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　新年あけましておめでとうございます。
　連合群馬構成組織・地域協議会の役員・組合員
の皆様には、ご家族お揃いで晴れやかに新年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年を振り返りますと、超円高やデフレ、社会
保障制度の崩壊、さらには就労人口全体の３分の
１が非正規労働者である実態などの大きな社会構
造的問題を抱える中で、私たち生活者にとって、
非常に変化が激しく厳しい時代となってきました。
この状況下において、連合群馬では「頼りにされ
る存在として地域社会に笑顔があふれる活動を進
めよう！」を基本目標とし、東日本大震災を受け
て「つながろうＮＩＰＰＯＮキャッチアップ連合
群馬！」をキャッチフレーズに運動を展開してき
ました。
　３つの活動の柱として捉えた「政策提言と実現」
では、１万人を超える県民意識調査を基に、議員
懇と連携し、７分野55項目の提言を行った結果、
約８割の43項目が前進し、県民生活の改善につ
ながりました。「なんでも労働相談」では、相談
件数が増加し相談内容も多種多様化する中、労働
組合結成の支援や関係機関と連携した取り組みで、

より良い職場環境づくりや問題解決に向けた一翼
を担うことができました。「ふれあいフェスティ
バル」では、各地協の皆様の創意工夫と知恵出し
により、参加しやすいイベントを目指した結果、
過去最高の５万人を超える来場者数を記録、多く
の県民へ連合群馬の活動を知らせることができま
した。
　本年は、すべての県民が安心して暮らせる地域
社会の実現に向けた「活力ある地域を目指した頼
りにされる活動の展開！」を基本目標として、県
内の働く仲間や地域住民との連携を強め、前を向
いた目線で一歩一歩、明るく元気に活動を進めて
いきたいと思います。
　組合活動を進める中で、何をするかを決めるこ
とも大事ですが、その何をするかを決めた後に、
それを実行していく力がなければどんな活動も実
にならないと普段から感じています。この力は、
それぞれ職場・職種・産別が違う中で、お互いが
お互いの立場を尊重しあいながら、信頼関係を
ベースに群馬県の発展のために協力し合える体制、
このことがすべての活動の原点だと思います。
　政策制度を実現させるため、議員との連携は大
変重要です。２月に前橋市議選、４月に大泉町議
選、７月には参議院選が予定されており、連合群
馬の総力を結集し支援する候補者の必勝に向け、
取り組みを進めていきます。
　本年も変わらぬご指導とご協力をお願い申し上
げ、年頭の挨拶とさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　皆様には健やかなる新春を迎えられたことと、
心よりお喜び申しあげます。また、日頃から群馬
の労使関係の安定にご理解、ご協力をいただき厚
く御礼申しあげます。
　今年は、政治が安定し、経済基盤の再確立がさ
れる年になることを期待します。毎年首相が変
わっていてはまともな外交は不可能であり、外国
に馬鹿にされるだけです。

　日本はついに貿易赤字になりました。これだけ
グローバル化した世界で自由貿易の推進なしでは、
鎖国と同じで、日本は滅びてしまいます。ＴＰＰ
やＦＴＡ推進の為には期限付きの農業補助も必要
でしょう。決められない政治から脱却し、今年こ
そ日本改革元年にすべきです。
　労働人口が減少していく今の日本の現状では、
学校や家庭を含めた若年者の教育、更に高年齢者
の定年延長と女性の活用が日本再生のキーワード
と考えます。
　我々は公助だけに頼るわけにはいきません。労
使が協調し、一体となり道を拓いていくことが必
要です。連合群馬の皆様の一層のご支援、ご協力
をお願いいたします。
　結びに、皆様のご健勝とご多幸を祈念いたしま
して、新年のご挨拶とさせていただきます。

連合群馬　会長　北川　秀一

一般社団法人　群馬県経営者協会
会長　児玉　三郎
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　12月１日、勤労福祉センターにて、青年委員会・
女性委員会第13回総会を開催しました。(構成組織
より青年委員会39名、女性委員会29名参加)
　それぞれの総会において、２年間の活動経過報
告と、向こう２年間の活動方針、新役員体制が確
認されました。
　総会終了後は合同学習会として、連合埼玉顧問
の鈴木雄一氏を講師に「労働者福祉運動の役割と
新たな創造をめざす」と題し、労働運動の原点と
もいうべき労福協の理念や歴史について学習しま
した。

連合群馬第13期 事務局人物紹介！

2013〜2014年度役員体制
【青年委員会】

役員名 氏　名 産　別 単組名 備考

委 員 長 新井　淳一 電力総連 東電労組

副委員長 栗原　　勲 ＪＲ総連 ＪＲ東労組

事務局長 山村　康郎 ＪＡＭ サンデン労組 新

幹　　事

宮下　祐太 自動車総連 富士重工労組 新

森村　剛志 自治労 前橋市職労 新

加藤　康之 電機連合 アドバンテスト労組 新

福田　和弘 ＵＡゼンセン 日清紡績労組

中村　崇裕 ＪＰ労組 ＪＰ労組

冨樫　悠太 情報労連 ＮＴＴ労組 新

岡安　晃典 ＪＥＣ連合 日本カーリット労組

今澤　修一 交通労連 関東西濃運輸労組 新

【女性委員会】
役員名 氏　名 産　別 単組名 備考

委 員 長 倉又　明美 日教組 群馬県教組 新

副委員長 齋藤　美緒 ＪＰ労組 ＪＰ労組 新

事務局長 深澤　栄子 ＵＡゼンセン(旧JSD) スズラン労組

幹　　事

星野まゆみ ＵＡゼンセン 群馬県支部

遠坂　陽子 自動車総連 両毛ビジネスサポート労組 新

小池　裕美 自治労 伊勢崎市職労

橋本　春美 自治労（旧全国一般） 三枚橋病院労組

齋藤　優香 電機連合 ＦＤＫトワイセル労組 新

増田　　香 ＪＡＭ サンデン労組 新

関口　深雪 電力総連 東電労組

佐藤　愛美 政労連 のぞみの園労組 新

大竹久美子 国公総連 全農林 新合同学習会の様子

女性委員会新役員体制

青年委員会新役員体制

青年・女性委員会第13回総会と合同学習会を開催

　大会以降、グッと若返った事務局体制。(役員の平均年齢は41歳)若いながらにもより良いチーム
ワークをめざし、前進していきます。どうぞよろしくお願いします！　※(　)は紹介者

★金子裕昭 事務局長
総務

大黒柱・努力と初心を忘れ
ないラガーマン（長谷川）

★吉田香苗 職員
総務

仕事も金庫も任せて安心、
信頼の人です(髙橋)

★鈴木克幸 副事務局長
組織

労働運動を心から愛してい
ます。と思います（吉田）

★山田めりか 職員
組織

責任感が強くて、バリバリ
働く姉貴分です（鈴木誠）

★髙草木悟 副事務局長
社会貢献 

しっかり者でムードメー
カーですかね (坂上)

★長谷川浩之 職員
組織

熱 き 思 い を 秘 め た 男。
ちょっと短気かな？（新井）

★鈴木誠 副事務局長
労働

親身に労働相談を受ける姿。
頭が下がります(髙草木)

★坂上恵理子 職員
社会貢献

やさしさのオーラの持ち主
ですね（鈴木克）

★新井智 副事務局長
政策

事務局一の超ベテラン。連
合群馬の生き字引(萩原)

★萩原いずみ 職員
労働

何事にもチャレンジ精神旺
盛な姉さんです（山田）

★髙橋美佐枝 職員
政策

穏やかなコメントにもピ
リッと芯を通す(金子)
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セレモニーを終えての記念撮影

　11月29日〜12月２日、労福協主催の南三陸町
震災復興支援ボランティアが行われ、36名が参加し、
３班に分かれて漁業支援と土砂の除去作業を行いま
した。
　初日（11/30）は、漁業支援として、ホタテ貝
の養殖の準備である、「耳吊り」と呼ばれる作業を行
いました。最初は戸惑いながらの作業でしたが、す
ぐに慣れ現地の方から、「群馬のみなさんは作業が早
いね」とお褒めの言葉をいただきました。
　２日目（12/１）は、民家の基礎へ堆積した土砂
を取り除く作業を行いました。津波により土地の境

界線が分からなくなってしまったため、民家の基礎
を基準に測量を行います。土砂を取り除くことで、
測量作業をしやすくする目的があります。
　参加した情報労連ＮＴＴ労組の鈴木通則さんは、「あ
まりにも酷い状態であり、津波の脅威を肌で感じまし
た。また、復興への道のりは、まだまだ時間がかかる
ので、復興支援活動は重要だと思いました」、中央労
金の安中崇博さんは、「一人の日本人として現地の空気
と現地の方々の想いを周囲の方に伝えていかなければ
いけないと思いました」と話していました。
　２月より連合群馬のホームページにて、ボラン
ティア情報を掲載しますので、是非ご参加ください。

　11月９日〜13日、マレーシア・ボルネオ島での
労福協第７次海外植林ボランティアに、産別・地協、
事業団体、事務局から19名が参加しました。
　現地では２日間にわたる植林作業をはじめ、小
学生や村民との交流などを行いました。
　植林場所へ向かう道中、トゲのある植物に遭遇
したり、急な斜面を登り泥だらけの竹林を滑り落
ちたりしながら現地へたどり着きました。作業は
マレーシアの猛暑の中、団員全員で汗を流し、慣
れない道具を使って、１つ1つ丁寧に穴を掘り、フ
タバガキ科の苗を植えました。一生懸命植えた苗
が無事に育つよう願っています。

　11月11日、前橋イベ
ント広場を起点に、あし
ながＰウォーク10が開
催され、ミネラルウォー
ター120本を実行委員会

へ寄贈しました。ミネラルウォーターは宮城県の
高校生によって発案されたもので、売上げの一部
は東日本大震災の復興支援に寄贈されます。

　11月21日、組合員や県民
から協力いただいた、北方
領土返還要求実現に向けた

45,396筆の署名を、県国際課に提出しました。
この署名は、２月に開催する北方領土の日に全国
から集められた署名とともに政府に提出されます。

　11月24日、前橋市総
合福祉会館で、ぐんまボ
ランティアフォーラム
2012が開催されました。
　このフォーラムは、多
様化したコミュニティに
対応したボランティアや

市民活動の「つながり」をさらに広め・深めること
を目的に開催され、今回は東日本大震災復興支援が
テーマとなりました。連合群馬も主催団体の一員と
して参加し、分科会で行われたパネルディスカッ
ションでは、新井副事務局長がパネリストとして連
合群馬の震災復興支援の取り組みを紹介しました。

復興への道のりはまだまだ遠く

労福協海外植林ボランティア
〜ジャングルに植えた小さな苗が無事に育つことを願う〜

急な斜面への植林 子どもたちに日本の小学校を紹介

ぐんまボランティアフォーラム2012

北方領土の返還を！

作業前

作業を終えた参加者

作業後

髙草木副事務局長(左)より寄贈

吉田副会長(左)から手渡す

分科会でのディスカッション

あしながＰウォーク
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謹んで新年のご挨拶を
　　　　　　　　　　　　　　　申し上げます
謹んで新年のご挨拶を

　　　　　　　　　　　　　　　申し上げます

群馬地区役職員一同

謹 賀 新 年
今年も元気一杯頑張ります。

皆様からの変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

群馬県本部

〒371-0854 前橋市大渡町2-3-3 
☎027-255-6311（代表） 
前橋支所 ☎027-252-0123 
高崎支所 ☎027-386-5631 
太田支所 ☎0276-61-3631 

明けましておめでとうございます。

保障のことなら

本店営業所 ℡０２７－２５２－７１１１
太田営業所 ℡０２７６－３１－７１１１

今年も皆様の変わらぬご愛顧を
心からお願い申し上げます。

㈱群馬福祉対策協会

マイホーム・リフォームをお考えの方ご相談下さい。
ご予算から完成まで一緒に“夢”の実現を‼

アフラックの生きるためのがん保険「Days」と、
もっと頼れる医療保険「新ＥＶＥＲ」で｢先進医療｣も保障。
安心が更に広がります。
〒371-0852 前橋市総社町総社2905-5　☎027-253-3001

みなさまに親しまれる
福祉金融機関として

お役に立てるよう頑張ります
本年もどうぞ宜しくお願いします

迎春迎春
福対協

全労済は、今年も皆さま一人ひとりの
保障ニーズに応えられるような
提案活動を目指していきます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

1012Z001（群馬県労働者生活協同組合）

第２回勤福フェスタ
　11月23日、勤労福祉センター主催の「勤福フェ
スタ」が開催されました。今回はフリーマーケッ
ト出店料や模擬店の収益を東日本大震災復興支援
募金とし50,786円を集約しました。また農産物の
直売や地元の方による各種発表会など新たな企画
を盛り込んだ結果、昨年を上回る約1,600名の来
場者があり、たくさんの笑顔があふれる１日とな
りました。

　12月16日に投開票された衆議院選挙は、連合群
馬が推薦・支持した、各候補者の必勝に向け、産
別・構成組織・地協が一体となり取り組んでまい
りましたが、当選には至りませんでした。
　皆様に多大なるご協力をいただきましたことに
心から感謝を申し上げます。

　11月27日、勤労福祉センターにて、高齢・退職
者団体連合第20回総会を開催し、17組織より82
名が参加しました。活動報告・決算報告ならびに
新年度活動方針、予算、役員体制が確認されました。
　総会終了後に学習会を開催し、放射能の基礎知
識と県内の対策について共有しました。

　１月１日付で、高崎地協専従者（事務局
次長）として伊能耕司氏が就任しました。
「地域活動の充実強化と世代交代にむけて、
還暦オトコがんばります！」と意気込みを
語っていました。
（第18回年次大会にて、副事務局長として正式承認されます。）

　なんでも労働相談会を県内12会場
で実施します。働く上での悩みを抱え
ている方がいたら、ご紹介ください。

フリーダイヤル 0120−1
い こ う よ

54−0
れんごうに

52
▪予約⇒２月18日(月)～21日(木)10：00～19：00
▪相談⇒２月21日(木)～24日(日)13：00～19：00

美声を披露する地元小学生の合唱団

議案書の記載事項を確認する参加者 湯澤会長

高退連総会で新年度方針を確認！

地域なんでも労働相談会を実施します

第46回衆議院議員選挙結果

【推薦・支持候補者の結果】　投票率　群馬57.33％　全国59.32％

選挙区 候補者名 政　党 当落 得票数
第１区 宮崎タケシ 民　主 落 35,074
第２区 くわばら功 民　主 落 19,583
第３区 柿沼　正明 民　主 落 37,878
第４区 青木かずや 民　主 落 17,336
第５区 小林　人志 社　民 落 22,603

高崎地協専従役員就任

注目！

伊能耕司副事務局長
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