くさわけ
発行人

から、「安倍政権退陣に
向け、共闘を発展させま
しょう」「強権的な税務
行政に団結して立ち向か

強大な民商を建設し、中小業者が力合わせ悪政に反撃しよう

発行元
江東民主商工会

いましょう」、「区内中
小業者の更なる発展のた
前進座の黒河内様が演芸
めに力を尽くしましょう」 として『外郎売り』の口
などあたたかい激励とお
上を披露。参加者一同、
祝 い の 挨 拶 が あ り ま し た。 プロの技に真剣に聞き入っ
た様子でした。

民商の70周年を祝し乾杯

第 ２ 部 開 幕
第２部は上原前会長の
乾杯あいさつで幕を開け
ました。
しばらくの懇談の後、

続いて、青年部を中心
にビンゴ大会を行い、会
場には「ビンゴ！」とい
う声や、笑い声が響き渡

迫力ある口上を披
露してくれました

第 １ 部 開 幕
１月１９日 日( 午)後１
時より、東天紅深川店に
て江東民商７０周年記念

んでください」と、主
催者あいさつがありま
した。
続いて、豊田会長よ
り「江東民商のこれま
での様々な歴史を引き
継ぎ、今日を迎えられ
たことを大変うれしく
思います。これからも
民商運動に全力を尽く
し、さらなる発展を目
指しましょう」とあい
さつがありました。
その後、来賓の皆様
江東民商の更なる発展目指し全会員で奮闘しよう

りながら聞き入りました。
最後は、小野副会長よ
り「本日お集りいただい
た大勢の方と一緒に、春
の運動で民商を大きくし
ましょう」と閉会あいさ
つがありました。また、
祝賀会開催に尽力した森
外事務局長へ青年部より
プレゼントが渡され、散
会となりました。

り盛り上がりました。
その後も、出席者やご
来賓からあいさつやメッ
セージがあり、参加者一
同、民商の歴史を振り返

見事トップ賞を
当てた深川北支
部長野さん

突然のプレゼン
トに驚く局長

168号
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豊田文男

「税務行政に共
に立ち向かおう」
と山崎税理士

森山実行委員長の
主催者あいさつ

●江東区労働組合総連合
清水 英明 副議長
●東京土建一般労働組合江東支部
菅野 元叔 常任執行委員
●株式会社きかんし
入山 哲也 取締役
●東京東部法律事務所
大江 京子 弁護士
●東部会計江戸川事務所
山崎 哲 税理士
伊地知 裕美 様
●江東生活と健康を守る会
松沢 美千代 様
●墨田民主商工会
山縣 智矢 事務局長
●日本共産党
畔上 三和子 都議会議員
赤羽目 民雄 区議会議員
大嵩崎 かおり 区議会議員
正保 幹雄 区議会議員
●江東区議会民生クラブ
板津 道也 区議会議員
●公明党
関根 友子 区議会議員
●あたらしい・維新・未来会議
二瓶 文隆 区議会議員
●日本共産党江東地区委員会
小堤 東 副委員長
猪又 武夫 市民対策部長

祝賀会・新春のつどいが
開催されました。

参加は来賓含め、全６
９人となりました。
冒頭、祝賀会実行委員
長の森山副会長より「私
たち、江東民商会員も悪
政や消費税で苦しめられ
る中、本会の成功に力を
尽くしてきました。本日
は、時間の許す限り楽し

70周年記念祝賀会・
新春のつどい ご来賓名簿

２０２０年２月１７日

け
わ
さ
く
１６８号
第

▼７０周年
記念祝賀会
が終わりま
した。この
日に向けて、
実行委員と
して記念品のエコ
バック作成や、記
念誌の作成、ビン
ゴ大会の準備など、
色々と奮闘してき
ました。▼全実行
委員が、それぞれ
の強みを生かして
取り組んだからこ
そ今回の大成功を
収めることができ
ました。▼２月は
春の運動真っ只中、
民商を強く大きく
する大事な時期で
す。確定申告も始
まり、一年で一番
忙しい時期でもあ
ります。▼今の時
期も、”それぞれ
の強みを生かす”
ことが重要です。
全支部、全会員が
自分に出来ること
で民商運動に参加
すれば、とても大
きな力になります。
▼業者を紹介する、
商工新聞を一部で
も配達する、学習
会や集会に参加す
る。どれか一つで
も『出来ること』
を会員がやってい
けば、８０周年記
念祝賀会も大成功
間違いなしです。
【Ｓ・Ａ 記】

なかま

名

木

川～

連
青
年
部
協
議
会

出されましたが、幹事の協
議により「その場しのぎ的

)

全支部・全会員
の参加で春の運
動の成功を

東婦協役員が今年も『白波５人娘』に
なり悪政への怒りを告発しました

総会では、方針や
決算・予算案が可決
された他、新幹事が
選出されました。
総会後は近くの居
酒屋で新年会となり、
青年同士大いに交流
を深めることが出来
ました。

全 商 連 南 関 東 ブ ロ ッ ク

１月１２日 日 、日本教 者挨拶がありました。
(
)
育開館にて、全国商工団体
その後も、各県の代表か
連合会（全商連）主催の南 ら春の運動成功に向けた意
関東ブロック新春決起集会 気込みが語られました。
が行われました。
参加者一同春の運動に全
江東民商からは８人が参 力を尽くす決意を固め合い、
加。全体では東京、神奈川、 散会となりました。
千葉、山梨のそれぞ
れの民商から２６０
人が参加しました。
冒頭、東商連の星
実会長より「消費税
増税の影響は深刻。
インボイスが導入さ
れれば中小業者にとっ
ては正に死活問題。
この春の運動で民商

を大きくし、悪政に
反撃しよう」と主催

1月23日(木)、19時より総合区民セン
ター第4会議室にて江東民商第２回理
事会が行われました。
出席は17人となり、なんとか成立し
ました。冒頭、豊田会長より「70周年
祝賀会の成功を活かして春の運動盛り
上げよう」とあいさつがあり、森外事
務局長より方針の提案が行われました。
その後、仲間増やし活動の訴えや、
各集会や学習会への参加の訴えなどが
あり、方針案が満場一致で可決され閉
会となりました。

新春決起集会

古今変わらず親しまれ続ける川です

青年の力合わせて東商連を盛り上げよう

な総会では意味がない。続
会をしっかりやって、青年
部活動を盛り上げる契機に
しよう」と話し合いました。
その結果、今回は総会が
成立する代議員数２２人に
対して、出席代議員２７人
となり、無事総会成立とな
りました。
総会 では 、渡 邊恵 司議 長
が「本総会が無事成立でき
て良かったが、もっと多く
の青年部員が参加したいと
思える東青協となるよう、
これからも頑張ります。そ
れぞれの民商青年部も、民
商本体の力を借りながら、
活発な運動を展開できるよ
う奮闘しましょう」と語る
など、参加者全員から「もっ
とこれからの青年部活動を
盛り上げよう」という発言
がありました。

小名木川（おなぎがわ）は、東京都江東区の北部を東
西に横断し、隅田川と旧中川を結ぶ全長約5㎞の運河です。
江戸時代初期に徳川家康の命令で建設されました。
1590年頃、江戸城を居城に定めた徳川家康は、兵糧と
しての塩の確保のため行徳塩田（現在の千葉県行徳）に
目を付けました。しかし、当時の江戸湾北部は砂州や浅
瀬が広がり船がしばしば座礁するため、大きく沖合を迂
回するしかありませんでした。そこで、川の名前の由来
になっている小名木四郎兵衛に命じて、行徳までの運河
を開削させたのが始まりです。
その後、塩以外の品物の運搬や、成田参詣客なども運
ぶようになって、行き交う物量が増大し、小名木川は江
戸物流の重要河川と認識されました。
明治時代に入ると、小名木川沿岸一帯はその水運で様々
な原材料を運ぶことができることもあり諸工業が盛んに
なり、工業地帯となり
ました。現在は沿道に
「塩の道」という遊歩
道が整備され、散歩道
として多くの区民に親
しまれています。
田中 靖子 記

２０２０年２月１７日
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民商のこれからを担う青年部活動を活発に

こ う と う 名 所 め ぐ り

わ

東

さ

１月２７日月曜日、１９
時より東商連会館にて、東
青協第４１回定期総会（続
会）が開催されました。江
東民商青年部からは４人が
参加しました。
本総会が続会となってい
るのは、昨年１１月２３日
に豊島区民センターにて行
われた総会が代議員不足に
より成立せず、流会となっ
たためです。
流会となった総会で、
「代議員定数をすぐにこの
場で変更し、何とか成立さ
せられないか」という話も

く

１６８号

第４１回定期総会 続
(会
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決意を語る
渡邊議長

南砂支部新年会
2月1日(日)、午後１時より東砂西地区
集会所にて江東民商南砂支部恒例の新年
会が開催されました。
参加は全23人で、大勢の参加者で盛り
上がりました。美味しい料理に舌鼓を打
ちながら、区政の話や国政の話、趣味の
話など話題は尽きませんでした。
今回は支部として初めてビンゴ大会も
行い、最後まで笑顔の絶えない新年会と
なりました。

支部活動を盛り上げ民商運動活発に

