました。来賓のいさ区議（共産）からサ

決報告・

ンプラザなどの区政報告、CU東京の宮本さんから

交流のつ

三多摩での拡大行動や若者・学生向けの活動など

どい」を11月11日、北多摩西教育会館で開催し、
30人の来賓含む組合員が参加しました。

を聞き、参考になりました。

駅でパンフを受け取った方が相談に

佐藤委員長は冒頭、「ＣＵ三多摩としてこれま

中野支部の活動では、ＣＵ中野が「駆け込み

で様々な相談に対応してきた。セクハラ、パワハ

寺」として役割を果たしていること、駅でパンフ

ラが蔓延する状況にあり、その役割は重要性を増

を受け取った方が相談に訪れ、早速団交で解決し

している。組織と運動を大きく広げていきたい」

た報告がありました。毎月の宣伝に確信を持ちま

と挨拶。三宅書記長が「組合結成以来の活動、組

した。仕事のことばかりでなく、日頃の生活のこ

織も2７0人に前進し300人を目指していること、1

とも話題になり、大いに盛り上がり、交流を深め

00件を超す労働相談の特徴、駆け込み寺機能を拡

ることができました。中野支部は秋の拡大で新し

充し、労働組合の本来の役割を果たせるよう、奮

い組合員4人を迎え超過達成しました。

闘していく」と報告しました。
来賓として本部の高木書記長、三多摩労連の菅
原副議長より激励の挨拶、土建の小金井国分寺支
部鯉渕委員長、同多摩西部支部の鶴岡顧問から連
帯挨拶、前進座の今井さんも「ちひろ」観劇を訴
えられました。

二つの分会が活動報告、決意
多摩稲城分会の大川分会長は毎月の定例宣伝、
労働相談会の実施など報告、清瀬東久留米分会の
寺川分会長は、もうすぐ50人、誰でも知っている

3000万人署名で改憲STOP！
｢改憲」いらない、暮らしを守ろう
安倍首相は、自民党総裁選後、いつそう改憲シフト
の党人事をおこない、国民投票に向けた準備をする構

組合にしたいと決意を述べました。
今回の争議解決報告・組合員交流会も、みんな

えです。憲法9条などの改悪に反対し、民主主義、基
本的人権の尊重、平和主義など守れる政治を求めましょ

で活動を交流できる場、1年間の奮闘を確認でき

う。東京地評で100万筆目標で、現在77万筆。2018年
秋版の署名チラシできました。さらに呼びかけ広め、

るつどいになり好評でした。

大きな改憲反対の世論をつくりましょう。
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「コミュニティユニオン東京
10周年・感謝のつどい」への
メッセージ

地域で信頼される組合となりつ
つあります
1０周年に寄せて

浅 見 和 彦 （専修大学教員）
さん

白根心平（弁護士・八王子合
同法律事務所）さん

結成10周年を1,300人の組合

１０周年おめでとうございま

員で迎えられたことを心からお

す。ＣＵ三多摩協議会で顧問弁

祝い申し上げます。おめでとう

護士をつとめさせていただいて

ございます。

おります，弁護士の白根心平で

私は、CU東京の結成時に傍聴

す。私は，現在，八王子合同法

させていただき、結成間もない時期の2009年とその

律事務所で勤務しておりまして，毎月ＣＵ三多摩の

翌年に合わせて３回、そして500人を突破した2013

事務局会議に顧問弁護士として参加し労働相談の検

年に２回講演にうかがっています。

討を行っています。

500人を突破した時には、すでに支部が13ありま

顧問弁護士といっても，まだまだ弁護士としての

したら、最初の５年は支部を次々に結成していくこ

実績・経験は少ないので，社会経験の乏しい私の方

とで大きくなる時期、その後の５年間は15ある支部・

が相談者の方の仕事ぶりや執行委員の皆さんから労

協議会の一つひとつが大きくなる時期であったこと

働運動の歴史や実践を学ばせていただいているよう

がよくわかります。

な面が大いにあります。

また、CU東京は、共済活動と社会的な力による労

ＣＵ三多摩も結成後，いくつか争議を経験し，労

働条件の改善を規約で掲げていましたので、その力

働審判から訴訟までもつれた事件もあります。その

が発揮されたこと、さらに労働相談を通じて活動を

後，同じ会社の労働者からいくつも同種事案の相談

前進させてきたことが証明されたと思います。この

が寄せられるなど，地域で信頼される組合となりつ

間の発展を献身的に支えられてきた役員と相談員の

つあります。それも一つ一つの案件に親身に，粘り

皆さん、また支援をされた様々な組合の皆さん、東

強く取り組んだ結果の賜物であると考えます。

京土建OBの皆さんに敬意を表します。

これからも，ＣＵの粘り強さを発揮した事件解決

私は、現在、職場の教員組合の組合員で、また東

と組合員の団結を活かした強固な運動の展開を期待

京地評の組合員でもありますが、４年後には定年に

します。

なります。定年後は、是非、CU東京の組合員に加わ

｢こみゅーと｣ではCU東京10周年の今年度、2019年
6月の次期大会にむけて、ＣＵ東京への「声・メッ
セージ」を順次、紹介していきます。

りたいと思っています。
つどいのご盛会を祈念いたします。

外国人労働者問題
実習生を食い物にすることは許されない！
外国人労働者を受け入れを拡大する「入管法改定案」の国会審議に
伴い、外国人技能実習生の実態に関心が高まっています。日本の技能
実習生の在り方は、国際社会からも厳しく批判されています。最近で
は、今年の6月米国務省「人身売買報告書」が、技能実習生を借金漬
けにしている法外な手数料問題でも、「技能実習法」を実施していな
いと批判しました。ANNは11月8日、実習生の過酷な実態を放映話題を
呼びました。実習生は仕事中のけがについて補償がなく帰国を迫られ
たと訴えました。「権利を守り秩序ある受け入れ」が求められます。
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ＣＵ東京を
もっと知ってもらおう

ＣＵ東京10周年
感謝のつどい準備すすむ
11/14

ＣＵ東京は10周年

他労組・団体と懇談・話し合いを
個人加盟地域労組・ＣＵ東京を「もつとしってもらお

会場下見

う」と支援・協力いただいている組合・組織と懇談を進

11月14日に会

めています。今回、10周年を迎えました。ＣＵの到達を

場の下見を行い

報告し、相談者・労働者の現状なと懇談します。
ＣＵ東京本部では、11月28日東京地評、12月4日日本共

ました。10時30

産党東京都委員会、つづけて東京土建など懇談を予定し

分にけんせつプ

ています。各支部手でも計画を持ち、個人・団体含めて
話し合いの場・交流をすすめましょう。

ラザ東京1階ロ
ビーに集合、実
行委員会事務局
は、寺川責任者を先頭に全員が揃い、出演するこ
うとうの関川さん、オープニングに登場する渋谷
の伊藤さん含め6人が参加しました。

明るく広い会場
東京土建の担当書記の古舘さんから、丁寧に会
場の音響、照明、スペース、使用方法など説明を
受け、テーブル席のレイアウト、ステージの配置
など、つどいにふさわしく、交流できるものにと、
下見にも熱がこもりました。

音の響き、ライトなどチェック
参加した関川さんのバンド名は「スイート

レ

イジー」。「サニーサイドストーリー」、「真っ
赤な太陽 」など相談
第1部14:00 プログラム案
オープニング団結のマーチ
主催者挨拶

していま すと、音の
響き、ス ポットライ

労働相談体制の強化を
前澤檀さんを特別執行委員に迎える
10月26日の執行委員会で確認
労働相談員を増やそう
ＣＵ東京の活動の中心的課題
は、日々寄せられる労働相談に
応える活動が要です。秋の拡大

来賓あいさつ

ト、ドラ ムの位置な

月間の中でも組織拡大と同時に、
相談員の増員、相談活動の協力

経過報告

ど確認し ました。参

者の組織を呼びかけています。

第2部15:00
関川さんのバンド演奏

加の案内 もすでに発

白林さんの舞踊
支部報告・発言

交流

送、組合員への案内・
が本番で す。よろし
くお願いします。

本部の相談体制の強化
10月26日の執行委員会で、前澤
檀さんをＣＵ東京の特別執行委員に迎えることを確認し
ました。今回、前澤さんは東京地評の東京労働相談セン
ター所長の任が終了しましたので、この機会にCU東京の
労働相談活動へのいっそうの協力を要請することにしま
した。本部の体制を強化し、支部での相談活動、労働相
談の学習会などに応えていくことにします。

■10周年の記念集会・「10周年・感謝のつどい」
が近づいています。1000人突破集会を開いたのが2
016年の12月10日、2年前。■120人の拡大を成功さ
せての開催でした。500人突破集会は2013年11月16
日。各支部の奮闘、組合員の奮闘に感謝です。

総武線大久保駅から徒歩3分
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