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８月24日
（月）までにコン
ビニ・郵便局等でお支払

核兵器のない世界を

平和行進
スタンディング

手に手にプラカードを持っ 
てアピール

参加者一人一人が、プ

の形で行われました。参

る原水爆禁止世界

ラカードを掲げて道行く
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30 通勤帰り。サラリーマンが署名してくれました
駅西口で５ヶ月ぶりとな
近くの公園

声が聞こえて

から、ミンミ

通常はチラシ入りのポ

きます。今は夏なのです

るアスベスト訴訟宣伝

ケットティッシュを手渡

ね。コロナ・コロナで忘

ンゼミのけた

しで配布しながらの宣伝

れ て い ま し た。 そ う で

を、コロナ対策に留意し

ですが、プラカードを持

す。今、夏真っ盛りなの

たましい鳴き

ちアピールを行いまし

ですね▼このところ雨・

て行いました。

た。ハンドマイクの訴え

雨・雨と夏らしくはない

来ると思います▼よくよ

を立ち止まって聞き、署

参加者は戸惑いながら

く考えると、日本の夏を

のですが、カラット晴れ

の宣伝行動でしたが、ア

思わせる言葉があります

名をしてくれる方もいま

スベストをたくさんの人

▼セミの声、冷えたスイ

て、ギンギンの暑い日が

に知ってもらい、被害者

カ、 打 上 げ 花 火「 た ま

した。

を救済する制度の早期設

や」の掛け声、トンボと

い、入道雲・夕立・全力

疾走、夏祭り、盆踊り、

プール、海水浴、怖い怪

談話、すぐそばにいる妖

怪の話など、夏の開放的

な季節は、最高です▼怪

談・妖怪の話しは、怖い

話しだし、なんとも悲し

い話だったりします。私

たちが自然（人の力が届

かない＝神の世界）を畏

れ、敬っているからだと

思っています。それが日

本人です▼命を敬え。

立に向け奮闘していきま

国の持続化給付金は 2021 年１月 15 日まで、所沢市の
小規模事業者等臨時給付金は９月 30 日までです。
埼玉県の小規模事業者給付金はすでに締め切りとなり
ました。

アスベスト訴訟
宣伝行動
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りの網、麦わら帽子の匂

☆既存の給付金の締め切りにご注意を

80

５ヶ月ぶりの

す。
（荒川記）

家賃支援金コールセンター

0120 − 653 − 930

７月５日（日）午後５

大会（今年はリモ

人にアピールし、参加団

申請の期間
給付金の申請の期間は、2021 年１月 15 日までです。

加者は全体で 人、埼玉

ート開催）に向け

体代表が代わる代わるあ

給付額の算定方法について
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時から１時間、所沢駅東

て全国から行進を

いさつを行いました。埼

30

土建所沢支部からは 人

リレーしていきま

玉土建を代表して増田支

申請日の直前１か月以内に支払った賃料などをもとに算
定された金額が、給付されます。
（法人は最大 600 万円、個人事業者は最大 300 万円）

口で、原水爆禁止国民平

すが、今年は新型

部長が「核兵器廃絶に向
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８月に開催され

コロナウイルス感

給付額

けて、若い人にも呼び掛

負担を軽減することを目的として、賃借人（かりぬし）
である事業者に対して給付金を給付。

染拡大を受けて、

態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する業者の
事業の継続を支えるため、地代・家賃（以下、賃料）の

７月 日（火） 時

新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事

けて運動を継続していこ

☆家賃支援給付金

駅前での宣伝行動

※なお所沢市国保にも減免制度があります。所沢市国保
加入者は市役所にお問い合わせください。

分〜 時 分まで、所沢

申請期限 12 月末まで
詳しくは支部事務所まで

う」と呼びかけました。

（ア）
（事業収入の３か月分合計）×４
（イ）令和１年の事業収入
（ア）÷（イ）が 0.7 以下
申請書はホームページからダウンロードするか、支部事
務所でももらえます。

マイクを持って訴える増田支部長

となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により次のいずれかの
要件満たす人。
・新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が
死亡、または重篤な負傷を負った。
・新型コロナウイルス感染症の影響で直前の連続する３
か月の事業収入、給与収入が前年比で 30％以上減少。

が参加しました。

☆埼玉土建国保料減免申請

和行進がスタンディング

新型コロナ対策
給付金等関連続報

めざして

 講読料は組合費に含まれています。
メールアドレス
tokorozawa@saitama-doken.or.jp

い下さい。

会議が少ないかと思いま

「今年はコロナの影響で

原 田 新 分 会 長 よ り、

た。

気を取り会議を始めまし

大根デーとなりました。

本も頂いて参りました。

ぱな大根を分け合い、何

販売する予定だったりっ

わせて、住宅デーの日に

「先日久々に皆で顔を合

ださい。
」

お気をつけてお過ごしく

うございます。皆様お体

ただきました。ありがと

関川崇（三ケ島）

「中学卒業のお祝いをい

ください 」

役員の皆様、がんばって

の３カ月でした。新しい

沢」とクイズへの応募と

なりました。
」

様でした。大変お世話に

「健康診断の当日ご苦労

す。
」

ば良いのにと思っていま

たものですね。収束すれ

 柳澤美恵子（吾妻）
「コロナウイルスは困っ

のでしょうか？」

たちは、給付の対象外な

ト収入で生活している私

「ひとこと」をよろしく

ています。今までは紙面

「ひとこと」が寄せられ

や、組合活動の感想など

はその時々社会の動き

ざいます。応募はがきに

だきましてありがとうご

マチガイ」にご応募いた

＊編集部より＊

う。
」井上志奈子（吾妻）

「拡大がんばりましょ

お願いします。

大会を分会センターで開

７月の支
すが、役員さんの力を借

味噌漬け、ゆず大根、ぽ

吉見月颯（若松）

「コロナウイルスの影響

 中山恵美子（中新井）
「こまったとき、支部に

ロナの影響で組合活動が

できませんでしたが、コ

３密を避けて十分な換

なくなり困っています。

電話するとすぐに親切に

縮小され、紙面に余裕が

の都合でなかなかご紹介

早く収束してくれればと

対応してくれる支部の人

仲間の声

部執行委員
りて頑張ってまいりま

りぽり漬け…でも初夏の

で仲間との集まりもでき

催しました。

会で、会議
す。協力してください」

おでんが最高でした。
」

いつも「クイズ７つの

再開の方針
とあいさつがありまし

みんなで協力して
健康診断を成功させよ う

が出された
た。また、社保対部長の

 金子美佐子（山口）
「埼玉土建の皆様、コロ

願っています。まずは各

吾妻分会大会

ため、吾妻
不破さんからは、８月

ナウイルス対策をしての

できましたので、今回ま

分会の皆さんと会う機会

分会は７月
日の健康診断に必ず受診

たちに感謝です。ありが

日（日）

自が不要不急の外出を控

今 後 と も「 ど け ん 所

とめてご紹介します。

川元輝幸（安松）

とうございます。
」



えなければ自覚して言い

総会お疲れさまでした。

そうした中で、本来は

私も娘の高校のＰＴＡの

するように受診訴えがあ

コロナ禍で ４ 月からの

４月に行う分会大会を、

ます。少しの年金とパー

分会執行委

組合活動はことごとく中

７月９日（木）武道館で

役員をしており大変なこ

りました。（染谷記）

！！

員会兼分会

止または簡素化しての開

開催しました。すでに分

ょう」とあいさつ

結して頑張りまし

の輪を大切に、団

らこそ、仲間同士

「こういう時だか

金野分会長から

開催でした。

簡素化した形での

発表されており、

会役員は６月には内定し

催を余儀なくされていま

23

が あ り ま し た。
（久保田記）

答えはハガキに住所・氏名・分会名を添えて、所沢支部事
務所にお送りください。組合員と家族に応募資格あり。正
解者のうち、抽選で５名の方に500円の図書カードを進呈
します。締切は９月23日。発表・発送は、９月号発行時。

◆６月号クイズの当選者（順不同・敬称略）
金子美佐子（山口）、白石洋子（中新井）、吉見順子（若
松）
、柳澤勝（吾妻）

分会センターはしっかり換気して行った

コロナ騒ぎの中、５月

中新井分会大会

が少なくなりました。

団結してがんばろう

６月の会議が中止などで

こういう時だからこそ

まず
は

した。

久しぶりに集まることができました
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