10月の組織人員

新型コロナを乗りこえ

魅力ある建設産業へ

全建総連は 月 日に宮城県仙台市で開催予定であった第 回定期大会を、新型
コロナウイルス感染症拡大防止により、昨年に続いてインターネットによるオンラ
インで一日開催となりました。全国 県連・組合から９７０人の仲間が参加し、秋
田建労からは組合事務所の大会議室にて 人が参加しました。第 年度全建総連役
員選出では、照井昇組合長（中央執行委員）、勝野圭司特別執行委員（書記長）が
再任されました。
メインスローガン
「新
型コロナを乗りこえ、
組織拡大とＣＣＵＳ促
進の力で賃金・単価を
引き上げ、魅力ある建
設産業を実現しよう」
を運動の柱として来期
に向けて討議されまし
た。

53

ない状況を踏まえ、感

スの感染が終息してい

だに新型コロナウイル

していましたが、いま

仙台市での開催を予定

節目をむかえ、宮城県

ら 年目という大きな

より「東日本大震災か

西孝司中央執行委員長

15

染防止の観点から、規

模を縮小してオンライ
ンでの開催となりまし
た。ご不便とご面倒を
お掛けすることを大変
心苦しく思っている所
でございます。こうし
た中でもそれぞれの地
域で、創意工夫を重ね
ながら、組合運動にご
尽力を頂いている各県
連・組合の仲間の皆さ
んに心から敬意を表し
たいと思います」

２０２２年度予算
２０２２年度予算概算
概算要求について

額は、２７６８億円（前
年予算比 ・９億円増）
となる予定です。 月

末の政府予算案の閣議

決定に向けて、各省庁
要請やはがき要請行動、
地元国会議員行動など、
必要な取り組みに邁進
していきます」
建設キャリアアップ
建設キャリアアップシ
システム
（ＣＣＵＳ）
ステム（ＣＣＵＳ）に
について
ついて

が 万９９４９件、事

日現在）は、技能者

件数（２０２１年８月

に向けた取り組みをさ

ＣＣＵＳの普及と活用

で登録がされています。

を大きく超えるペース

運動方針案・予算案の

政決算報告と第 年度

年度の経過報告・財

原良和財政部長より第

長が新任されました。

道連の工藤政志郎委員

中央執行委員長に北海

は、北東地協選出の副

第 年度役員選出で

「ＣＣＵＳへの登録

業者が 万２２４４件

提案があり質疑応答

１年度７３３万５７０

万６５０６件（２０２

履歴も累計で１９９２

場登録が行われ、就労

４万５３６６カ所で現

なります。また、全国

６４８２件、 ％）に

す」と挨拶しました。

に取り組みを展開しま

と活用を柱に、主体的

場や住宅分野での普及

動して、全建総連が町

金の普及促進策とも連

体である建設業振興基

俊勝副組合長が表彰さ

では、秋田建労の川辺

第 回定期大会表彰

ました。

会スローガンを採択し

しました。その後、大

ていずれも拍手で承認

に、システムの運営主 （事 前 質 問

回定期大会の幕を閉じ

ロウ」を三唱して第

執行委員が書記長に再

に再任。勝野圭司特別

組合長が中央執行委員

れました。

ました。

最後に「団結ガンバ

任しました。

９件）、月平均１８３

62
勝野圭司書記長と菅

62

要求について

「各省庁から、８月
日に財務省へ概算要

らに本格化させるため

秋田建労からは照井昇

コロナ傷病手当金は通常の手当金とは別枠

件）を 経

１．法人及び個人事業所に雇用されている（法人事業所の代表も含む）組合員及び事業所に雇用されている
家族被保険者
⇒新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が
疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない方
２．個人事業所の事業主及び一人親方
⇒次のいずれかに該当する方
①新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染
が疑われ、その療養のため労務に服することができず、保険医療機関で療養の給付を受けている方
②新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所等の指示により宿泊療養または自宅療養の対象となり、
その療養のため労務に服することができない方
３．全ての組合員（本人）
⇒同居する家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことで濃厚接触者に該当し、保健所等の指示に
より健康観察（外出自粛）を要請され、労務に服することができない方

38

山王四丁目

菅義偉前総理大臣が
退任し、一ヶ月あまり
経ちました。岸田文雄
総理大臣になった途端
に、新型コロナウイル
ス患者数が全国的に減
少しています。菅前総
理大臣が先頭となり押
し進めた、ワクチン接
種や緊急事態宣言・ま
ん延防止等重点措置の
効果がいま出ています。
菅前総理大臣には、
新型コロナウイルス対
策などを第一優先に考
えなくてもいい時に、
総理大臣に就任して欲
しかったです。そうす
ると在任期間（３８４
日）も長く、自分の推
し進める制度・政策を
もっと出来ただろうと
思います。
新型コロナ関係では
「全国で１日１００万
回 接 種」
「７ 月 末 ま で
の高齢者向け接種完
了」
「 ～ 月に希望
者全員の接種完了」の
３大目標を掲げました。
医師などの報酬を引き
上げするなど、あの手
この手で接種を働きか
けました。
デジタル庁を新設し、
デジタル化の推進や縦
割行政を打破しました。
私がうれしかったこと
は、携帯電話の料金引
き下げです。
この次に秋田県出身
や選出の総理大臣が出
るときは、私は生きて
いるかなぁ？

11

12

求が出されたところで （うち一人親方が３万
す。新型コロナ対策や
高齢化社会の影響を受
けて、総額１１１兆円
を超える要求金額とな
り、１００兆円を超え

中建国保では、新型コロナウイルス感染症に罹患した組合員へ傷病手当金を従来の制度とは別
枠で支給しており、同居する家族が罹患したことで、濃厚接触者に該当し労務に服することがで
きない場合も傷病手当金が支給されます。組合員が罹患した際の健康保険料の３ヶ月減免とあわ
せて罹患した被保険者への支援を拡充しています。
組合員や家族被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に罹患された場合は、傷病手当金給付
や保険料減免の可能性があります。申請方法や給付内容などを含め、まずは組合事務局へお問い
合わせください。
61

10

35

13

10

所
行
発

秋田建築労働組合

早期回復６千人

全建総連
第62回定期大会
主催者を代表して中

挨拶をする中西中央執行委員長

62

31

65
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62

万件で昨年度の 万件

62

るのは８年連続、４年
連続で過去最高を更新
しています。私たちの
建設国保の概算要求金

支 給 対象となる方
62
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）
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ォーム補助事業や担い

市役所において、リフ

同で、８月 日、横手

大森・横手支部は合

ったことを報告し、災

った以上に時間が掛か

担い手不足により、思

の高齢化や建設職人の

取得に要する費用助成

害に対応出来る人材育

大森支部より太田育

制度の拡充、リフォー

手に関する制度の拡充

雄支部長ら、横手支部

ム補助事業の継続と制

成が必要であり、資格

より佐藤昇支部長らが

度の拡充、公契約条例

建設や高齢者等の雪下

をお願いしました。

出席し、横手市から高

い」とお礼の言葉をい

が建設課と高齢ふれあ

の制定をお願いしまし

に対しても一つひとつ

い課よりあったことを

橋大市長が応対し、塩

横手市長からは「今

しっかり検討していき

報告。このことについ

ろし支援事業の説明会

回の大雪では大変ご難

たい」と理解をいただ

ても今後も説明会をし

（５）給付件数
先着90名、定数になり次第締め切らせていただきます。

ただき、続けて「要望

大森・横手支部の組

儀をお掛けしました。

きました。

（４）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）

た。

合員数や活動を紹介、

皆さんの力強い協力に

最後に、６月に災害

（３）対象職種
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

田勉市議が同席しまし

また今冬の大雪では市

深く感謝するとともに

時の避難所、プレハブ

（２）対 象 者
秋田建築労働組合員で詳細型で技能者登録をした者

た。

から支部へ災害救助法

今後もご協力を願いた

（１）対象期間
令和３年10 ～12月中に申請受付し、同期間中の登録料
の支払いをおこなったもの

ていきたいとのことで

による雪下ろしの要請

建設キャリアアップシステム（CCUS）は、技能者の就業
履歴や保有資格等をシステムに登録・蓄積し、労働者の処遇
改善や評価の適正化等を図ることを目的とした制度です。全
建総連ではCCUSを最重要課題として位置づけ、技能者登録
（詳細型）をした組合員に対し登録料相当の支援金を給付す
る「技能者登録推進キャンペーン」を実施します。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。

した。

ＣＣＵＳ普及促進
技能者登録推進キャンペーン
技能者登録料を全額支援

17

第 515 号 （２）

横手市交渉

建

リフォーム補助事業と
担い手に関する要望

田

【横手支部 佐藤 昇】 がありましたが、支部

秋

令和 ３ 年 11 月 １ 日

参加者の皆さんで

（６）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

労働保険（労災保険・雇用保険）の加入手続きはお済みですか

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を１人以上使用す
る全ての事業主が加入することとなっています。

中建国保に加入のみなさまへ

12月～２月の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は必ず受診して下さい。集団健診同
様に受診費用は無料です。
○オプション（希望者のみ）※下記の３項目は血液検査です。
・胃粘膜萎縮度検査（ペプシノーゲン）
個人負担 2,200円
・前立腺特異抗原（PSA） 男性
個人負担 1,550円
・婦人科系検査（CA125） 女性
個人負担 1,750円
〈申込方法〉
下記の日程から希望する日を選んで、中央健診センターへ直接連絡して下さい。

該当する場合は、事業主及び労働者の意向にかかわらず、法律上、
当然加入の手続きを行うことが事業主の義務となっています。まだ
加入されていない場合は、早急に組合または最寄りの労働基準監督
署かハローワーク（公共職業安定所）にご相談されますようご案内

※各先着10名
健 診 日
受付時間
会
場

いたします。

秋田労働局総務部労働保険徴収室
秋田市山王6丁目1番24号 山王セントラルビル6階
TEL 018－883－4267

申込窓口

12月２日（木）・３日（金）・６日（月）・８日（水）、
１月27日（木）・28日（金）、２月24日（木）・25日（金）
午後１時～３時
秋田県総合保健事業団
中央健診センター（臨海 赤十字血液センター隣）
〒010-0941 秋田市川尻町字大川反233－186
中央健診センター
電話 0180－896－1860

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

会
場
医療機関

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
２ 月12日（土）・ 13日（日） 受付時間 7:30～14:30
※受付時間は受診者数により変更になる場合あり。
秋田建築労働組合 本部会館
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。

当日、人気のコーナ

▽木工教室（ 人）

▽包丁研ぎ（ 丁）

みでの開催となりまし 【今回の活動内容】

上がり、参加希望者の

▽折り鶴作成（数人）
た。その後ユニカール

歓迎の挨拶を受けまし

歴史を紹介しながら、

館市でのユニカールの

支部の田中支部長が大

て頂き、開会式では同

れました。

策を講じながら開催さ

新型コロナ感染防止対

運営、指導、後片付け

の開催にあたり準備、

最後にこの度の教室

た。

と講評して下さいまし

なので続けて欲しい」

りにユニカールは最適

ている、健康体力づく

９時からスター

のの 人で朝の

いました。

した。ありがとうござ

ひとときを共有出来ま

ます、お陰様で楽しい

心から感謝を申し上げ

部の皆さんのご協力に

ユニカール協会比内支

までして頂いた大館市

コロナ感染について

か。この一年余りは

憩中会話しています

職人の皆さん、休

会話していますか。

後藤 徳行】
月 日、道の駅み
ねはま（八峰町）で、

みようよ」という声が

た。

へ事前に電話を入れた

会比内支部 以
( 下同支
動に活かしたいと思っ 部 の
) 皆さんに協力し
ています。

のレクチャーを受け、
チームを編制して試合
形式でスタート。
初めは戸惑っていた
選手たちも、慣れて来
たら会話も弾み、ナイ
スショットには大歓声
ミスショットには溜
め息が！参加者はロ
コ・ソラーレ 気取り

どうぞ一日あったこ

と、家族みんなの働き

が生い茂ってい

り広大な松の木

原はその名の通

所である風の松

すが、能代の名

なってきたので

り日差しも強く

の日は雨も上が

トしました。そ

ませんか。

にくくなってしまい

すると気持ちも通じ

りしています。そう

がわかりにくかった

なくなったり、表情

クを着用し会話が少

がですか。日常マス

家族での会話はいか

子供たちを含めて

て働いていることなど、

や感染予防で気を使っ

ではと思います。

の話題が多かったの

髙山 広】

【新屋支部

能代支部は第 回の住
ーは包丁研ぎで、時間
▽住宅相談（１人）

来場者と共に感染対策実施

宅デーを行いました。
前から多数のお客さん

そして主婦の会による
方がいらっしゃいまし

大館市ユニカール協

内容に、例年好評にな
が来場しました。中に

能代支部住宅デー

っている「包丁研ぎ」
は「開催を楽しみにし

【能代支部

の他、本だな作成の「木

「折 り 鶴 作 成」の ４ つ
にしている人たちがい

た。この行事を楽しみ

この日の開催に関し
るということが、私た
木工教室も親子連れ

ませんが、会場は一体

会においても組合員の

ギを打つ子どもたちの

阿部 之義】

感が漂っていました。

で賑わい、トントント

が正解なのかは誰にも
目は真剣そのもの、完

令和３年度大館、北

プレーを初めて約２

様々な意見が飛び交い

わかりません。話し合
成を親に褒められた子

秋田、鹿角３支部合同

ンと夢中で本だなにク

で試合に熱中
そ
[だ
ねー の
] 声が出たか出

いの末に、今年は 回
どもはとってもうれし

来なかったかは分かり

という節目でもあり厳

るウォーキングコース

なので涼を取りながら
晴天に「ワァー」ひびく
運動ができました。

この場所は先人たち

ねぎらう会話をして

みませんか。

子供たちも学校行

事の中止や休校など

翻弄されています。

一日頑張ったこと、

無事に帰宅したこと

であっても一緒に話

してみましょう。

あまり話さないの

が職人のトレードマ

ークかも。でも今こ

の時期はたくさん話

しませんか。

風呂上りには活舌

が良くなる器を手に

持っているのですか

ら！

部長のルール説明があ

り、その後、５班編成

でスタートしました。

県南ブロックではス

り松の植林を続けてき 【横手支部 佐藤 昇】

カントリーで行われま

ウンドゴルフ場と羽後

日、横手市大森グラ

るい笑顔が久々に見ら

響き、以前のような明

きな声が晴天の会場へ

るたび「ワアー」と大

ホールインワンが出
た由緒ある所です。ガ

ポーツ交流会として、

した。

県南ブロックスポーツ交流会

イドを頼んで歩きなが

第９回グラウンドゴル

が暴風対策等で古来よ

ら説明を受けることも

気あいあいと

二ツ井と三支部合同の

声もあり、和 「風 の 松 原」で 三 種・

いね」という

健康体力作り教室を開

れば年齢や体力に応じ

でした。次回開催があ

ほど長くは感じません

なり４㎞のコースもさ

なので自ずと足が速く

こんな時なのでギリ

通り元気、

感染リスクをゼロに

ウンドゴ

したグラ

私が参加

で行い、

より 人

後１時半

ルフは午

ウンドゴ

さんが見事優勝。今年

は横手支部佐々木忠孝

ん、グラウンドゴルフ

は大森支部太田育雄さ

績発表となり、ゴルフ

わず、テント内での成

るものの、懇親会は行

感染者が減少してはい

新型コロナウイルス

れました。

ゴルフは午前９時か
きながら、ご高齢にも

フ、第 回ゴルフ交流

が、９月５日大館市立

できたのですが、感染

最後に、今回の開催

ら８人の参加で、グラ
関わらず 疲れた素振

会を、晴天のもと９月
比内体育館で組合員と

症が増えてきたため断

にあたり感染

親睦を深めた

催しウォーキングを行
大館市ユニカ

が屋外での活動であり、 するのは難しいのです

ギリまで悩んだのです

が、ルールを守って「正

たコース設定が必要だ
ール協会の尾

感染対策を取ればまず

しく恐れる」ことを学

ないました。

山会長が「自

大丈夫ではと思って踏

んだ機会でもありまし

歳の会員も元

と感じました。

分は 歳この

み切りました。参加人

閉会式では

一日でした。

８月 日、能代市の

りも見せず「又やりた 【能代支部 小沢 悟】 られてしまいました。

時間、心地よい汗をか

46

その家族 人の参加で

の健康体力づくり教室

ました。どういう決断

会で話し合いが行われ、 ちの活動の支えです。

てはギリギリまで役員

を盛り込みました。

工 教 室」
、
「住 宅 相 談」
、 ています」と、支部長

30

ど「住宅デーはやって

緑のトンネルを歩く参加者

10

そうでした。

【大館支部

!!

10

しい現状ではあるけれ

大館・北秋田・鹿角合同
健康体力づくり教室

症対策に御協
力いただいた
お客さま、あ
りがとうござ
いました。同
じくそれぞれ
の持ち場で協
力してくれた
組合員の皆さ
ん、お疲れさ
までした。今
回の貴重な経
験を私たちは

前大森支

大沼伸一

の挨拶と

副組合長

鈴木辰彦

した。

みやげに解散となりま

とか仕入れ、参加賞を

が、髙橋功さんがなん

のぶどうが品薄でした

ルフでは、 は大雪のため、参加賞

19

能代・三種・二ツ井
合同健康体力作り

た。

気にプレーし

88

30

会話してますか
皆さん

グラウンドゴルフ優勝の佐々木さん
（中央）

風の松原で
ウォーキング
29

??

数はやや少なかったも

気分はロコ・ソラーレ

27

!! ??

86

距離を保っての受付

今後の支部活

10

体力づくりに最適

30 75

ユニカールで心地よい汗
22
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参加できませんでした

コロナの影響で昨年は
もりで 分くらい歩い

で出かけた。運動のつ

森吉山へ何年かぶり

歳）

が、今年は１家族、４
たら、ナラ茸がたくさ

います。（パート

道の駅をよく利用す
人までＯＫになったの
ん。家に帰り量ったら

ぼ１００円です。皆さ

基本、無人販売でほ

お金を取って売ってほ

苦しく、また少しでも

のを頂いたりして、心

張替え、玄関のタイル

はありますが、網戸の

野菜販売となりました。 判となり細かい仕事で

しいとの声も上がり、

補修工事など住宅リフ

で制作し、看板の文字

大住支部の武田博さん

り若者から波及して、

者を中心に、と言うよ

できない事がある。若

最近、気になり納得

いしました。これが評 【築山支部 照井 昇】

は佐藤正重さんにお願

社会全体に広がってき

ような語句になれば、

乗り、ライブハウスの

室、メール便、バイク

れ、たとえばギター教

に何かの品詞が付けら

カタカナ三文字の次

気になる「平読み」

ん町内会の地域クラブ

ォームの仕事も舞い込

た「平 読 み」
（た い ら 「平 読 み」が 自 然 な の

い。

早急（さっきゅう）

が（そうきゅう）と読

も、住宅リフォームの

野菜箱の設置にして

れます。

ますか？」と声掛けさ

つから野菜販売始まり

今は７月になると「い

階が下がる。それが今

て、二文字目からは音

目にアクセントがあっ

れらの発音は、一文字

いように思う。本来こ

三文字のカタカナが多

わかっていても、いさ

していくのが、言語と

時代を追うごとに変化

今、使い方の多少で、

ものが横行している昨

本来の読み方では無い

が（だいじしん）と、

ク、ライブ、ライン等、 大地震（おおじしん）

まれ、他人事（ひとご

仕事にしてもすべて秋

は、あたかも主流のよ

さか抗う（あらがう）

たとえば、ギター、

田建築労働組合大住支

うに何の抑揚、イント

気持ちになるのは、歳

と）が（た に ん ご と）
、

部の組合員の協力を得

ネーションも付けずに

をとった証拠なのかも

ブログ、メール、バイ

てやっていますが、試

……の「平読み」が鼻

知れない。

ってもらっています。

食だけは照井昇組合長

につく。

より、全建総連が主催

イルス感染症の影響に

今年は新型コロナウ

と述べました。

現することを願います」

にお願いしています。

いです。
この野菜箱は、私と

なった建設労働者・職
人の慰霊祭に千羽鶴を
献納しました。
今年も全県の会員か
ら多数の折り鶴が寄せ

する「原水爆禁止建設
労働者・職人のつどい」
は中止となりましたが、
慰霊祭には全国から
万８５６５羽の折り
鶴が献納され、原爆と
戦争で亡くなられた

月は３試合が八橋

ム４試合。

り８試合中ホームゲー

くなったＢＢ秋田。残

２残留に向けて後が無

今季初の３連敗。Ｊ

編集後記

近所に配っていたとこ
歳） ろ、お返しに結構なも

イ ネ カ リ （稲刈り）
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

三輪車からダンプカーまで、自慢の愛車の
名前・型式・エピソードなどを添えて写真
は郵送、データはメールで送ってください。

した！１歳と４歳の孫

る。コロナ流行前は道
で参加します。園長先
４㎏でした。
で鎌田實先生（長野県

むようになりました。

ミニトマト、ピーマン、 名したもので、世間で

Ｆ
Ｅ
Ｄ
Ｃ

採用された方にはクオカード
をプレゼントします。

の運動会があります。

の駅の観光バス専用駐
生に感謝して、楽しみ
を健康長寿日本一にし

はどう呼んでいるのか、 やはり抵抗を禁じ得な

解答

● 前回の当選者

締め切り 11月30日まで

読者 の
近況

車場には、バスが何台
（大工

歳）

たいと思います。



３５０グラム摂取が健

ミョウガなどは私が作

歳）
小玉 政和】

康長寿にとても良いと

あるのか、無いのかも

（主婦
た。友人から新米をも
“こだまさんちの野

り、長ナス、オクラ、

含めて定かではない）



も並んでいたが、見か
けなくなって久しい。

らい、おいしくいただ

いうことを勉強したの

ズッキーニ、夕顔、か

である。

だが、単独で用いる場

お野菜のきゅうり、

週末に家族でキャン
きました。「サキホコレ」 菜箱”が今年も開店し

で、町内の皆さん中心

ぼちゃ、枝豆などは叔

よみ……私が勝手に命

た方です）の１日野菜

ほしいと思いながら買
プに行くことが多くな
ました。もう始めて４

に毎週月曜日に買いに

【大住支部

い物をするが、コロナ
りました。今年から焚
は、まだ口にすること
年目になります。最初

実りの秋となりまし

ウイルスを気にしない
火も始めました。やっ
ができませんが、どん

Ｇ

「みんなのフォトグラフ」

以前のように賑わって

普通の生活を望みたい
ぱり火を見ていると心

Ｂ

Ｇ

 （パート

25

80

合の「平読み」には、

と思う昨今です。

母さんにお願いして作

Ｄ

Ｂ
Ａ

小笠原信正さん（二ツ井） 鈴木真佐子さん（五城目）
三浦 沙織さん（天 王） 虻川 政法さん（中 央） 前回の
解答は
応募総数20名
木内るみ子さん（本荘由利）

ています。

来て下さいます。有難

Ｅ

新年号掲載の写真を募集！
カラーで掲載します。

うちで採れた野菜をご

Ｆ

59

な味なのか楽しみにし

今年も開店、
“イラッシャーイ”

37

71

20

歳） が落ち着きます。これ

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、11月15日まで

からも楽しくマナーを

21
20
19

られ、六千羽の折り鶴
を広島と長崎の慰霊祭

もった多くの折り鶴を

方々のご冥福と平和へ
の祈りを捧げました。

千羽鶴に世界平和をのせて

60

守って楽しみたいと思

7
6

 （建具工

Ｃ

今回のテーマは
『愛車』

ソユースタジアムで日

曜日に開催される 時

ってＪ２残留だ。

り試合すべて勝って勝

に「い ぐ ぞ ぉ ～」
。残

にも雪にも負けず応援

キックオフだ。雨・風

13

へ贈ることができまし
た。草彅ツヤ子主婦の
会会長は「全県の会員
主婦の会では広島市

いただいた。戦争のな

のみなさんから心のこ
と長崎市で８月に開催

広島・長崎慰霊祭

い、全世界の平和が実

22

24
23
22

11

こだまさんちの
野菜箱
千羽鶴を献納

された、原爆で犠牲と

米

18
17
16

15
14
13
12

11
10
9
8

Ａ

１.「守宮」とも書く爬虫類
１. 夏の川遊びにぴったりな○○○船
２. 花の大きさが普通より大きい ３. 失敗して体面を失うこと
６. 実力を○○○なく発揮
３. 宗教を信仰する人
４.「荒城の月」を作曲○○廉太郎 ７. レッドリストの訳語、絶滅○○種
５. ガラパゴス諸島で有名なトカゲ ８. 北海道○○○昆布は有名
９. メラニンや葉緑素もこの一種 10. 電気を消して○○に就く
11. 幕末の政治運動、○○○合体。 12. 薄焼き卵を細切りにした
朝廷と幕府のことです
○○○卵
13. 自宅のライブラリー
14. 男女の恋の噂
15. ごはんが進む！○○○○ゴボウ 16. ○○の緒
16. 体温が変化する○○○○動物 17. 卵の中に含まれている栄養のもと
18. 砂浜に穴を掘って産卵します 19. 追突されてボディーにボ
ッコリできた
19. ウリ科の蔓性植物、その実か
ら垢すりグッズを作ったり
20. 斜塔が有名なイタリアの都市
21. いちばん古いということ
22. 神話にも出てくる、ものすご
24. カメレオンはコレを変えるこ
く大きなヘビ
とができます
23. 日本にはもともといなかった
○○○○生物
25. 別名は「セイヨウカリン」

スポーツの秋がきま

秋田建労パズル

よこのかぎ
たてのかぎ
5
4
3
2
1

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