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     広 島 県 建 設 労 働 組 合  

組織人員     第七地域連合広島  

6月 1日現在 3,932人 
   〠733-0013 

  広島市西区横川新町８番１２号  

7月 1日現在 3,923人    電話 （082）232-6230  

（加入 29人・脱退 28人）  ２０１５. ７月  FAX （082）232-6264  

    
【窓口業務】平日  午前 8： 30～午後 5： 00 

☆ 土・日・祝日 休み 今月（7 月）の掲載内容  

・組織拡大月間 

・『特定健診』 

・建設国保組合よりお知らせ 

・技対部よりお知らせ 

・『ビデオ鑑賞』 

・『作業主任技術講習会』 

・『労働安全衛生学習会』 

・『新加入者説明会』 

・『ゴルフコンペ』 

・『６．２５住宅デー』報告 

 

・『西地区役員懇親会』報告 

・青年部だより／主婦の会だより 

・行事予定（8月） 

 

ホームページ  

http://www1.megaegg.ne.jp/~kenrou-h-shibu/ 

 

組織拡大月間！！  
 

お手元に届いている「広建新報」（毎月発行 

機関紙）にも掲載しております通り、平成 27 年度 

“組織拡大月間”で「未加入者紹介カード」を 

事前に FAXいただき、その方が加入された場

合、紹介者の方に抽選で 1万円分のクオカ

ードを進呈する取り組みを行なっています。 

ぜひご紹介ください ！  

「未加入者紹介カード」は 6月 10日号・ 

7月 10日号の「広建新報」にあります。 

事前に 082-294-0248へ 

FAXして下さい。 

  
 
 

 

 

 

 

建設国保に加入されている 

被保険者（家族含む）は 

年１回必ず受診してください。 

これからの日程及び案内予定地区 

日 程（予定） 
開催場所  

※案内予定地区 

 7月 26日（日） 
安佐南区民文化センター 

※祗園地区・安古市地区の方 

 9月 13日（日） 
建 労 会 館 

※廿日市地区・西地区の方 

 11月 15日（日） 
安芸区民文化センター 

※南地区・安芸東地区・安芸南地区の方 

※ 案内予定地区以外の方でもご希望の日時に 

受診可能です。 

受診希望の方は第七地連事務所までご連絡

ください。TEL082-232-6230 
 

建設国保組合より  お願い  

業種（職種）の調査実施のお知らせ 
 

建設国保では、組合員の加入資格である 

業種（職種）の調査を、国からの求めにより 

今年度実施いたします。被保険者資格の適用

の適正化を図ることを目的とした大切な 

調査です。ご理解の上調査にご協力をお願い

致します。 （『広建新報』6月 10日発行分掲載） 

技対部よりお知らせ 

※ 「月報」6月掲載 

<『講習会』のご案内 > 

 8 月開催の日程も決まりましたので多数の 

参加をお願い致します。 
 

 日  時 平成 27年 7月 26日（日） 
  8月 9日（日） 
 ※ 午前８時 30分集合 
 講習課題  
 
○大工部 

「四方転び」 

 
○左官部 

「階段モルタル塗り」 

 場   所 建労会館（西区横川新町８－１

２） 

・7月 26日（日） 

・8月 9日（日） 

→ 7月 17日（金）迄に 

→ 8月 3日（月）迄に 
 

『県本部主催 講習会』8月 22日（土）開催 

『技能競技大会』    9月 6日（日）開催 
〔宮島工業高校にて〕 

※ 内容は月報６月に載っていますのでご覧ください。 
 

 お問い合わせは 第七地連広島 事務局まで 

大工技術部長 秋本 浩樹  

左官技術部長 谷峰  昇  
 

国保ビデオ鑑賞 （7月の日程） 

※ 「月報」６月掲載 
 
地区名 日   程 

安 古 市 

７月８日（水） 午後７時 

安佐南区民文化センター（中須 1-２２-１

７） 

比 治 山 
７月１０日（金） 午後７時 

東雲会館（東雲２丁目９ 〔東雲第２公園〕） 

安 芸 東 
７月１３日（月） 午後７時 

府中公民館（府中町本町２丁目１５-１） 

安 芸 南 

７月１４日

（火） 
午後７時１０分 

安芸区民文化センター（船越南３丁目） 
  
 

『各種作業主任技術講習会』実施案内 

※ 「月報」5月・6月掲載 

 ７月 15日（水）～16日（木）で予定して

おりました「足場の組立等作業主任者講習」は

講習受講希望者が少なく 開催を延期し 

9 月 9 日（水）～10 日（木）に実施予定の 

「木造建築物の組立等作業主任者講習」と 

同日開催する事に決定致しました。 

 両講習ともに受講料は 6,000 円、テキスト代は 

別途、足場 1,330円・木建 1,240円必要です。 

  申込締切は講習日 10日前までとさせて 

いただきます。 

特に足場については、労働安全衛生規則の

一部を改正する省令が出され、足場からの 

墜落防止対策の強化（1）として 

●足場の組立て等の作業に係る業務の特別

教育の追加として「足場の組立て等の作業

に係る業務を特別教育の対象とする」とし

ています。 

実施される特別教育を受けるより、『作業 

主任者講習』を受講し有資格者に挑戦して 

ください。 
 

実 施 日 平成 27年 9月 9日（水）～10日（木） 

◎ 両講習とも 午前９時～午後５時 

「建労会館」で実施致します。 

 
 
 

『労働安全衛生学習会』のお知らせ 

※ 「月報」６月掲載 
 

今年の『労働安全衛生学習会』は「一人親方 

労災保険について（適用と給付の問題点）」・ 

「建設業における労災適用と補償（作業場と 

現場）」についての講演をしていただきます。 
 

   日 時 平成 27年  

7月 22日(水) 
午前 9時 30分 

～12時頃迄 

  場 所 国保会館（広島市西区横川新町 13－12）  
   

『新加入者説明会』のご案内 
 

地連では新加入者の方々にお集まり頂き、 

組合の内容や給付金についての『説明会』を 

下記日時に於いて実施致します。 

対象者にはハガキで案内しますので必ず 

出席して頂きますようお願い致します。 
 

尚、今回案内を差し上げる方は平成 27年  

4月～7月迄の方を対象としています。 

 今までに案内が来ても参加出来なかった

方で、 参加希望の方は事務局までご連絡 

下さい。 

月 報 

「特定健康診査」の 

お知らせ 

４０歳（H2７.4時点)～７４歳の皆さまへ 
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記 

  日 時 平成２７年 

8月 21日 (金 )  
午後１時３０分～ 

３時頃の予定 

  場 所 建労会館（西区横川新町 8－12） 

  内 容 組合での各種取り組み並び給付金について 

 駐車場はあります。  
 
 

《第 10回》『建労第七地連広島  

』開催のお知らせ 

 

第七地連広島では『第 10回建労第七地連 

広島ゴルフコンペ』を下記日時に於いて開催 

しますので多数の参加をお願い致します。 

参加希望をされる方は、氏名並びハンディを 

お知らせください。 

※ 参加資格  組合員に限定   先着 60名  

          記 

  日 時 平成 27年  

9月 16日
(水)  

午前 6時 30分集合 

9時 6分スタート 

  場 所 瀬野川カンツリー倶楽部 
（安芸区畑賀町 1510-91） 
  TEL （082） 827-0211 

 

 参加希望の方は  TEL (082)232-6230 

 第七地連広島まで FAX (082)232-6264 
 
 
 

『 6． 25 住宅デー』報告  
 

 

第七地域連合広島『6．25 住宅デー』が晴天の中 

開催されました。午前は肌寒く次第に気温も

上がり暑い中、施設 9 ヶ所・独居１ヶ所、 

合計 10ヶ所を奉仕作業致しました。 

 10地区対応で、天井水漏れ修理・戸車交換 

2ヶ所・雨樋板金作業・棚取付・ 

スロープ作製・ 窓アルミサッシ 

修理・壁クロス補修・床板合板 

張替・タイル目地補修・作業床作製・ 

波板張替と様々な業種の作業があり

大工・左官・各職・手元、63 名の 

職人さんが各地域で汗を流し奉仕作業をされ、

主婦の会の 3名もお手伝い 

していただき総勢 98名の参加者でした。 

作業終了後は奉仕先で大変喜ばれ「また、  

お願いします」「とても感謝しております」

と言葉も頂き、建労を知らなかった奉仕先も 

ありましたがカンガルーマーク・建労を 

知っていただけたのではないでしょうか。 

建労会館では恒例の「刃物研ぎ」をしまし

た。主婦の会3名の受付で8時30分に始まり、 

安元さんを始め OBの方計 6名の方で汗を 

流しながら 93本の刃物研ぎをしました。 

又、「住宅無料相談」を井手口副地連長が  

対応されましたが、残念ながら問い合わせは

ありませんでした。 

 今年の RCCラジオカーは 

前日の放送となり「建労会館」に 

来られ、午前 10 時 40 分放送で第七地域連合広島 

佐々木地連長が対応され、『6．25住宅デー』

のアピールをして頂きました。 

 奉仕作業をされた職人さん手元作業をされた 

方は暑い一日でしたが大変お世話になり、 

有難うございました。 

教宣部長 近藤 建二  

 

『第２回西地区役員懇親会』報告  
 

日時 平成 27年 6月 28日（日）午後 12時 30分よ

り 

場所 マツダズームズームスタジアム 

目的 

及び 

西地区の役員同士の懇親及び、昨年度の地区 

イベント時にお手伝いいただいた地連執行委

員 

及び各地区役員の方々との懇親 

内容 ・カープ観戦（対中日ドラゴンズ） 

・バーベキュー ドリンク付（エバラシート

にて） 

・プロ野球チップス（参加者全員） 

・ジェット風船（参加者全員に配布） 

・予想的中者に景品進呈（観戦チケット等） 
 

２７年度も早や三分の一が過ぎ、西地区役

員同士がリラックスしながら組合又、西地区

に ついて話せる機会があればと思い、昨年

に引き続き「カープ観戦」に行って参りまし

た。 

昨年好評でしたので今年は２０名増とし、 

６０名分を確保しました。（比治山地区合同開催１００

席） 

当日の朝は曇り空で少々心配しましたが、 

正午には晴天に恵まれての開催となりまし

た。 

試合開始１時間前にバーベキューを開始

し、試合開始頃には、ほぼ全ての参加者が揃

い野球観戦を楽しむ方、久しぶりに会った仲

間と歓談する方、初対面の組合員同士挨拶を交わす方、 

皆、それぞれ自由に楽しまれていました。 

又、今年は大田組織部長の口利きで、テレビ・ 

ラジオでご活躍の柏村武昭・林竹洋子ご夫妻を 

スペシャルゲストとしてご参加いただきました。 

記念写真・サインにも気軽に応じていただ

き、会が盛り上がりました。試合もジョンソン投手の 

好投、新井一塁手のホームラン！と４対０で 

カープが勝利を収めました。 

試合終了後、勝利チーム・ホームラン・ヒーロー 

インタビューの予想的中者に景品を進呈しました。 

昨年に引き続き、皆様が笑顔でスタジアム

を後にしていただいた事が一番良かったで

す。 

西地区の組合員数も、春の保険料改定により、

若干組合員が減少しました。 

広島カープが今年、観客増員との事なので、

我々もカープにあやかり、組合員数が増える様、 

幹事・組合員に今一度、声掛け等していきた

いと思っております。 

最後になりますが、参加してくださいました 

全ての方々にお礼申し上げます。 

   

西地区地区長 

 山國 豊 

 

 
 

 
青年部だより  

※ 「月報」６月掲載 

 
《『夏親睦会』のご案内》 
 

 青年部活性化企画として『夏親睦会』  

“各地連青年部交流バーベキュー大会”を 

企画したくさんの同世代の仲間と交流をして 

楽しめる内容です。ぜひご参加ください。 

 
 
記  

 日  時 平成２７年 

8月 2日（日）10時～15時頃 

 場  所 江田島市沖美町是長 

サンビーチおきみ 

 会  費 ・大人 3,000円 

  青年部長  新山 継博  

 
【青年部集会】  

 毎月 4日 午後 7時 30分より建労会館 3階

に 於いて『青年部集会』を行ないますので多

数の参加をお待ち致しております。 
 
 
 

主婦の会だより  
 

梅雨の晴れ間のまばゆい季節になりま

した。 

《  行事報告  》  

 去る 6月 10日（水）～11日（木）『中国地

協主婦交流集会』鳥取担当で５県連５６人（広島建労 

9人〔第七地連２人〕）の参加で開催されました。 

１日目 13：30～ 開会挨拶、議長選出 

（広島建労：猪木さん、鳥取県連の方）、中国地

協代表挨拶（門田書記長）、地元代表挨拶、全

建 総連挨拶（奈良組織部長）、20分の休憩後、 

講演となりました。「知っておきたい介護の事 

～いつまでも自分らしく暮していくために～」

講師：鳥取県若年認知証サポートセンター 

センター長 前田 好子氏、15：30～ 分散会 

5分散会（助言者１人） 同一テーマ「人生の 

生きがい・楽しみ方」 

2日目 9：00～ 全建総連の中央情勢報告、

全体会議、質疑、交流会総括、議長解任、 

最後に閉会挨拶は来年担当 広島建労 平会長で 

終了、参加した 9 人で「待っとるけぇね～」で 

終わりました。 

又、6 月 25 日（木）『住宅デー』のお手伝いの 

後、午後より折鶴整理をしました。今年も 

小山さんより 3,000羽頂きました。 

 

主婦の会会長  竹村 富士子  

 

❤ ♡❤ ♡❤  ❤ ♡❤ ♡❤ ♡❤ ♡❤ ♡❤ ♡  

《 今後の行事予定  》 

7月 30日（木） 講習会“ラッピング教室”  

 10：00～ 建労会館 

8月 4日（火） 「職人の碑」の清掃 

8月 5日（水） 慰霊祭 10：00～ 

☆ 組合員の奥様、全員主婦の会の会員さんです。 

『ラッピング教室』その他の催事への参加お待ち 

しています。 
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8 月の行事予定 （第七地連）  

日 程 行  事 開始時間 日 程 行  事 開始時間 日 程 行  事 開始時間 

2日（日） 青年部 夏親睦会 AM 10:00 6日（木） 定例役員会 PM  7:00 12日（水） 東地区 ビデオ鑑賞 PM  6:30 

3日（月） 執行委員会 PM  7:00 8日（土） 中地区 ビデオ鑑賞 PM  6:30 
12日（水）～ 

14日（金） 
夏季休暇   

4日（火） 青年部集会 PM  7:30 9日（日） 技対部技術講習会 AM  8:30 21日（金） 新加入者説明会 PM  1:30 

5日（水） 広島慰霊祭 AM 10:00 11日（火） 祇園地区 ビデオ鑑賞 PM  7:00 
22日（土）～ 

23日（日） 
南地区 木工教室 AM 10:00 

  


