
春の組織拡大月間本格スタート

3月29日、ＣＵ東京は春の組織拡大月間を本格的

にスタートしました。ラパスホールで40人参加で決

起集会（出陣式）を開催。 3月から、具体化が始

まり、勢いをもって始まりました。当日は拡大の報

告あり、労働相談、たたかいの報告あり、決意表明

あり、熱気ある出陣式になりました。

東京地評・井澤事務局次長

曽根都議会議員が激励

年度末の、諸行動が重なる忙し

い中、東京地評の井澤事務局次長は、

「地評の各組合も春闘と選挙の勝利

で要求実現、組織の前進めざし奮闘

している。ＣＵ東京には大きな期待をしている」、

曽根議員は、「こちらに向かいなが

ら、機関紙を読んできた、前進をつ

づけていること。私たちも学び、選

挙で寄せられている期待に応えたい。

ともに頑張ろう」と激励、連帯の挨

拶しました。

3月は労働相談が相次ぎ、トップで達成港支部

トップを切って達成した港支部からは高橋書記長

が参加し報告しました。高橋書記長は港区労連の事

務局長、ＣＵ港の書記長兼任です。

「区労連の行動がこの時期は重なり、

とりわけこの3月は労働相談が相次ぎ、

団体交渉の設定もままならない事態、

そういう中で、解決し、次々と組合

に迎えることができた」とのべ、

「達成したことに気が付かなかった」とのべ、大き

な拍手が送られました。

11支部34人の加入（4/20）

組合員の拡大は、4月20日現在、11支部で34人に

なりました。前回の春の月間を上回る勢いです。港

支部につづき、ユニオンちよだが達成し、達成は2

部になりました。集会では、参加の11支部、全支部

から発言、お酒も入り、熱く、大きく、決意を固め

あいました。
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春の組織拡大月間 ≪4月～5月≫
3.29拡大決起集会(出陣式)に40人が参加！
港、ちよだが達成！ 加入者4/20現在 11支部34人！

300人めざす2支部≪こうとう・三多摩≫

現在、こうとうが281人、三多摩274人。ＣＵをけん引

しています。こうとうは24才の松井さん、三多摩は佐藤

委員長が目標をやり抜く決意表明をしました。

3.29ＣＵ東京・春

の組織拡大決起集会

小倉委員長の音頭

でガンバロウ！

決意を固めあいま

した。

ラパスホール

（東京労働会館7階）

井澤智事務局次長

曽根はじめ都議

港・高橋孝書記長

こうとう 三多摩



 

  大会年度 組合員 増減 

2009.6発足・1回 57  

2010.6第 2回大会 169 ＋112 

2011.6 第 3回大会 274 ＋105 

2012.6第 4回大会 364 ＋110 

2013.7第 5回大会 471 ＋107 

2014.7第 6回大会 580 ＋109 

2015.7第 7回大会 730 ＋150 

2016.6第 8回大会 930 ＋200 

2017.7第 9回大会 1111 ＋181 

2018.7第 10回大会 1220 ＋111 

2019年 3月 27日 1328 ＋108 

2019年第 11回大会   

ＣＵ東京は、

増えつづける

労働者の個別労

使紛争、労働相

談に応える、新

しい労働運動を

展開、結成10周

年を迎えました。

現在、1331人に

なりました。

≪労働組合・ＣＵ東京が求められています≫

就業者は増え続け、2012年から2018年に、384

万人増で、実態は、高齢者が266万人（・年金が

減少し生活不安、・働けるうち働き蓄えたい）、

15才から24才が90万人（学生・高校生が74万人）、

25才から64才28万人増という衝撃的です。生活の

大変さを示しています。

「働き方改革法」が強行され、4月から「高度

プロフェッショナル制度」、「新36協定」の実施

など、現場からの闘いが求められます。政府はフ

リーランスや個人請負など「雇用によらない働き

方｝にマスコミを総

動員です。批判を浴

びている外国人就学

生問題もそのままに、

外国人労働者を本格

的に受け入れます。

労働者の生活と権利

を守る運動が求めら

れています。

（3/29拡大決起集会の報

告から 情勢の一部抜粋

しました）

みなさん届いてますか。張り出していますか

ＣＵ東京の宣伝が大

事です。組合のリーフ

は届いていますか。気

軽に声を掛けるうえで、

欠かせません。すべて

の支部で、組合員に3

部、5部と届けましょ

う。

ポスターを張り出そう

事務所に、街角にポスターを張り出しましょう。

ＣＵ東京はポスターを作成し

ています。春の拡大月間で他

団体への話し合い・申し入れ

に組合リーフ、ポスターを届

けるのもインパクトがあり、

事務所に貼ってもらうのも効

果的です。

宣伝は効果的に、横断幕・のぼり立て

支部で定期的に宣伝活動が取り組まれていま

す。相談者・加入者で、チラシをもらい、電話を

かけてきた人が何人もいます。

ＣＵを知らせ、一人

で悩んでいる人に、届くようにアピー

ルしましょう。本部負担です。注文を

お願いします。

（上・腕章、右・のぼり、下・最賃横断幕タ

テ.9ｍヨコ300ｍ・・目立ちます）
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ＣＵ東京の宣伝を積極的に
すすめよう

組合リーフ増刷
最賃横断幕をリニューアル

前進の力は労働相談と組合の魅力

ＣＵ東京が求められています



□ 病気・ケガの入院見舞金を給付

連続4日以上の入院で、1日当たり5千円の入院見

舞金給付。(年間60日限度で、60日給付を受けた翌

年の給付は30日限度の給付。65歳以上は30日が限度。

★①申請書（書類はＣＵ東京ホームページ（ＨＰよ

りダウンロード）。②医師への問い合わせの同意書

（ＨＰ）③医療機関の発行した領収書(コピー可)

★次の項に該当した時、共済金は給付できません。

(1)故意・犯罪・重過失行為等により発生した事由。

(2)交通事故の場合。(3)医師の指示に従わなかった

結果、症状が悪化した場合。(4)正常妊娠・分娩。

(5)精神障害、薬物依存などの場合。(6)受給資格を

得る以前に発生した共済事由の場合。(7)連続して2

カ月間、組合費を滞納し組合員資格を喪失のとき。

(8)その他ＣＵ東京執行委員会もしくは、運営委員

会が認めた場合。

★入院給付は満70歳以上の組合員および協力組合員

は対象外です。

□ 全組合員は、全労連共済に自動的加入とな

り、以下の保障があります

★国内における交通事故による死亡（200万円）

★身体障害（８万円～最高200万円）

★入院（日額3千円）、実通院（日額千円）

★必要な書類

(1)給付申請書 (東京労働共済会より送付)

(2)事故状況報告書 （速報用 事故発生より30日

以内に共済会に提出のこと。(FAX可) (3) 交通事

故罹災証明書 (警察など公的機関の証明書が必要)。

(4)入院・通院を証明する医師の診断書

（共済金が５万円以下の場合は、「治療証明書+医

療機関の支払明細」のコピーも可）。(5) 医師へ

の問い合わせについての同意書。

□ 組合員本人に結婚・出産祝金を給付

組合員が結婚および出産をした場合、祝金として

１万円給付されます。

支部申請に基づきＣＵ東京本部が支部に給付、結

婚給付は初婚・再婚問わず１回です。

□ 本人死亡の場合の給付

支部が香典として１万円を支払い、支部申請に基

づきＣＵ東京本部が支部に給付します。

□ 東京ディズニ―リゾートの利用券補助

≪組合員の福利厚生≫ 東京ディズニーリゾート

コーポレートプログラム利用券を配布しています。

★利用券(1,000円の補助)は、利用を希望する組

合員1人年間5枚まで配布します。ディズニーランド、

ディズニーシーのチケット購入の際、利用券を1人1

枚（千円割引）利用できます。

＜利用方法＞ ①組合員は所属支部、またはＣＵ

本部に申し込みます。

□ＣＵ東京本部・支部・分会の機関決定による

組合活動、行動等に参加した組合員と家族の事

故に見舞金給付。

１）死亡事故 本人５万円、家族３万円

２）1０日以上入院・後遺障害 本人３万円・

家族１万円

３）１０日未満の入院、３日以上の実通院 本

人１万円・家族５千円

≪ 詳しいことは支部または、本部にお問い合わせください≫
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交通災害共済

慶弔制度

ディズ二ーリゾート利用券補助

組合活動事故見舞い

ＣＵ東京の共済は魅力です
春の拡大月間で知らせよう

入院共済

突突突突然然然然ななななここここととととでででで
たたたたすすすすかかかかりりりりままままししししたたたた

組合の集会で突然倒れ、私自身ビッ

クリでした。思いがけない10数日間入

院になりました。万が一を支えてもら

い、大助かりです。

みなさんＣＵは頼りになりますよ。 寺川知子さん談

コミュニティユニオン東京
第11回定期大会

■ 日時 6月22日（土）13：30

■ 開場 ラパスホール



組組組組合合合合員員員員、、、、仲仲仲仲間間間間をををを誘誘誘誘っっっってててて参参参参加加加加ししししよよよようううう！！！！

第90回メーデーが5月1日

（水）、代々木公園で開

催されます。今回のメー

デーは、安倍政権が「202

0 年改憲」「戦争する国

づくり」の推進、「働き

方改革」をはじめとする

新たな労働法制改悪によ

る雇用破壊攻撃が強まろ

うとしてる中であり、選挙の年でもあり、7 月の

参院選を通じて、政治の転換を目指す中で開催さ

れます。

メーデーは1886 年5 月1 日、アメリカ・シカゴ

の労働者が「8 時間労働」を求めて決起したのが

起源です。90 回目の節目のメーデーです。「世界

の労働者が連帯する国際的な統一行動の日」です。

≪主なスローガン≫

・安倍9条改憲反対 戦争法廃止！ ・市民と野党の共

闘で安倍政権退陣を ・許すな！裁量労働制の拡大、高

度プロフェッショナル制度 ・8時間働いて普通に暮ら

せる賃金・働くルールの確立 ・なくせ貧困と格差。大

幅賃上げ・底上げで景気回復、地域活性化 ・めざせ最

賃1500円、全国一律最賃制の実現 ・消費税１0%増税の

中止。 ・原発ゼロ・再生可能エネルギーへの転換

集会は、「安倍政権のもとでの9条改憲発議

は許しません。日本国憲

法を守り生かし、不戦と

民主主義の心豊かな社会

をめざします。・・・

「戦争法」の廃止を求め

ます」と呼びかけていま

す。ＣＵ東京は憲法守ろ

うと3000万人署名を取り

組んでいます。家族はじ

め、組合員を誘い参加しましょう。

11時～ 出展ブース、サブステージ開始

12時～ オープニングコンサート

☆獄友イノセンスバンド（小室等さん他）

☆子供団（うじきつよしさん・内田勘太郎さん）

13時～ メイン集会

司会：湯川れい子さん（音楽評論・作詞家）、永田浩三

さん（ジャーナリスト、政党あいさつ、その他

リレートーク・合唱

15時～パレード出発

☆豊洲コース（最寄りは東京メトロ豊洲駅）

☆台場コース（最寄りはりんかい線東京テレポート駅）
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働く者の団結で生活と権利を守り
平和と民主主義・中立の日本を守ろう

第90回メーデー

平和といのちと人権を！
5.3憲法集会2019

― 許すな！安倍改憲発議 ―

■マイナンバーが税金申告に便利とアピールしていたが、

まったく必要ないと実践の感想。3年経って普及率12％。

政府担当者まで「現時点では、ないと困るという状況で

はない」と言っている。■春の月間たけなわ。組合みん

なでつくってきた共済制度をまとめてみた。知らせない

手はない。対象者に知ってほしい。知らせよう！

三三三三多多多多摩摩摩摩メメメメーーーーデデデデーーーー

井の頭公園

（西園）で開

催されます。

10：00開会

11：50デモ

行進

≪中央メーデー≫

■開場/9:00 開会/10:00 パレード/12:20

■代々木公園

≪憲法集会≫
■ 5月3日（金・祝日）

■ 有明防災公園


