くさわけ
人でした。
冒頭、関戸理事長よ

会計内容、役員の関わ
り方について様々な意

165号

発行元
江東民主商工会
発行人
豊田文男

り、大いに
交流し、共
済活動を盛
り上げよう
と散会とな
りました。

第

全都事務局員交流会
みんな元気に

記念講演は大門実紀史参院議員

刷の仕事は厳しい。今
後の営業努力が非常に
重要になってきている。」
と語りました。
どの業種も中小業者
は仕事不足や競争の激
化など、多くの不安を
抱えてています。そん
な中、若い会員から新
たな挑戦やアイディア
を活かした仕事など前
向きな話を聞けてとて
も刺激的でした。参加
者からも「異業種の集
まりは民商の大きな魅
力。どんどん商売を語
ることで元気がもらえ
る」という感想も寄せ
られました。
次回はぜひ皆さんも
ご参加下さい。
南砂 山崎陽子 記

交流会

７月２５日（木）午
した。
後７時より、江東民商
電気工事業を営む青
事務所にて青年部主催
年部員や、広告代理店
の『異業種交流会』が
を営む３０代の会員か
１１人の参加で行われ
らは「これからは人を
ま し た 。 若 い 人 が 多 く、 増やして事業を広げて
新 鮮 な 空 気 が 流 れ る 中、 いきたい」と展望を語
一人ひとり自分の商売
りました。また、不動
の状況を話していきま
産仲介業を営む部員や
豆腐屋を営む会員か
らは「バブルの時は
売り上げもどんどん
伸びたが、大手の出
店により今後、街の
小さな商店は苦しく
なる」と不安の声も
ありました。
印刷業を営む部員
と会員も「ペーパレ
ス化の進む現代、印

商売語って

異業種

皆で盛り上がった懇親会

『目くばり、気くばり、心くばり』の活動で命と健康守ろう
８月１８日（日）、午
後１時３０分より総合

東大島支部

区民センター第２会議
室にて江東民商第３３
会定期総会が開催され
ました。参加は全２１

北砂支部の
納涼会風景

深川北支部

見が出され、今後の活
動改善を求める声が多
く聞かれました。
新役員案を含め、全
ての議案が採択され、
閉会となりました。
総会後は懇親会とな

加入者増やし魅力ある共済会目指そう

8月は各支部で納涼会が行われ、
多くの会員が参加しました。
納涼会では商売のこと、暮らし
や健康のことなどで交流し、夏の
暑さをひと時忘れることができま
した。

８月５～６日の２日間にわたり、
栃木県の鬼怒川にて全都事務局員
交流会が開催されました。
江東民商からも２人が参加し、
学習と交流を深めました。各民商
から率直な悩みや苦労が出され、
今後の運動についての具体的な行
動について語り合いました。
交流会で学んだことを活かし、
江東民商活動をさらに盛り上げて
いきたいと思います。
ベテランも青年も商売を語り
合えるのが民商の魅力です

り「共済会は会員の命
と健康を守る大事な活
動。さらに発展させて
助け合いの輪を広げよ
う」とあいさつがあ
りました。来賓の江
東民商の豊田会長か
らあいさつあり、そ
の後寺田専務理事よ
り活動報告と方針が
提案されました。次
に、会計報告や監査
報告、予算の提案が
行われました。
討議では共済会の

支 部 納 涼 会

２０１９年９月２日

け
わ
さ
く
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▼私は自身
の過失によ
り、左足を
骨折してし
まいました。
▼最初は痛
みを押さえながら
過ごしていたので
すが、一カ月ほど
して骨折している
ことが分かり、病
院で左足を完全に
固定し身動きが取
れない状態になり
ました。▼部屋か
ら出ることができ
ず、不自由な日々
を過ごすことにな
りました。▼その
中で助けてくれた
のが婦人部の仲間
でした。▼日常の
生活の様々な手伝
いや買い物なども
行ってくれました。
また、我が家に通
いながら部屋にずっ
といたら退屈だろ
うと私と世間話を
していただきまし
た。▼今までいろ
いろとお付き合い
をさせていただき
ながら本当に困っ
たときに駆け付け
てくれた仲間。こ
れほどありがたい
と思ったことはあ
りません。▼本当
にありがとう。▼
”なかま”この
響きはいいですね。
【下町のバーバ】

なかま

１６５号

さ

わ

２０１９年９月２日

～堅川カヌー・カヤック場～

生命を守ることをのぞみます
田中 靖子 記

めることができまし
た。
来年は沖縄・九州
地方で開催されます。

婦人部からお知らせ
”料理をつくっておしゃ
べりをしよう”
9月22日(日)10：00～
会費：300円
〇三色おはぎ他

生命を育て

大いに懇談を深めること
ができました。
新入会員の方からは「民
商の歴史や取り組みを学
べて勉強になった。今後
もできる範囲で運動に加
わりたい」と嬉しい発言
もありました。
参加者も「楽しい歓迎
会だった。今後も行える
ように新たな会員を迎え
るため仲間増やしを頑張
ろう」と決意を新たにし
ました。

懇親会は最後まで大盛況

えて思想・信条も超えて行
われます。
一日目は３０以上のテー
マに分かれての分科会・移
動分科会が行われ、二日目
は２会場に分かれて全体会
となりました。
全体会では記念講演や文
化行事も行われ、楽しみな
がら婦人活動への意識を高

楽書籍出版）が参加しま
した。全体では１２人の
参加となりました。
歓迎会はまず、片平部
長（当時）のあいさつで
幕を開け、続いて豊田会
長よりあいさつがありま
した。
全商連が作成した「よ
うこそ民商へ」のＤＶＤ
を視聴した後、新入会員
のみなさんからそれぞれ
自己紹介をしてもらいま
した。
乾杯の後は懇親会とな
り新入会員の方に様々な
質問があったり、経験や
民商運動を紹介したりと

「集まって話し合う」民商の魅力実感

６月１４日 金( 、)午後７
時より組織商工新聞部主
催で新入会員歓迎会が開
催されました。
今回は新入会員として
南砂支部から２人、石坂
さん（美容室）と高橋さ
ん（古書店）、北砂支部
から１人、北嶋さん（音

新会員の話を聞く参加者

新入会員歓迎会

高校生による
『三社祭礼囃子』
（文化行事）

日本母親大会ＩＮ静岡

全国の婦人達で力合わせて

生命を生みだす母親は

こ う と う 名 所 め ぐ り
カヌーやカヤックを楽しめる都内初の専用施設として2
011年にオープンしました。人工の川を利用した公園で、
初めての人もこぎ方を教わりながら気軽に挑戦すること
ができます。
このカヌー・カヤック場は区のスポーツ施設として整
備が進められている竪川河川敷公園の中につくられたお
よそ140メートルのコースで、小学生以上なら誰でも利用
することができます。初挑戦の人も心配無用で、インス
トラクターがパドルの持ち方から教えてくれます。
また、首都高の高架が屋根代わりになるため、雨が降っ
ても楽しめるのが特徴です。まだまだ残暑厳しいこの時
期。ぜひ皆さんも水上で涼をとってみませんか。
住所：江東区亀戸1-1（堅川河川敷公園内）
料金：小・中学生 30分/300円（延長10分/100円）
高校生以上 30分/600円（延長10分/200円）
開場日：●5月1日から7月2
0日までの土・日曜・祝祭
日●7月21日から8月31日
までの全日●9月1日から10
月30日までの土・日曜・祝
祭日
受付時間：午前9時から午
後4時まで（午前11時～午後
多くの子供で賑わっています
1時を除く）

け

第 ６ ５ 回 日 本 母 親 大 会 Ｉ くし、平等社会を実現する
Ｎ静岡は８月２４日（土）、 ため職場や地域で各世代か
２５日（日）の２日間に渡 ら声をあげようと２日間で
り、静岡県焼津市にて開催 ９０００人の人たちが参加
されました。
しました。江東民商からは
全国から女性の貧困をな 婦人部から田中と星野の二
人が参加しました。
焼津市は江東区の夢の島
に展示されている被ばく船
『第五福竜丸』のふるさと
です。第五福竜丸は東京湾
のゴミの中で発見されまし
た。江東区の人たちは、長
い間保存運動に参加して改
修のために仲間の人たちと
一緒に活動を進めていきま
した。母親大会は地域を超

く

第６５回

第

東婦協第46回定期総会
8月4日の日曜日、台東区上野区民館に
て東婦協第46回定期総会が開催されま
した。江東民商婦人部からも２人が参
加しまいた。
冒頭、東商連の星会長があいさつし、
その後来賓の方々からあいさつがあり
ました。記念講演のあと、総会議案の
提案や会計報告なども行われました。
代表発言では各婦人部の取組や努力
が語られ、大いに参考になりました。
議案は満場一致で採択されました。
9月26日には全国業者婦人決起集会が
上野恩賜公園にて開催されます。江東
からも大勢の参加で婦人部活動を盛り
上げていきましょう。皆さんもぜひ参
加よろしくお願いします。
門前仲町 星野 比佐子 記

