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ＣＵ東京は、2009年6月14日、ラパスホールで、

結成大会を開き、組合員数57人でスタートしました。

毎年100人を超える前進を勝ち取り、2019年5月現在、

14支部・団体で1332人になりました。

6月22日には、結成と同じラパスホールで第11回

定期大会を開催します。
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ＣＵ東京は、個別労使紛争が多発する現在、新し

い労働運動をめざし奮闘してきました。すべての労

働者に対し、労働者の権利を守る活動を、誰でも、

一人でも加入できる組合として奮闘してきました。

「「「「駆駆駆駆けけけけ込込込込みみみみ寺寺寺寺」」」」のののの役役役役割割割割発発発発揮揮揮揮しししし、、、、存存存存在在在在感感感感高高高高めめめめ

活動の大きな柱に労働相談活動を据え、全支部で

67人の相談員が、昨年度は、年間346件の労働相談

にあたり、一人一人に寄り添い解決に奮闘しました。

労働相談は、「ＣＵ東京に」という声が広がって

います。存在感が高まっています、様々なところで

ＣＵ東京を紹介されたという相談者が増えています。
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組織拡大の春の月間は終盤に入りました。文京支

部はこの春の月間を念願の100人超えるとりくみと

位置付け、仲間によびかけて奮闘しています。ども

選挙での頑張りを生かし、選挙後、区議会議員の協

力など受け、3人を拡大、99人まできました。山田

書記長は、さらに達成をと意気込んでいます。

支部大会を26日に控えた中野支部は、委員長が2

人を増やし、目標達成も見えて来ています。また、

支部は30人を超えました。

到達は、13支部で48人です。残り87人です。この

間の前進は労働相談の加入と、ＣＵを応援・支援し

ようとする人の広がりです。期待と存在感は高まっ

ています。組合員呼びかけ、月間目標をやり抜き大

会を迎えよう。

全全全全支支支支部部部部がががが前前前前進進進進でででで大大大大会会会会をををを迎迎迎迎ええええよよよようううう

ＣＵ各支部は、全支部が前大会から前進をつくっ

ています。新たな峰を築きましょう、豊かな活動を

大会で学び交流し、今後の展望をつくろう。
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ＣＵ東京第11回を1500人で迎えよう！
春の月間成功させ、大会までひきつづき拡大を！
文京は100人支部に、中野は30人超える！

コミュニティーユニオン東京
第11回定期大会

■ 2019年6月22日（日）13：30
■ ラパスホール（東京労働会館7階）

5/1中央メーデー 中の隊列とともに行進 記事は2面



全国15万人が参加

中央メーデー2万8千人 代々木公園

5月1日、心配された雨も上がり、晴天に恵まれ、

汗ばむほどの暑さになりました。ＣＵ東京は中央

隊列はじめ、地域に結集、ノボリをたて参加しま

した。また、三多摩メーデー（写真・上）で登壇

しアピールしました。今年、第90回という節目の

メーデーのになりました。全国294か所で開かれ1

5万人以上が参加しました。

9条改憲阻止、消費税10％中止、原発ゼロ！

ＣＵ東京は、9条改憲阻止、消費税10％中止を

はじめ、「時給1500円必要」、「全国一律最賃制

度つくれ」、「8時間働けば普通に暮らせる賃金

を」などの要求を掲げアピールしました。

三多摩メーデーに3000人

三多摩メーデーは、井の頭公園西園に昨年を

上回る3000人が参加しました。ＣＵの横断幕が目

を引き、選挙を闘った議員から挨拶があったり、

共産党の笠井・宮本両衆議院議員との写真撮影、

労働相談を解決した組合員から感謝される場面も

ありました。ある市議からは「相談活動のことを

聞いている。

組合リーフを

数枚いただけ

ないか」の声

も寄せられま

した。

こうとう20人が参加

初めてメーデーに参加して！

自分自身の経験

から介護・福祉職

場で働く仲間の労

働条件を変えたい

と今回初めてメー

デーに参加したこ

うとうの斎藤真知子さん。当日は手作りの横

断幕を掲げ、ブラック福祉はいりません。国

は処遇改善と言っているが何をやってくれた

んだ。と訴えました。（写真上・賃金アップ

の横断幕）。

地域労総こ

うとうは20人

参加し、恵比

寿駅まで、元

気よくデモ行

進しました。
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「時給1500円必要」「全国一律最賃制度をつくれ」

第90回メーデー、中央メーデ―2.8万人、三多摩メーデー３千人

５・３憲法集会に６万5千人

安倍政権が執念を燃やす９条改憲の動きが
強まる中、総がかり実行委員会等が主催する

「平和といのちと人権を!許すな!安倍改憲発

議5・3憲法集会」が有明防災公園で開催、6万

5千人が参加、ＣＵ東京の仲間も参加しました。
安倍首相が執念を燃やす9条改悪、音楽評論

家の湯川れい子さん、

沖縄住民投票の共同代
表・元山さん(大学院

生)も、安倍政権の対

応に「民意とはいった

いなんですか?」と怒
りの声を上げました。

集会後2コースでパレー

ド。「9条改憲ノー!、
許すな改憲発議!」の

声を響かせました。

こ う と う の 参 加 の み な さ ん

笠井議員を囲んで三多摩のみなさん ノボリを持つ人見大さん



5月12日、東京土建葛飾支部の会館で、結成７年

目の定期総会を、参加予定の１７人全員が揃い、10

時30分から開催しました。

野口委員長は、昨年１年間の取り組みに触れなが

ら、葛飾での役割がますます大きくなっているを強

調し、ＣＵかつしかをさらに大きくしていこうと訴

えました。挨拶後、当日寄せられた２名の加入申し

込み書を紹介しました。

かつしかでは、昨年２名の入院共済、4人の慶事

お祝い金、15人枚を超えるＴＤＷの割引券の利用な

どがあり、新たな加入された方からも、共済制度に

対する期待が寄せられました。

来賓の平山副執行委員長からは、運動の基調」、

組織化の基本方向団結」について語り、「組合員へ

の最高の励ましはＣＵかつしかがで元気に活躍して

いること」と激励、葛飾区労連岩切副議長は、「教

員の働き方改革」で、「変形労働時間」導入にの全

労働者へ波及について、日本共産党の三小田区議は、

区民の生活実態は厳しく消費税値上げ絶対反対、葛

飾は近年外国人労働者が急増し、その現状と区の受

け入れ体制の充実を求めていると話されました。

終了後、同じ会場で恒例の懇親会を開き、全員か

ら近況などが話され、秋に「バーベキュ―大会をや

ろう」と、楽しい計画も確認して散会しました。

選出された新役員は次の通りです。

委員長・野口弘次、副委員長・塚田共也、益子栄

治、書記長・柳生秀行、書記次長・小藤隆之・金丸

秀義、執行委員・岡野健次・小野寺忠・菅野勝祐・

平田英二。会計監査・中田淳の各氏です。

5月18日（土）に品川労協・品川春闘共闘共催の

レクリエーション（京急「みさきまぐろきっぷ」35

00円で電車、バス乗り放題・食事券・お土産付、約

半額補助）が行われ、ＣＵ品川支部もこの時期にレ

クを予定していたので、「乗っかってしまえ」と組

合員に案内し、8名が参加、総勢19名で品川駅から

京急三崎口駅に。バスで二つ目、森と干潟と海（小

網代湾）がつながっている「小網代の森」に、約１

時間「縄文時代にいるみたいだ」と柴山労協事務局

長が言うほどの、自然環境を楽しみました。

市民やNPOの保全・回復に向けた努力が平成７年

から行われ、開発が制限され、アカテガ二をはじめ

2千種と言われる生き物が生息しています。NPOの人

が説明、米粒大のアカテガ二の子が何千匹もハサミ

を動かし、泡を吹いている様子に感動しました。展

望台まで急

な階段で、

年代の差が

現れ、70代

後半の組合

員は最後尾

になってし

まいました。

三崎港では、以前来た大きな店に入り、19名が少

し離れましたが、まぐろ食事券を出し、店の人が

「うに・いくら」も入っていいですかと言うので、

皆「もちろん」と海鮮丼をつまみに生ビールを美

味しくいただきました。食事後は、各自行きた

い所があるようなので、市場前で解散、みやげ

券で好きな品物をゲットしながら、市場の中を

マグロや野菜を買っていました。飲み足らない
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第７回ＣＵかつしか定期総会を開催

新たに２人の加入書が届く

品川労協レクにＣＵ品川組合員８名参加

またもや「まぐろきっぷ」で
三浦海岸「小網代の森」散策と

美味な海鮮丼を

「役割がますます大きくなっている」

野口委員長が強調

海鮮丼をつまみに生ビールを美味しく



人たちは、またお店を探し、カニやマグロ刺し・

串まぐろを肴に、美味しい日本酒を飲んだそう

です。

今回、組合員以外の方の参加がなかったので、

組合員拡大はできませんでした。ここが抜けて

いたのは、反省しなければと、酔いがさめた後

の祭りでした。 （ＣＵ品川書記長 佐藤記）

安倍首相による憲法9条

に自衛隊を書き込むなど

の異常な改憲策動が執拗

に進められています。国

民の声を無視した改憲策

動は許されません。9条の

会東京連絡会が第集会を

開きます。ご参加を下さ

い。

□６月12日（水）18時30分開会

□パフォーマンス 松元ヒロさん

□講演：渡辺治（一橋大学名誉教授）

「９条改憲を阻んで安倍政治に終止符を！」

音楽（唄・三線・ピアノ）：Ｍｉｌｋ〔弥勒〕

地域・職場からの報告、発言

会 場：中野ゼロ大ホール、参加費：999円

主 催：九条の会東京連絡会

「安倍９条改憲ＮＯ！ 参院選で政治を変えよう！」

と呼びかける若者憲法集会が行われます。

同実行委員会の主催。

6月9日（日）

13：30メイン集会

都立青山公園

15：30デモ行進

原宿駅周辺

最低賃金の大幅引上げ、「時給1500円は必要」

の要求は多くの労働者の支持を得て、広がって

います。日本の最低賃金は低く、引き上げ額も

微々たるものにとどまっています。

憲法25条のいう「健康で文化的な最低限度の

権利についてとはどのようなものでしょうか。

この調査は最低賃金をはじめとした賃上げのた

めの資料に活用されます。東京春闘・東京地評

でよびかけた調査です。ご協力下さい。用紙等

は支部にあります。

万が一の病気やけがで入院した時、連続4日以

上の入院に1日につき5000円の入院見舞金が給

付される入院共済。その他各種制度があります。

申請用紙は、ＣＵ東京のホームページからダ

ウンロードできます。パソコンを使用しない組

合員は、本部事務所に問合せ下さい。いずれの

制度にも「時効」があります。事由が発生して

から期限が1年です。忘れず、早めに申請くだ

さい。不明な点は支部または本部に気軽にと言

わせください。
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憲法９条、変えるな

6.12大集会 九条の会東京連絡会

■10日間の連休を楽しめた方は多くなかったので

ないだろうか。「令和」「令和」と安倍内閣の

「天皇制」を政治利用し、私物化が目についた。

■景気指数が6年ぶりに「悪化」に引き下げられた。

これも安倍首相の言だが、「世界最高の水準の賃

上げ」などということがどこから出てくるのだろ

うか。■6月22日のＣＵ東京の大会が近づいた。10

年前の2009年6月14日に57人で結成。現在1332人。

新しい労働運動と呼びかけてきた。■数千件の労

働相談に応えてきた。一件一件が、その人にとり

大変な出来事、家族の方の心配、どれほどの不安

を抱えていたことか。労働者の生活と権利を守る

力を、もっと大きく！

6/9憲法若者集会

安倍9条改憲ＮＯ！参院選で政治を変えよう！

最低生活費試算調査のお願い

東京春闘共闘会議・東京地評

ＣＵ東京の各種共済制度、慶弔制度の

申請期限は、事由発生から1年です


