９月の組織人員

秋田建築労働組合

早期回復６千人

日、組合会館において中央ブロック協議会の組織拡大推進会議が 人参加

中央ブロック組織拡大推進会議
８月

はじめに佐藤正幸会
長から「長引くコロナ

組織拡大推進会議

組織拡大推進会議
勢となっています。中

脱退が 人と６人の増

８ヵ月で加入が 人、

発表しないで欲しい」

いかけ離れているので

職人にも払えないくら

働者の処遇改善の取り

引き上げなど、技能労

共工事設計労務単価の

め、できることから実

らの要望を重く受け止

大切である。皆さんか

ょ う」
、照 井 昇 組 合 長

大に向けて頑張りまし

を総括し、下半期も拡

はあるが上半期の運動

活動が行えない状況で

が減少しているが、コ

２２７人が脱退し 人

組合全体の８月の組織

部２人が実増を勝ち取

土崎支部７人、河辺支

ヵ月で２１０人が加入、 人、秋田東支部５人、

人員は５４２１人、８

っています。また、上

支部１人、豊浜支部１

大住支部１人、上北手

としました。

するなど検討すること

ートの平均賃金も併記

労務単価と賃金アンケ

った意見もあり、設計

載したらどうか」とい

く、設計労務単価も掲

ら組織の状況について、 でも、牛島支部１人、 「標準賃金だけじゃな

長ら３人、組合本部か 「実 際 の 賃

部から佐々木和男支部

しました。交渉には支

利本荘市長交渉を実施

本条例の拡充を求め由

事業の継続や公契約基

９日、リフォーム補助

本荘由利支部は９月

ました。

図ってほしい」と訴え

処遇改善と仕事確保を

の影響も予想される。

ナ禍やウッドショック

がいない。今後はコロ

参加。由利本荘市から

と武田文滋事務局長が

らは鈴木辰彦副組合長

差にびっく

務単価の格

金と設計労

60

山王四丁目

組みが進められている

からは「８月までの加
ロナ禍で拡大行動が制

半期に組合訪問を実施

りしている。

いるし、ど

要望書を手にする湊市長と佐々木支部長

が、現場の賃金は設計

労務単価と比べ依然と

して低い。市として実

効ある対策をお願いす

る」と挨拶し要望書を

手渡しました。担当者

からの回答後、鈴木副

組合長は「収入が低い

ので業界への入職が少

入脱退の増減では中央
限される中、昨年と比

家族慰安映画観賞会、 は湊貴信市長、三森隆

建設業はコ

なく、後継者のなり手

ブロックだけが増勢を

較し加入者で 人増加、 した支部が６支部と健

健康体力づくり教室は、 副市長、小番竜太郎建

ロナ禍の影

冒頭、佐々木支部長

の業界も担

と承知して
は「新担い手３法の改

い手確保が

同席しました。

正や９年連続しての公

［お問い合わせ］
秋田県生活環境部県民生活課
安全安心まちづくり・交通安全班
TEL 018-860-1522 FAX 018-860-3891

湊市長は

勝ち取っている。コロ
脱退者で 人減少とな

下半期は、まだ組合

築住宅課長が対応し、
中止としました。今後

第三回幹事会

ナの状況を見ながら、

り、減少数が改善され

員訪問を実施していな

コロナ感染拡大による
できることから取り組

第三回幹事会

それぞれの支部ででき

増勢が見込める数字と

い支部も、コロナ感染

10

中央ブロックでは、

行いました。

事会の日程等の確認を

の集団健診の予定、幹

賃金討論集会
賃金討論集会

久米成順賃金対策部
長から、県の公共工事
大工職の設計労務単価
と組合で発表している
標準賃金、組合員の賃
金アンケートの平均賃
金との乖離について説
明した後、参加者から
は

秋田県では、今冬の豪雪を踏まえ、
事前に県内全域の雪下ろし業者を把
握し、地元雪下ろし業者で対応しき
れない場合でも、他地域から御協力
いただける仕組みを検討しています。
つきましては、雪下ろしに関する
調査を実施しますので、次のＱＲコ
ードをスマートフォン等で読み込み、
入力の上、10月20日（水）までに
御回答くださるようお願いします。
協力業者の皆様には、地理不案内
等の不安解消や金銭トラブル防止の
ため、市町村に仲介役を要請するな
ど、最大限配慮する予定ですので、
何卒、御協力くださるようお願いし
ます。

35

17
組織拡大ガンバロー

「標準賃金についてお

（お願い）

れました。

んでいくことが確認さ

闘しています。

ることから取り組んで

なってきていることな

ました。

ほしい」と挨拶があり

武田文滋事務局長か

施していきたい」と要
だいぶ前のことです
請に理解を示しました。 が、秋田駅前で買い物
国土交通省はこれま をしている時に 代前
半の車椅子の方を見か
で９度にわたり公共工
けました。困っている
事設計労務単価の上昇
様子でした。目線が合
に際し、技能労働者の い、周りには私しかい
賃金水準の確保、社会 なく、十数段の階段を
保険加入の徹底等を都 背中側を下にして降ろ
道府県知事や政令都市 しました。「ありがとう」
市長、建設業団体に要 とお礼の言葉をもらい、
清々しい気持ちになり
請しています。処遇改
ました。
善のためには組合員一
改めてその場を見る
人ひとりが自信をもっ とスロープなどが無く、
て元請企業や上位企業 バリアフリー化がされ
に「賃金・単価引き上 ていませんでした。現
げ」を要求することが 在のその場所はスロー
プが設けられています。
大切です。
また、色々な施設やビ
ルに車椅子用のスロー
プなど身体が不自由な
方への対策がされてあ
ります。
９月５日で東京パラ
リンピックが終了し、
パラリンピアの活躍に
感銘を受けました。プ
レー中サポートする同
伴者も、パラリンピッ
クの開催前から衣食住
を共にし信頼関係を築
き上げて大会当日を迎
えています。また、装
着している器具や材料
の進化はあるものの、
全身全霊でプレーを行
なっていることに、頭
が下がります。
バリアフリー化の進
む現在ですが、健常者
にはわからない不便さ
があると思います。皆
さんもそのような機会
があった場合は声をか
け、手を差し伸べてサ
ポートしてほしいと思
います。
響が大きい

由利本荘市長交渉
三浦英一県議会議員が

職人の
処遇改善に理解

防止対策を取りながら、 参加者の安全を考慮し

禍で、思うように支部

33

ど説明がありました。

92

で開催されました。会議の中で賃金討論集会も行われました。

25

所
行
発

８月末で増勢を勝ち取る

）
加入
21人

86

客さんに聞かれるし、

秋田県からのお知らせ

〒010－0061
秋 田 市 卸 町 三 丁 目 ４－５
ＴＥＬ（018）８６５－２２９１（代表）
URL http://www.akita-kenro.com
メールアドレス akita@akita-kenro.com
発行責任者
照 井
昇
編 集 者
加 藤 謙 隆
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中央建設国民健康保険組合
令和元年度の健康診査の結果からわかる

秋田県支部の状況
よい生活活習慣の人が多い秋田県
のみなさん！
健康を保つ“カギ”はお酒とたばこ
とお口の衛生ですよ～！！
秋田県支部の令和元年度の40～74歳の特定健康診査の受診者は
3,553人（受診率64.97％）でした。
健康診査の検査結果や生活習慣の状況を集計し全国と比べてみる
と、秋田県支部のみなさんは、よい食習慣・適度な運動・適度な睡
眠を取り入れたよい生活をしている人が多い結果でした。
検査値も、腹囲が大きい人が少なく、糖尿病の検査値が高い人も
少ない結果でした。
一方、たばこを吸っている人、お酒を飲む人、口腔状態がよくな
い人が多く、検査値では、肝臓の検査値、血圧、中性脂肪の数値が
高い人が多い結果となっていました。
私たちが健康を保つためには、食事、運動、休養の３つが基本に
なります。秋田県支部のみなさんは、この３つをバランスよく生活
に取り入れて健康的な生活を送っている人が多くいます。
今の生活に「禁煙」「節酒」「正しい歯磨きと歯科受診」を取り入
れると、肝臓の検査値や血圧、中性脂肪の検査値が改善し、さらに
健康的な生活が送れると考えられます。

詳しくはホーム
ページを参照し
て下さい。

秋田県支部のみなさんの良い点
生活習慣 男女とも、食習慣の改善が必要な人が少ないです。
（食事はゆっくり食べている、甘いものを控えている、朝は欠食しない）

生活習慣 男女とも、運動や生活の中で体を動かしている人が多いです。
生活習慣 男女とも、睡眠不足の人が少ないです。
検 査 値 男性は、腹囲が大きい人が少ないです。
検 査 値 男女とも、糖尿病の検査値が高い人が少ないです。

秋田県支部のみなさんに気をつけていただきたい点
生活習慣 男女とも、たばこを吸っている人が多いです。
たばこは、加熱式や電子タバコも同様の害をもたらします。禁煙の意思がある
方は、禁煙外来やニコチンガムなどの活用がおすすめです。禁煙の意思がない
方は、吸っていない人に害が及ばないような心遣いが大切です。

生活習慣 男女とも、口腔状態がよくない人が多いです。
自分の歯でしっかり噛みながら食事をすることは、糖尿病や脂質異常症の予防
につながります。定期的な歯科チェック（歯科健診）で口腔機能の維持を心が
けることが大切です。

生活習慣 男女とも、毎日お酒を飲む人が多いです。
毎日の飲酒は、肝臓に負担がかかります。週に1、２日は飲まない、ノンアル
コール飲料を活用するなどの工夫で肝臓への負担を軽くすることができます。

検 査 値 男女とも、肝臓の検査値が高い人が多いです。
検 査 値 男女とも、血圧が高い人が多いです。
検 査 値 男女とも、中性脂肪値が高い人が多いです。
検査値は禁煙する・お酒を控えることで数値が改善され、生活習慣病を予防す
ることができます。

よい習慣をすべて取り入れることは難しいですが、何か１つからでも十分効果はあります。
また、一度始めたからと言って、ずっと続ける必要もありません。
「１か月だけ」
「今年だけ」
「次の健診まで」など期間限定でもよいので、下のどれか１つ
から気軽に始めてみませんか。
「たばこ」の習慣で気をつけるポイント
禁煙に興味がある人はこちら
・禁煙は思い立った時に始める。
・やり方は自由です。
ひたすら我慢、たばこの替わりに飴やガムを
かむ、ニコチンを含まない電子たばこを使用
する、禁煙外来にいく、ニコチンパッチを張
るなど。
今日は吸わずに
・失敗してもOK。
過ごしてみよう
とにかく１日やめてみ
かな
る。１日できたらもう
１日やめてみる。

「お酒」の習慣で気をつけるポイント

「口腔衛生」で気をつけるポイント

・ほろ酔いで止め、寝る２時間前には
切り上げる。
今日の晩酌は
・一度にいろいろな種類の
19 時までにし
お酒を飲まない。
よう。
・強いお酒は水かお茶で割る。
・休肝日を設ける。
・空腹での飲酒は避ける。
おつまみは、枝豆や豆腐
がおすすめです！

・１日１回、特に夜寝る前は丁寧に歯を磨く。
・歯ブラシは小型の歯ブラシを使う。

又は

・たばこを吸わない人にたばこの煙やにおいが
届かないように配慮する。
・分煙のルールを守る。

日本酒 1 合

又は
ビール 500ml

歯ブラシはヘッドが小さ
いものがおすすめだよ！

・歯と歯の間、歯と歯肉の間も磨く。
・食べ物が食べにくいなどの症状がある人は
歯医者さんへ行く。
・何の症状がなくても半年に一度は歯医者さん
で定期チェックをする。

１日の飲酒量の目安は
禁煙に興味がない人はこちら

ヘッド

焼酎 100ml
です。

中 建国 保 に 加 入 の み な さ ま へ

未受診者対象健康診断のお知らせ
令和３年４月以降、まだ受診していない方を対象に健診を実施します。集団健診同様に受診費用は無料です。※秋田
市・男鹿南秋地区で受診していない方には、10月中旬に医療機関から案内が送付されますので申し込んでください。
〈健診日程〉健 診 日 11月 ６ 日（土）・ ７ 日（日） 受付時間
7:30～15:30
11月17日（水）・ 18日（木） 受付時間 14:30～16:00 ※午後のみ
※受付時間は受診者数により変更になる場合あり。
会
場 秋田建築労働組合 本部会館
医療機関 全日本労働福祉協会
※上記の地区以外で受診希望の方は、組合に連絡してください。

この部分を
意識して磨く

口座再振替の廃止について
組合費等の口座振替につい
て、９月分より毎月10日の
再振替が廃止となっておりま
す。
（９月号でお知らせ）
毎月25日（休行日は翌営業
日）に口座振替して下さるよ
うお願い致します。

平均日額賃金年収ともに微増 「２５００円アップ運動」
一人親方の社会保険料負担は「事業主負担で
はなく本人負担」とされ「標準見積書」による
法定福利費の内訳明示の対象外ですが、相当額
を処遇改善のために請求・確保する必要があり

運動をしたからすぐ

ます。

価引き上げ、処遇改善

に賃金が上がるわけで

金の底上げ、賃金・単

のため法定福利費（又

っていては変わらない」

は相当額）
、現場管理費、 は あ り ま せ ん が、
「黙

一般経費などの必要経

計上して見積り・契約・

れる働き方改革に向け

月から建設業に適用さ

を声に、声を要求に、

仲間と共に、ささやき

変えることが出来る」

費確保、２０２４年４ 「声を上げ実行すれば

７月に実施した賃金
請求を行いますが、資

て大衆的賃金運動を町

ます。

アンケートでは、全職
材等を支給されて「㎡

種平均では前年比３１

そして運動へ、運動が

単価・坪単価による出

場、野丁場、民間・公

５円増の１万５９２４

要求実現につながりま

来高」で請負をする場

支払っていると思いま

一人親方労災保険料を
事費」に計上③一人親

年金保険料は「直接工

①建設国保料と②国民

５３８５円と仕事内容、 場で働く私たちに届い

なりましたが、現状で

均値が２万４０９円と

額では全職種平均で前 （平均金額４８８円）
、

合員の仕事と賃金の状

賃金アンケートは組

請け」の７・ ％が上

価は全国全職種単純平

公共工事設計労務単

りの協力、訴えが大き

になります。一人ひと

生かす大切な討議資料

した要求・請求運動が

大切な一歩となってき

久米 成順】

【賃金対策部長

共工事、一人親方も含

円とわずかな増加でし
合の社会保険料負担＆

す。この部分だけでも
方労災保険料と④建退

万２４５８円減）と

ていないことがわかり

は大きく賃金が上がる

「標 準 見 積 書」を 活 用

す。

た。ほとんどの一人親
諸経費等の請求につい

別枠で見積り、要求・
共証紙代は間接工事費

日額金額で前年比８９

大きく目を引きますが

労働環境などを考える

ます。

「事業主」では、 ・ ことは無くわずかな増

・ ％がすえおいた

況を把握・分析し実情

加にとどまっています。

と回答し、下げたと回

を、自治体要請や企業

２％が賃金を上げた

答した事業主が０％で

賃金の変動では、
「労

がった（平均日額１５

均で対前年比 ％引き

交渉の賃金要求運動に

％が

な力となり社会的な地

した。

６ ０ 円）
、 ・

上げられ、必要な法定

位・労働にふさわしい

働者・一人親方・手間

変わらない、３・ ％

福利費相当額を加算す

賃金・単価引き上げに

全建総連では CCUS（建設キャリアアップシステム）の普及促進を最重要課題として位置づけ、
技能者登録をした組合員に対し支援金を給付することとしました。つきましては、下記事項に留意
し申請くださるようご案内申し上げます。

方はこの中から建設国

請求すると日額平均で
の「現場管理費」に計

感染拡大防止対策が求

９円減の１万４８９０

全職種平均年収で前年

と低く抑えられていま

円、一番低い年代では

が下がったと回答し、

るなどの措置を行った

つながります。

ＣＣＵＳ普及促進 技能者登録推進キャンペーン

保料、国民年金保険料、 て

２５００円以上はアッ
ついては、実績等によ

上⑤その他の諸経費に

一人親方が請負で仕
る換算金額を「一般管

プします。
事を行う場合は、個人
理費等」に計上
建設労働者の生涯賃

事業として部位別に材
料、施工費等諸経費を

められている中、７月

円、左官職で前年比７

比２万１５４５円増の

す。

９年連続の引き上げに

に全組合員を対象とし

３１円減の１万３９６

３５４万８８２７円と

５２円ともっとも高く、 れた公共工事設計労務

て実施した賃金アンケ

４円など、建具・サッ

微増となりました。

より全国全職種加重平

ートに、多くの組合員

シ、板金、内装でも前

年代別平均日額賃金

年比１１０円増１万４

主な職種の平均年収

歳以下が１万１２８

歳以下では２５４万

の皆さまにご協力いた

年比より幾分下がりま

では ～ 歳の平均日

新型コロナウイルス 賃金では、大工職平均 万７６８１円 前
( 年比

だきありがとうござい

したが、全職種平均で

０２４円でした。

（うち無回答３０６枚）
、

では大工職で３０７万

６円と極端に低く県内

事業主支払い平均日

ます。

額賃金１万８３９７円

して回収していただい

回収率で中央ブロック

３７９６円（前年比９

建設業の低賃金の実態

１万５９２４円とわず が一番高く、次いで
かな増加となりました。 ～ 歳の１万７３５４

が前年比を幾分下がっ

万 ６ ９ ２ ５ 円 減）
、左

が浮き彫りにでた感じ

76
約９割近くの組合員が

1.2

た枚数は２３０１枚

たものの ・ ％で回

官職３０３万７４２９
歳でした。

91

感染拡大防止に配慮

は前年比３１５円増の

単価が反映されず、現

めた全ての丁場で進め

※金額については一例であり個人により異なります。

平成 年度の改訂から

令和３年10～12月中に申請受付した者
秋田建築労働組合員で詳細型で技能者登録をした者
建設キャリアアップシステム登録申請書コード表の表５「技能職種」に記載さ
れている全職種
⑷ 支援金額 １人当たり4900円（申請時60歳以上の方でインターネット申請の場合は１人
当たり4400円）
⑸ 給付件数
先着90名、定員になり次第締め切らせていただきます。
⑹ 申請期限、提出書類
令和４年１月14日
（厳守）
、申請書
（組合にあります）
、根拠書類として払込受領証（コンビ
ニ等支払い）あるいはお支払い手続き完了画面（インターネット決済）のいずれかの写し

⑴ 対象期間
⑵ 対 象 者
⑶ 対象職種

23

25

９年連続で引き上げら

45

55

答者平均年齢は ・４

一人親方も処遇改善に向けて請求・要求しよう！

です。平均年収では

2021年賃金アンケート結果

円（前年比 万２８９

実行してみませんか !

～ 歳が４２６万８２

将来に夢が持てる賃金水準を

９円減）
、
板金職３２０

88

63

52

25

46
51

51

47

50

25

55

33

57

主な職種の平均日額

23

42

令和 ３ 年 10 月 １ 日
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フルハーネス型安全帯使用に
関する特別教育のご案内
労働安全衛生規則の一部改正により、平成31年２月１
日以降、高さが２ｍ以上の箇所であって作業床（足場の作
業床、機械の点検台等）、手すりや囲いを設けることが困
難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス
型のものを用いて行う作業に係る業務（ロープ高所作業に
係る業務を除く。）は特別教育が必要になりました。つき
ましては、
「フルハーネス型安全帯使用に関する特別教育（学
科・実技）」を下記の日程で開催をします。
※高さが２ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困
難なところ以外の作業については、今回の改正による特
別教育の対象にはなりません。
〈対象となる作業例〉
建築鉄骨の組立・解体・変更作業、柱上作業（電柱等）、
木造家屋等の低層住宅での作業、足場の組立作業の足場板
設置、撤去作業 他
実施日

受講時間

実施場所

組合会館会議室
（秋田市）
能代山本広域交流
10月31日（日） 午後１時～６時30分
センター
大仙市大曲交流セ
11月14日（日） 午後１時～６時30分
ンター
10月31日（日） 午後１時～６時30分

【申込締切】 10月25日
（組合に電話で申し込んでください）
【受 講 料】 無 料
【対
象】 組合員
【定
員】 各会場先着30人
受講された方には修了証を発行します。
※テキスト、修了証の準備がありますので欠席はご遠慮く
ださい。
※フルハーネス型安全帯をお持ちの方は持参してください。

10月25日
（月）は
一人親方労災保険料口座振替日です。
型
Ａ
Ｂ
Ｃ

型
型
型

掛 金
21,900円
15,330円
10,950円

掛金は前日までに届出口座へご入金ください
ますよう宜しくお願いいたします。

コロナ禍でも仕事は

日に予定していた折鶴ボランティ

一人親方労災保険に
加入している皆様へ

２人の孫の成長が楽し

月

20

主婦の会からのお知らせ

アは、新型コロナウイルス感染症予防を考

Ｒ検査を受けられるの

慮し中止します。

皆さん、コロナワク

で、気になる人は受け

ろんのこと、ＰＣＲ検

チンの接種は、もう済

てみてはいかがでしょ

査も受けました。結果

みましたか？自分は仕

うか。ネットで簡単に

編集後記

事がら県外の人達と仕

手続きできますよ。

は陰性、市役所でＰＣ

事をする機会が多いの

でワクチン接種はもち

三

10

歳） 忙しく、暑い夏を乗り

採用された方にはクオカード
をプレゼントします。

今回のテーマは
『愛車』

みです。
（大工

締め切り 11月30日まで

65
切り、頑張ってくれる

新年号掲載の写真を募集！
カラーで掲載します。

主人に感謝！一昨年前

は郵送、データはメールで送ってください。

70

２回のワクチン接種

「みんなのフォトグラフ」 三輪車からダンブカーまで、自慢の愛車の
名前・型式・エピソードなどを添えて写真

が無事に終了しました。 に重病と医者に言われ

※受験案内・受験申請書は組合各事務所で用意しております。
※組合から最高５千円を補助します。受験料の領収書（受験者名記載）を持参のうえ、組合で
手続きしてください。（同一級・同一作業に対しては２回まで、３回目の受験は補助となり
ません）。
※合格した方には組合から１万円の合格祝金を支給します。全建総連資格取得報奨金も支給と
なります。
※技能検定（建築大工）１級・２級の受験申込者を対象とした講習会に参加希望の方は10月
22日までに組合に連絡してください。（11月中旬開催予定）

今年の夏は暑くて何

TEL 018－862－3510

左肩への接種でしたが、 たのが、ウソみたいな

技能振興課

もしたくない毎日でし

担当

87

37

今日この頃です。

秋田県職業能力開発協会

一回目は接種部分の痛

問い合わせ先

たが、友人から連絡が

（１）秋田県職業能力開発協会で受付する場合
秋田県職業能力開発協会へ郵
送（※）
または持参してください。受験手数料の支払い
〰〰
は銀
行振り込みのみとなります。
〰〰〰〰〰〰〰〰
※郵送および宅配便（受付期間内の消印かつ発送及び受領の履歴が残る形式に限る）
（２）各地域の技能センターで受付する場合
各技能センター窓口へ持参してください。受験手数料の納付は現金のみとなります。

65

歳）

後期技能検定の受験申請受付
令和３年10月4日
（月）～15日（金）

64

（主婦

令和３年度後期技能検定実施のご案内

み、二回目は同様の痛

応募総数19名

53

あり二人で出かけるこ

ヨＡ ナＢ キＣ （夜泣き）

み、倦怠感、 度９分

前回の解答は

とに…。あこがれのフ

Ｄ

組合保養所の補助金

晃さん（昭和）
利子さん（飯島）

Ｃ

歳）

中村百合子さん（大館） 山田
白瀬 俊幸さん（新屋） 藤田
髙橋あつ子さん（横手）

Ｂ

の発熱があり、当日の

Ａ

ワフワかき氷で元気を

解答

● 前回の当選者

をいただいて、県内の

23

午後から休みました。

22

取り戻し、子供のころ

21
Ａ

ホテルに一泊してきま

20

71

歳以上の人で２回接

19

に食べたものとは全く

18

した。県民割も使えた

17

歳） ます。
（サービス業

16

種した人の割合は ・

Ｃ
15

違うかき氷に出会えて

14

のでお得に旅行してき

13

５％（９月７日時点）

12

嬉しかったです。

11

Ｂ
10

ました。県内でもいい

9

１. もう一杯ちょうだい
２. わらべや子守り、替えな
どがあります
３. 寝食を忘れ夢中になって…
４. 海が陸に入り込んだ地形
５. 居眠りして漕いだりも
６. その車のナンバープレー
トは「わ」
10. ひっくり返して時間を計る
12. 楽しく送りたい、リタイ
ア後の生活
13. 全速力でバトンをつなぐ
競技
16. 野菜たっぷりメニュー
17. お小遣いでもたくさん買
えるお菓子
19. ヘルシーな鶏肉の部位
20. 紙のお金
21. これが出来てないと上達
しません

（設計

１. 募集に対してします
４. ⇔デフレ。物価が高騰
すること
７. お家を背負ってゆ～っ
くりと動く生き物
８. 〇〇には〇〇を入れて
確認
９. Ｍより小さいサイズ
11. キッチンですることで
す
14. 北上と真逆の方向へ
15.「赤」を英語でいうと？
16. シュワッとさわやか、
透明な炭酸飲料
18. お坊さんが着用
20. 初戦は快勝、○○○○
のいいスタート
22. ここから抜け出すぞ
23.「さしすせそ」の「そ」
の調味料

8
Ｄ

たてのかぎ

すね。頑張りましょう。 旅を楽しみたいと思い

7

よこのかぎ

6

歳） になるそうです。まだ

5

（主婦

4

旅館はたくさんありま

3

まだコロナウイルス感

2

す。この機会に秋田の

1

夏の暑さにも負けず、 染症防止対策は必要で

解答をハガキかファックスにて、住所・氏名・年齢・電話・職種・支部名と100字以内の
近況もしくはコメントを添えて、組合教宣部宛へお送り下さい。抽選で５名の方に1,000円
分のクオカードを進呈致します。FAX 018-865-2292 締め切りは、10月15日まで

第 514 号 （４）

コロナにも負けず、仕

たて・よこのカギをヒントにマ
ス目を埋め、Ａ～Ｄの順に並べて
下さい。読むと言葉になります。

ス

事がんばっています。

秋田建労パズル

田

読者 の
近況

秋

令和 ３ 年 10 月 １ 日

研修中はマスクの着用をお願いします。また、当日の検温
で発熱がある場合は、受講をお断りします。
※新型コロナウイルス感染症により中止になる場合もござ
います。

