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人と人が支え合う

その姿から私たちのロゴは生まれた

支え合い形どられる「輪」が示すのは
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始まりは1949年8月

政治の壁も組織の対立も乗り越え

『福祉はひとつ』の旗印のもと 労福協は始まった
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人と人、人と組織、組織と組織の絆を結び

働く人と家族のしあわせをめざし

ただひたすらに 歩み続ける
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そして1969年7月

ここ愛知でも労福協は産声をあげた
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ひたいに汗して働く人と
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そんな思いを胸に私たちは活動を続けた

あれから50年…

時に窓口として、時に束
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私たちは愛知労福協

50年を迎えてなおその歩みを緩めはしない

『福祉はひとつ』の旗印のもと

次なる50年に向け、今日新たな一歩を踏み出す
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創立50周年を迎えて

　愛知県労働者福祉協議会が創立50周年
を迎えるにあたり、今日までその運動に対
してご尽力いただきました全ての皆様に
感謝申し上げます。
　愛知労福協は1969年（昭和44年）に労
働団体と労働福祉事業団体との連携を柱
に、「自主福祉活動の充実・強化」を図る
ことを目的とし、創立されました。以来、
県下15支部の立ち上げなど諸先輩方の労
働福祉運動に向ける情熱とご努力をいた
だきながら50年という歴史を積み上げて
まいりました。改めまして心から敬意を表
したいと思います。
　さて、50年の月日は社会状況を大きく変
化させてきています。急速な少子・高齢化
の進行、その結果として人口減少時代に
突入しています。加えて低経済成長とい
う要因もあり、国民生活の安定と公正な社
会の形成には持続可能な社会保障制度の

構築が必須であります。しかしながら、現
状は格差が拡大し社会の分断もいろいろ
な場面で見受けられます。今一度、地域
や社会全体での支え合いの「共助」や公
的サポートの「公助」を充実する必要があ
ります。
　こうした中で労福協が果たす役割も大
きく、そこに期待する声も大きなものと
なってくるはずです。中央労福協も70周
年を迎えようとしています。引き続き中央
労福協の提起する運動の推進、また世界
全体として目指すべき課題であるSDGsの
実現に愛知労福協としても取り組んでい
く所存です。もちろん、愛知労福協の特徴
でもある地域に密着した支部活動を地道
に展開していくことがベースとなることに
変わりはありません。引き続き各支部の運
動へのご理解と積極的な参加をお願い致
します。そのうえで中部労福協をはじめと

する各地方労福協との情報共有や交流・
連携を通じ運動の広がりを模索していき
たいと考えています。
　また、メンバーシップを超え全てのは
たらく者の悩みや問題に対応するための
「勤労者安心ネットワークセンター」も関
係団体の皆さんと連携し、充実を図って
いきたいと考えています。高齢化社会に
向けては「友の会活動」を促進し、「個人
として社会的なかかわりをもち、豊かで生
きがいのあるライフステージ」を提供する
取り組みも重要であると考えています。
　50年という大きな歴史を温めながら、
現状の課題に敏感に的確に対応できるよ
うに、皆様方とともに運動を進めていきま
す。愛知労福協の活動に対します、変わ
らぬご理解とご協力をお願い申し上げま
して創立50周年を迎えての挨拶とします。
引き続き、ともに頑張りましょう。

愛知県労働者福祉協議会

会　長　　畑　慎一

18 19

ごあいさつ



創立50周年を迎えて

　愛知県労働者福祉協議会が創立50周年
を迎えるにあたり、今日までその運動に対
してご尽力いただきました全ての皆様に
感謝申し上げます。
　愛知労福協は1969年（昭和44年）に労
働団体と労働福祉事業団体との連携を柱
に、「自主福祉活動の充実・強化」を図る
ことを目的とし、創立されました。以来、
県下15支部の立ち上げなど諸先輩方の労
働福祉運動に向ける情熱とご努力をいた
だきながら50年という歴史を積み上げて
まいりました。改めまして心から敬意を表
したいと思います。
　さて、50年の月日は社会状況を大きく変
化させてきています。急速な少子・高齢化
の進行、その結果として人口減少時代に
突入しています。加えて低経済成長とい
う要因もあり、国民生活の安定と公正な社
会の形成には持続可能な社会保障制度の

構築が必須であります。しかしながら、現
状は格差が拡大し社会の分断もいろいろ
な場面で見受けられます。今一度、地域
や社会全体での支え合いの「共助」や公
的サポートの「公助」を充実する必要があ
ります。
　こうした中で労福協が果たす役割も大
きく、そこに期待する声も大きなものと
なってくるはずです。中央労福協も70周
年を迎えようとしています。引き続き中央
労福協の提起する運動の推進、また世界
全体として目指すべき課題であるSDGsの
実現に愛知労福協としても取り組んでい
く所存です。もちろん、愛知労福協の特徴
でもある地域に密着した支部活動を地道
に展開していくことがベースとなることに
変わりはありません。引き続き各支部の運
動へのご理解と積極的な参加をお願い致
します。そのうえで中部労福協をはじめと

する各地方労福協との情報共有や交流・
連携を通じ運動の広がりを模索していき
たいと考えています。
　また、メンバーシップを超え全てのは
たらく者の悩みや問題に対応するための
「勤労者安心ネットワークセンター」も関
係団体の皆さんと連携し、充実を図って
いきたいと考えています。高齢化社会に
向けては「友の会活動」を促進し、「個人
として社会的なかかわりをもち、豊かで生
きがいのあるライフステージ」を提供する
取り組みも重要であると考えています。
　50年という大きな歴史を温めながら、
現状の課題に敏感に的確に対応できるよ
うに、皆様方とともに運動を進めていきま
す。愛知労福協の活動に対します、変わ
らぬご理解とご協力をお願い申し上げま
して創立50周年を迎えての挨拶とします。
引き続き、ともに頑張りましょう。

愛知県労働者福祉協議会

会　長　　畑　慎一

18 19

ごあいさつ



　愛知労福協が創立50周年の節目
を迎えたことを心よりお慶び申し上
げます。労働者福祉の向上に尽力し
てきた歴代の役職員の方々をはじめ
関係各位のご努力に心から敬意を表
します。
　戦後の食料や生活物資が極端に
不足していた混乱の時代、労働組合
と協同組合が手をとり労働者の暮ら
しの安定をめざして労働者の生活福
祉問題解決の組織をつくりました。
それが中央労福協の前身の「労務者

用物資対策中央連絡協議会（中央物
対協）」であり、組織の枠を超えて
“福祉はひとつ”を合言葉に芽生え
た運動は全国に広がり、労福協が結
成されてきました。
　時代の変遷とともに労働・生活環
境は大きく変わり、グローバル経済
の激しい競争のもと貧困と格差が拡
大し、負の連鎖は深刻さを増し、社
会の歪みは深まるばかりです。しか
し、時代がどんなに変わっても私た
ちが望む社会は安心して働き・暮ら

せる社会であり、それを支える人と
人との絆です。
　輝かしい歴史を踏まえ、半世紀と
いう大きな節目を迎えられた愛知労
福協が、労働者福祉運動の推進強
化に向けて、運動の原点や今日的な
意義を踏まえながら、これまで培っ
たネットワークを更に強め、労働者
福祉運動の総合センターとして益々
発展されますことを祈念し、お祝い
の言葉といたします。

　愛知県労働者福祉協議会が創立50周年
という節目の年を迎えられたことを心からお
慶び申し上げますとともに、創立以来さまざ
まな分野で勤労者の福祉の向上に尽力され
てこられた、歴代の役職員の方々をはじめ
関係者のご努力に心から敬意を表します。
　さて、労福協は、戦後の廃墟の中から生
活物資の確保をめざすという一点で組織
の枠組みを超えて生まれ、労働運動と協
同事業がまさに車の両輪となって「助け合
い」の輪を広げてきました。
　しかし今、わたしたちは大きな「時代の
転換点」に立っています。市場経済主義・

拝金主義が蔓延し、実体経済とかけ離れ
た金融経済が社会を動かした結果、日本
社会は、これほどまでに格差が拡大し、貧
困社会が固定化してしまいました。このよ
うな日本社会から脱却し、安心・共生の福
祉社会をつくるために、労働運動や労働者
自主福祉運動は具体的にどのような役割を
担うべきなのでしょうか。
　それは、「連帯・協同でつくる安心・共
生の福祉社会」をめざすことです。お金や
GDPでは測れない価値を重視する社会、人
と人との「つながり・絆」が大切にされる、
ぬくもりのある社会、貧困や社会的排除を

許さない社会、環境に優しい持続可能な社
会です。これからの労働者福祉事業や協同
組合は、従来の延長線上ではなく、これま
での共助を基盤としつつ、メンバーシップ
を超えた、より社会的な事業や運動に果敢
にチャレンジしていかなくてはなりません。
　愛知県労働者福祉協議会が50周年を基
礎とし、これまでの活動で培われたネット
ワークを更に強固なものとし、すべての勤労
者の拠り所として益々発展されますことを
心から祈念し、お祝いの言葉といたします。

「連帯・協同でつくる
安心・共生の福祉社会」

の実現に向けて
創立50周年を祝して

労働者福祉中央協議会

会　長　　神 津  里 季 生

労働者福祉中部協議会

会　長　　辻 　 政 光
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創立50周年を祝して

連合愛知

会　長　　佐 々 木  龍 也

　愛知労福協が創立50周年を迎え
られたことに対しまして、心よりお
祝いを申し上げます。
　愛知労福協の皆さまにおかれまし
ては、創立以降、労働者福祉事業団
体の育成をはじめ、地域に根ざした
勤労者の自主福祉活動など、豊かで
ゆとりある勤労者生活の実現に多大
な貢献をされてまいりました。これ
までご尽力された多くの皆さまに対
し敬意を表します。

　さて、私たちを取り巻く環境は、
急速に進展しつつある人口減少、深
刻な労働力不足を背景に、外国人労
働者の増加など社会の構造が大きく
変化しつつあります。また、通信技
術のめざましい進歩等も相まって、
人と人の繋がりの希薄化も懸念され
ております。
　こうした時代だからこそ、愛知労
福協の運動は、労働者の絆を強くす
るとともに労働者と地域を繋ぐ上で

大きな役割を担っているといえます。
　連合愛知と致しましても「働くこ
とを軸とする安心社会」をめざし
て、愛知労福協とともに、地域やす
べての労働者から共感を得られる活
動を展開してまいります。
　愛知労福協が、今後も健全に発展
され、労働者福祉の運動が力強く前
進されますことを心から祈念をし、お
祝いの言葉とさせていただきます。

　愛知県労働者福祉協議会が、創
立50周年を迎えられましたことに対
し、心からお慶びを申し上げます。
　貴協議会におかれましては、昭和
44年結成以来、「連帯・協同でつくる
安心・共生の福祉社会の実現」を目
指し、多岐にわたるきめ細やかな事
業を展開され、多大な成果をあげて
こられました。改めて、皆様の御尽
力に敬意を表する次第であります。
　さて、人口減少社会の到来に伴う

働き方改革の推進や、世界的な産業
構造の転換の動きなど、勤労者を取
り巻く環境が大きく変化する今日、
勤労者の生涯に亘る真に豊かでゆと
りある生活の実現を目指す貴協議会
の御活動は、愛知の産業経済を支え
る労働者とその家族一人ひとりの生
活の安定と向上のために、ますます
重要なものとなってまいります。
　県としましても、「すべての人が
輝く愛知」、県民の皆様すべてが豊

かさと多様な文化、スポーツ、歴史
を享受できる「日本一住みやすい愛
知」を実現してまいります。
　貴協議会におかれましては、勤労
者の自主福祉活動を通して、福祉の
増進や生活の向上に向け、今後さら
に御活躍されますことを御期待申し
上げますとともに、ますますの御発
展を心より祈念いたしまして、お祝
いの言葉といたします。
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愛知県知事

大 村 　 秀 章
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支部の活動｜尾張北支部

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部

支部の特徴
　セミナー等の啓蒙活動に力を入れています。外部講師により「労働
者自主福祉運動」を中心に学ぶ支部役員研修や実務を学ぶ書記研修
会、会員組合員を対象に「心の安全研修会」・「はたらくものの体験
教室」等を毎年実施しています。また「退職準備セミナー」では各市
町の理解と協力を得ながら、その開催を自治体広報誌で周知し、会員
組合員のみならず一般市民の参加も多く得ています。

▶　所在地
小牧市曙町10番地1
（0568）39-5376

▶　管轄地域（区、市名など）
春日井市、小牧市、犬山市、江南市、
北名古屋市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、
西春日井郡豊山町

▶　結成
1981年2月27日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
81会員　37,741名（2018年12月末現在）

▶　支部長
中垣　岳人（CKD労働組合）

▶　副支部長
西本　祐也（日本特殊陶業労働組合小牧支部）
牧野　健二（住友理工労働組合小牧支部）
岡村　勇作（三菱重工グループ労働組合連合会名誘地区本部）
廣瀬　　学（愛知電機労働組合）
西尾　幸雄（パナソニックエコシステムズ労働組合）
鬼頭　貴之（今仙電機労働組合）
関戸　克己（東海理化労働組合）
長嶺　　浩（オークマ労働組合）

▶　事務局長
浅井　雅浩（大同メタル労働組合）

▶　主な会員の状況
自動車、機械、航空機、電機等の金属・機械
工業を中心とし、ゴム、セラミックス等の化
学工業をはじめ、繊維・食料品・運輸産業と
多種多様な業種にわたっています。

尾張北支部DATA

中垣　岳人 支部長

退職準備セミナー
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支部いち押しの行事
行 事 名　ます釣り大会
開催時期　9月
参加人数　280名（75家族）
内 容　�例年多くの参加者で盛り上がり、その中心は家族単位での参加となっていま

す。大物ます釣りコンテスト、ますのつかみ取りなどで、夏の後半の休日を一
日楽しめる内容となっています。また支部役員により、大鍋で作ったトン汁を
振る舞い参加者に喜ばれています。毎年楽しみにしている家族も多く、支部
として家族ふれあいの有意義な場所と機会を提供しています。

直近10年間の主な出来事
　市町村合併を経て2007年より5市3町とな
りました。
　2010年より会員労組の紹介により春日井
市福祉のつどいに参画しています。
　2年に一度の海外旅行参加者がここ数回
減少しており、2019年度は国内旅行への移
行も視野に入れ計画しています。
　2018年度初めてハートフルパーティを開
催し5組のカップリングが成立しました。
今後も継続実施予定です。

最も力を入れていること
組織拡大・支部活動の活性化と強化
�　「共助」の充実に不可欠な、
働く仲間や友の会の諸先輩方と
の交流を深め、共同体の重要性
を広く浸透させると同時に、地
域で働き暮らす全ての仲間とそ
の家族に向けた活動を検討実施
していきます。

未来へ向けて
　地域が5市3町に跨り、その構成会員は
製造業が中心となっています。支部役員あ
るいは活動参加者がどうしても特定会員に
偏ってしまいます。活動のすそ野を広げ、
より多くの会員から参加いただくため、タ
イムリーな情報の提供やオルグ活動を強化
する必要性があります。また地域に根差し
た労福協活動を目指して、現在行っている
市民まつりへの参画等の活動を広げていき
ます。

全労済地域行事「ます釣り大会」全労済地域行事「ます釣り大会」

小牧市民まつり 海外ツアー　台湾 第38回 定期総会

支部の活動｜尾張北支部
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秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
▶　所在地

瀬戸市共栄通4-22-2
（0561）82-5021

▶　管轄地域（区、市名など）
瀬戸市、尾張旭市、日進市、長久手市、
愛知郡東郷町

▶　結成
1982年5月7日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
31会員　12,024名（2018年12月末現在）

▶　支部長
水野　浩樹（旭精機工業労働組合）

▶　副支部長
黒川　修一（東郷製作所労働組合）
高井　郁寿（河村電器産業労働組合）
土井　　徹（豊精密工業労働組合）

▶　事務局長
伊藤　英之（パナソニック スイッチギアシステムズ労働組合）

▶　主な会員の状況
電機、機械の産業が多い。

尾張東支部DATA

水野　浩樹 支部長

支部の活動｜尾張東支部

秋の大収穫祭　苗植え

支部の特徴
　加盟会員は31会員、会員数約12,000名と比
較的小規模な支部で、各行事もあまり規模
の大きなものはありませんが、参加会員相
互の親睦、交流などは十分図られていると
考えます。

支部いち押しの行事
行 事 名　秋の大収穫祭
開催時期　毎年10月中旬
参加人数　約200名
内 容　�今日、親子で土に親しむ機会は少な

くなり、多くの子供たちにとって農
作物がどのようにして食卓に並ぶか
を知りません。本行事では、親子で
「さつまいも」を収穫する実体験を
通じて、食への感謝の気持ちを育
み、環境問題にも関心を持つきっか
け作りができればと考えています。
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支部の活動｜尾張東支部

直近10年間の主な出来事
　支部結成30周年記念行事に社会貢献活動の一
環として、関係3自治体の福祉施設等に寄付を行
いました。具体的には長久手市の介助犬総合訓練
センター「シンシアの丘」に金10万円を、日進市
障害者福祉センターの開所に合わせ車いす3台と
乳母車1台を、東郷町の療育施設に遊器具の寄贈
を行いました。また、記念式典の中で介助犬によ
るデモンストレーションを行いました。

最も力を入れていること
　連合地協と連携を取りながら
福祉事業団体の基盤強化と生涯
福祉サポート体制を充実させる
為に、役員書記研修会や退職準
備セミナーを開催し、加盟会員
の福祉向上のお役に立てる活動
に力を入れています。

未来へ向けて
　活動の原点は支部にありとの観
点から、支部加入の各団体すべて
の会員組合員が参加できるような
取り組みを目指していきたいと思
います。それにより、各労組との
連携を深め自主福祉活動をより進
めていきたいと考えます。

ぶどう狩り

秋の大収穫祭 秋の大収穫祭

秋の大収穫祭 支部結成30周年記念式典・祝賀会 第28回 定期総会
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支部の活動｜知多支部

第36回 写生大会　半田雁宿公園

知多支部

支部の特徴
　知多半島5市5町と連合愛知知多地
協・労福協のエリアが一致している地域
特性を十分に活用し、地域に根ざした活
動を通じて勤労者の幸せづくりのお手伝
いをしています。

▶　所在地
半田市青山1丁目5番地の22
（0569）21-4032

▶　管轄地域（区、市名など）
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、
知多郡武豊町・東浦町・阿久比町・美浜町・
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▶　結成
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83会員　32,022名（2018年12月末現在）

▶　支部長
出口　隆浩（愛三工業労働組合）

▶　副支部長
松村　　実（日本製鉄名古屋労働組合）
光岡　秀晃（住友重機労働組合連合会名古屋地方本部）
松田　　剛（愛知製鋼労働組合）
平子　道康（大同特殊鋼知多工場労働組合）
徳永　昭弘（東レ労働組合東海支部）
芝山　公治（日本ガイシ労働組合知多支部）
中川　晶規（日油労働組合武豊支部）
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▶　事務局長
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▶　主な会員の状況
製造業を主とした大手会員が全体の70％を
占めておりその内訳は県下有数の鉄鋼業が
25％、輸送用機械器具製造業が18％、次い
で窯業、石油製品製造業、食料品製造業の順
となっています。
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出口　隆浩 支部長

第36回 ろうきん地域行事「いちご狩り」　

ファミリー映画会
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直近10年間の主な出来事
①�支部結成40周年を迎え、2016年6月4日に中央労福協参与の
山本幸司氏を迎え『労働運動と自主福祉運動の前進を』と題
して記念講演を実施し、続いてレセプションを開催いたしま
した。
②�知多地協との協同一致活動として、微力ながらチャリティ行
事等を通じて集まった義援金を被災地の復興、復旧支援金
として送金いたしました。

最も力を入れていること
福祉事業団体の基盤強化と生涯福祉サポート体制の充実
�　スポーツ・レクリエーション活動をはじめ座学や研修会
などの行事を開催する一方で、福祉事業団体の事業推進
活動や自治体との連携を密にした取り組みを実施していま
す。これらを通じて、加盟会員や退職者友の会との交流を
深め、広く地域勤労者の福祉向上を目的とした活動に力を
入れています。

未来へ向けて
①�加盟労働組合訪問を実施し、多くの会員に労福協活動の周
知と参加を呼び掛けます。
②�知多地区勤労者福祉サービスセンター「わーくりぃ知
多」との連携、自治体との連携をより一層強化し、知多
半島全体の勤労者福祉活動へと深化させていきます。
③�勤労者福祉の充実を図るために、今後も「福祉事業団体
職員研修会」を継続的に実施します。

支部の活動｜知多支部

第14回 知多支部海外ツアー　イタリア

知多支部結成40周年記念式典

第36回 写生大会　東浦於大公園

第36回 写生大会　南知多ビーチランド

支部いち押しの行事
行 事 名　写生大会
開催時期　4月開催、7月展示、8月表彰
参加人数　毎年1,000名を超える作品数
内 容　�知多半島5市5町の後援を頂き、観光協会春

祭りイベント等の開催日に合わせて4月1ヶ月
間の土日を利用し、市町の公園など計10ヶ所
の会場で開催し、2019年4月に第38回を迎え
る歴史あるイベントです。提出された作品の
中から、「幼・保育園の部」「小学校低学年
の部」「小学校高学年の部」「一般の部」に
分けて審査し、総数100作品を表彰し記念品
を贈呈しています。また、入賞に関係なく、
できるだけ多くの作品に名前を貼付して、各
開催地区の公共施設（体育館・図書館・公民
館等）へ一定期間展示を実施しています。毎
年参加される親子や写生会場を渡り歩いて
楽しんでいる親子も見られます。

わーくりぃ知多の活動
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尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
▶　所在地

津島市北町75-1
（0567）25-1151

▶　管轄地域（区、市名など）
津島市、愛西市、弥富市及び海部郡町村全域

▶　結成
1976年6月11日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
28会員　4,520名（2018年12月末現在）

▶　支部長
長屋　則男（JAM東海TDEC労働組合）

▶　副支部長
大島　祥嗣（UAゼンセンヨシヅヤユニオン）
菅沼　良友（JAM東海七宝金型工業労働組合）
渡邊　武彦（JAM東海東海鋼材工業労働組合）
高山　和真（JAM東海東海プレス工業労働組合）

▶　事務局長
久保田　康（カネボウ労働組合津島支部）

▶　主な会員の状況
自治労、UAゼンセン（小売）、愛教組、
JAM東海

海部支部DATA

長屋　則男 支部長

支部の特徴
　小規模支部ならではのアットホームな関係が際立つ支部です。
特に専従役員が居ない会員事情の中で各々時間調整をしながら活
動しており、又、会員相互の関係も極めて良好であり各種活動も
組織の隔たりを感じさせないものとなっています。

支部の活動｜海部支部

写生大会
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支部いち押しの行事
行 事 名　尾張津島藤まつり写生大会
開催時期　4月後半〜5月連休中
参加人数　600名強
内 容　�津島市内の天王川公園で開催される「尾張津島藤まつり」の開

催期間中、公園一帯に咲く“ふじ”を題材に自由に写生を楽し
んでもらう行事で20年以上も続く一大イベントです。近郊の幼
稚園児から大学生まで幅広い年齢の参加があり、又、公園周
辺の小学校では授業の一環として取り入れて頂いてます。毎
年参加される子供達の作風の変化も楽しみです。特別賞10作
品と佳作の30作品はヨシヅヤ津島本店に掲示され、表彰式の
模様は地元テレビで放映される他、中日新聞に掲載されます。

直近10年間の主な出来事
　連合尾張南地協との共同開催で、
2011年6月1日〜2日にて東日本大震
災から数か月経過した宮城県の被災
地視察を実施いたしました。報道画
面では想像出来ない生々しい被災地
を見て回るにつれ、時間の経過が止
まっているかの如く災害の大きさが
心に沁みた2日間でした。

最も力を入れていること
　労働組合として各々組織の努力の中
での労働者福祉制度の充実への運動は
不可欠でありますが、それとは別に、勤
労者自らが自らの将来設計を十分なもの
にするための努力も必要です。福祉事業
団体の各種制度を理解し活用すること
が勤労者各自の必要度に応じた制度の
利用法であり自らの生涯設計への近道と
考えます。労福協として、勤労者の生涯
福祉サポート体制充実が、支部各種活
動の基本的な立ち位置と捉えています。

未来へ向けて
　総会員数が4,500名強の小さな支部で
す。勿論、参加組合の拡大を図るべき
でありましょうが、残念ながら、対象
となる労働組合も僅かであり登録会員
数の拡大も間接構成員数の拡大も望め
ない現状から、当支部の今後の課題と
しては、地域密着型の活動に重点を置
き、事業団体と連携して労働者福祉に
向けた活動をより強く推進すべきと考
えます。

写生大会

写生大会　作品展示 卓球大会卓球大会写生大会　作品展示写生大会　表彰式写生大会　表彰式

支部の活動｜海部支部
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チビッ子映画会

尾張西支部

支部の特徴
　中小労組が多い支部ですが、「やる時はやる！」をモットーにメリハリの効いた活動を
行っています。また、支部活動にPDCAを廻すことで、更に良い活動に繋げています。

▶　所在地
一宮市猿海道一丁目1番地14
（0586）26-1261

▶　管轄地域（区、市名など）
一宮市、稲沢市、岩倉市

▶　結成
1983年3月2日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
67会員　21,315名（2018年12月末現在）

▶　支部長
水野　秀俊（三菱電機労働組合稲沢支部）

▶　副支部長
浅野　昌浩（日立IEシステム労働組合）
稲垣　敏志（UAゼンセン愛知総合産業労働組合連合会）
大野　保弘（名鉄西部交通労働組合）
峪　　和之（王子マテリア労働組合祖父江支部）
坂村　和之（石塚硝子中央労働組合）
神野　将邦（一宮市職員労働組合）
寺澤　貴宏（全ユニー労働組合）

▶　事務局長
鈴木　　忠（豊田合成労働組合）

▶　主な会員の状況
繊維・自動車部品・電機・運輸・鉄道・
セラミックなど

尾張西支部DATA

水野　秀俊 支部長

支部の活動｜尾張西支部

支部いち押しの行事
行 事 名　親子ふれあい体験
開催時期　毎年8月日曜日
参加人数　50〜70名
内 容　�支部独自活動として、夏休みに

親子で工作等体験を通してふれ
あいを深めています。

行 事 名　部会・全体会議
開催時期　年8〜9回開催
内 容　�活発なQ&Aが繰り広げられます。

チビッ子映画会 チビッ子映画会
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稲垣　敏志（UAゼンセン愛知総合産業労働組合連合会）
大野　保弘（名鉄西部交通労働組合）
峪　　和之（王子マテリア労働組合祖父江支部）
坂村　和之（石塚硝子中央労働組合）
神野　将邦（一宮市職員労働組合）
寺澤　貴宏（全ユニー労働組合）

▶　事務局長
鈴木　　忠（豊田合成労働組合）

▶　主な会員の状況
繊維・自動車部品・電機・運輸・鉄道・
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尾張西支部DATA

水野　秀俊 支部長

支部の活動｜尾張西支部
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行 事 名　「チビッ子映画会」「支部ボウリング大会」
開催時期　毎年7月�秋
内 容　�映画会は800〜900名参加し、地元マスコットキャラクター

が勢揃いし、大抽選会とともに大いに盛り上がります。ボ
ウリング大会は160〜200名参加し、ストライク賞や集計結
果が出るまでの間の寸劇等で参加者の笑顔が目立つ大会
です。

支部の活動｜尾張西支部

直近10年間の主な出来事
①2012年6月1日〜2日� �宮城県内「東日本大震災被災地」各所視察、

ボランティア活動の講話。
� �2013年より毎年「宮城県南三陸町社会福祉

協議会」へ義援金を振込みしています。
②2013年6月14日� 「尾張西支部結成30周年記念式典・祝賀会」
� 場所：一宮駅ビル7階シビックホール
③2013年10月1日� 支部活動の充実のため支部会費納入額UP。

最も力を入れていること
　当支部では、「福祉事業団体の基盤強化と生涯福祉サポート体制の
充実」と「中小企業・未組織勤労者への福祉施策の充実」を特に力を
入れて活動しています。

未来へ向けて
①将来の組合員と家族のために「考える支部」にしていきたいです。
②中小労組と組合員のために「助け合える支部」にしていきます。
③�福祉事業団体との好パートナーによるWin－Winの関係を構築して
いきます。

支部ボウリング大会

支部結成30周年記念式典・祝賀会

第33回 支部ソフトボール大会 第33回 定期総会 文化講演会

役員研修会
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▶　所在地
豊田市山之手八丁目131番地
（0565）71-0090

▶　管轄地域（区、市名など）
豊田市、みよし市

▶　結成
1976年5月21日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
50会員　95,925名（2018年12月末現在）

▶　支部長
小澤　仁和（トヨタ紡織労働組合）

▶　支部長代行
伊藤　健一（トヨタ輸送労働組合）

▶　副支部長
森　　崇博（三互労働組合）
佐々木和也（FTS労働組合）

▶　事務局長
岡部　　忠（トヨタ自動車労働組合）

▶　主な会員の状況
50会員が参加され、内75%が自動車関連
労組で占められています。

豊田支部DATA

小澤　仁和 支部長

支部の活動｜豊田支部

北海道年末直送品斡旋

豊田支部 支部の特徴
　豊田支部の三役・幹事は、「各組織の代表者」で構成され「労金部会」「労済
部会」「ハートフル部会」「特別部会（レク・個別行事担当）」「文教部会（文化
教育研修担当）」の5つの部会が企画・立案し、毎月開催される幹事会において、
各部会より報告提案、全体での共有、議論、確認がされます。
　また、幹事を会員の代表者が担うことで、幹事会での協議事項は即決し、決定
事項は幹事それぞれの組合でスピード感もった活動に繋げることができる強みが
あります。

支部いち押しの行事
行 事 名　北海道年末直送品斡旋
開催時期　12月
内 容　�支部設立翌年から実施された「年末直送品斡旋」は、「より良い商品を

より安く」をモットーに支部役員が商品の厳選から値段交渉までを担
い、多くの皆さんに喜ばれている支部一大イベントになっています。

� �2018年度は、根強い人気のある「タラバガニ・いくら・ホタテ」などを
中心に27アイテムを39会員へ展開し、14,000個以上の購入量となりまし
た。また、特別部会を主管とし支部加盟組合の役員を中心に荷下ろし
や荷分けを行い、支部の一体感・達成感を高める活動としています。
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直近10年間の主な出来事
支部40周年企画
　1976年5月に支部結成以来、諸先輩方による様々な活
動の積み重ねにより、2018年5月に節目となる支部創立
40周年を迎えることができました。周年に際してはOB
の方々と40年間を振り返るとともに、今後の支部活動
の発展を誓い合う場として、祝賀会を開催しました。ま
た、これまでも記念として豊田スタジアムには10年の節
目ごとに植樹をしてきましたが、40周年はクリスマスイ
ベントや人の集まるシンボルとなることを願い、入口正
面に「ヒマラヤスギ」を記念植樹しました。

最も力を入れていること
�福祉事業団体の基盤強化と生涯福祉サポート体制の充実
�　福祉事業団体「労金」「労済」「基金協会（ハートフル）」活
動は、「労福協の原点であり、自主福祉活動の原点」です。
�　各福祉事業団体活動（取り組み）の会員組合員の皆さんへ
の更なる浸透（充実）、利用拡大は、各事業団体の基盤強化、
会員組合員の皆さんの福祉充実へ繋がり、退職以降の福祉サ
ポート体制をも充実させていくことが支部労福協の役割です。
自主福祉活動の旗振役となって「事業団体⇔会員組合員の皆
さんの安心生活」を応援していきます。

未来へ向けて
　現在は、50会員96,000名余の会員組合員で支部活動をすす
めています。これまでの支部活動に留まらず、会員組合員の環
境、意識の変化に対応した活動を取り入れ「会員組合員相互
の更なる福祉の充実に貢献できる豊田支部」を目指して役割を
発揮していきます。
　また、豊田支部は「支部、友の会、OB会」と3つの組織が三
位一体の活動をすすめており、更なる連携を図り「生涯に渡る
労福協とのお付き合い」を目指した活動を掲げ、地域での役割
も果たしていきます。

支部結成40周年記念式典・祝賀会

40周年記念植樹

友の会役員との懇談会

2018連合愛知豊田地協メーデー協賛

会員代表者会議

第38回支部ツアー「グアム」（40周年特別企画）

実務担当者研修会

鹿児島県労福協視察

支部の活動｜豊田支部
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第26回 働く者の青空フェスタ　くらがり渓谷

岡崎・額田支部
▶　所在地

岡崎市南明大寺町4番地4
（0564）71-3011

▶　管轄地域（区、市名など）
岡崎市、額田郡幸田町

▶　結成
1978年6月10日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
69会員　34,949名（2018年12月末現在）

▶　支部長
中村　孝弘（ユニチカ労働組合岡崎支部）

▶　副支部長
相馬　和剛（フタバ産業労働組合）
加藤　修二（三菱自動車工業労働組合岡崎支部）
北村隆一郎（名古屋鉄道労働組合鉄道東部支部）
音羽　智樹（岡崎市職員組合）
平野　敏雄（東レ労働組合岡崎支部）

▶　事務局長
梶川　洋一（マルヤス工業労働組合）

▶　主な会員の状況
自動車産業、繊維産業

岡崎・額田支部DATA

中村　孝弘 支部長

支部の活動｜岡崎・額田支部

支部の特徴
　いろいろな産別の組合があるが、非常に纏まっています。支部役員の繋がりは強
く、仲の良い支部です。チーム「岡崎・額田支部」の趣があります。
　毎年、各行事は天候に恵まれ、「晴れ男」が多い支部です。また、2017年度より、女
性の支部役員の参加があります。「晴れ女」です。

働く者の青空フェスタ
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直近10年間の主な出来事
①2011年「文化講演会」�… 故�金子哲雄氏による「お金をかけずに地域を元気にする」講演
②2015年「文化講演会」�… 豊来家大治郎氏による「大神楽曲芸」、三遊亭円丈氏による「落語」
③2017年9月19日� ………… ろうきん岡崎支店新築移転オープン（自前店舗で幹事会議等の開催が可能になる）
④2017年「支部役員を対象とした勉強会」�…中央労福協　山本幸司氏による勉強会開催

最も力を入れていること
中小企業・未組織勤労者への福祉施策の充実
�　勤労者・生活者の福祉向上に更に取り組み、未組織勤労者
の方々へ「労福協」の輪を広げていきたいです。
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①�各行事に更に多くの方が参加してもらえるような企画・行
事を計画していきたいです。
②�支部役員と同様に、一般の組合員も他労組と交流し、経
験・知見を高め、地域の活性化に繋がるようにしたいです。
③�社会福祉事業団としての取り組みについて、一般組合員の
隅々までいきわたるための教育・PRをしていきたいです。
④�多くの産別が集まる場所として、連帯・交流の場としていき
たいです。

支部の活動｜岡崎・額田支部
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行 事 名　働く者の《青空フェスタ》
開催時期　5月
参加人数　600人
内 容　�毎年5月、新緑のくらがり渓谷で青空フェスタが開催されます。メインはマス釣り大会

で、大物賞が贈られます。因みに2018年は30.2cmでした。昼食はバーベキュー。炉・燃
料・鉄板等は準備されているので、食材の持込みだけで気軽にバーベキューを楽しめ
ます。ちびっ子は、輪投げ大会でおもちゃをゲット。最後に、1家族に1枚の抽選券で当
たる（1等〜5等までの賞品多数）お楽しみ抽選会で、大いに盛り上がって終了です。

働く者の青空フェスタ

自治体要請

金子哲雄氏「文化講演会」
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ファミリー潮干狩り

西三河支部
▶　所在地

刈谷市桜町4-26
（0566）21-5614

▶　管轄地域（区、市名など）
刈谷市、安城市、知立市、碧南市、高浜市、
西尾市

▶　結成
1981年12月20日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
142会員　146,098名（2018年12月末現在）

▶　支部長
川人　哲也（デンソー労働組合）

▶　副支部長
榊原　　淳（アイシン労働組合アイシン精機支部）
山本　新吾（トヨタ車体労働組合）
堀内　清明（豊田自動織機労働組合）
馬場　幸一（ジェイテクト労働組合田戸岬支部）
彦坂　芳久（イノアック労働組合）
植田　慶吾（マキタユニオン）
村松裕一郎（オティックス労働組合）

▶　事務局長
我妻　秀幸（津田工業労働組合）

▶　主な会員の状況
自動車産業関連が多数

西三河支部DATA

川人　哲也 支部長

支部の活動｜西三河支部

支部の特徴
　会員数もさることながら、運営に携わる幹事も多く、年4回の幹事会出
席メンバーは36名と大所帯です。春と秋には全140余会員に呼びかけ刈
谷・安城・西尾の3会場に分かれ地区懇談会を開催し、支部課題をテーマ
にした分散会で意見を聞き、活動に反映しています。また、会員の各種
活動への参加状況を元に、年2回消極的な会員に三役で出向き労福協活
動についてのオルグを展開しています。

地区懇談会時の分散会のようす
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支部いち押しの行事
行 事 名　ファミリー潮干狩り
開催時期　4月、もしくは5月
参加人数　900家族
内 容　�労福協、事業団体共同のイベントとして、支部で最大の参

加者数となる歴史ある行事です。家族単位の参加を呼び掛
けているため、参加人数は900家族×3人ほどとなります。

� �現在は自治体の協力のもと、6市が持ち回りで地元のいち
押しグルメ屋台を出して各自治体PRの機会としています。

直近10年間の主な出来事
　2011年11月11日支部結成30周年レセプションを開催。
　29回を数えた海外ツアーは2016年より国内ツアーに切
り替え。2017年には親子日帰りバスツアーも開始。
　2014年福祉活動の充実・強化のための新しい活動とし
て「役員研修会」を開始。2017年に研修テーマであった
介護にあわせて「介護ハンドブック」を作成。2018年度よ
り対象者を組合員に拡げライフアップセミナーとして開
催します。

最も力を入れていること
活動推進の基盤整備と強化・充実
　支部の主催する各種会議、行事の参加、出欠連絡等の状況
から、労福協の諸活動や各種手続き等がうまく引き継がれて
いない会員があることがあきらかになりました。
労福協、事業団体とは何かを理解いただけるよう、各種行事
には支部独自で作成した資料をもとにあらためてPRする機会
を持つようにしています。

未来へ向けて
　会員数が140を超えており、会員との連携
をいかにスムーズに取っていくかが課題で
す。そこで、会員の利便性向上や通信費抑
制の観点から、会員の協力を得て、各種案
内を紙面からデータに切り替え、電子メール
を活用する取り組みに着手しました。

ファミリー潮干狩り 支部ツアー　種子島＆薩摩半島・指宿温泉 自治体懇談会 支部役員研修会「介護の現状を知り、備え、予防する」第25回 海外ツアー　スコットランド

支部の活動｜西三河支部

ファミリー映画会
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潮干狩り

東三河支部
▶　所在地

豊橋市佐藤一丁目2番地5
（0532）63-0700

▶　管轄地域（区、市名など）
豊橋市、豊川市、田原市、蒲郡市、新城市、
北設楽郡設楽町・東栄町・豊根村

▶　結成
1976年3月26日

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
85会員　30,679名（2018年12月末現在）

▶　支部長
長坂　和俊（豊橋鉄道労働組合）

▶　副支部長
貴堂　義隆（武蔵精密労働組合）
久保　大司（シンフォニアテクノロジー労働組合豊橋支部）
山本　里也（トヨタ自動車労働組合田原支部）
寺本　豊孝（シロキ工業労働組合）
石山　　修（横浜ゴム労働組合新城支部）
鵜飼　晃市（コニカミノルタ労働組合愛知支部）
白井　賢吾（三菱ケミカル労働組合豊橋支部）

▶　事務局長
松浦　康人（オーエスジー労働組合）

▶　主な会員の状況
自動車輸出台数全国第2位、同輸入台数第1位
の三河港があり、自動車産業とその関連製造
業の会員を中心とし、エ作機械、事務機械、輸
送、食品、サービス産業や伝統的な繊維産業な
ど幅広い産業の会員から構成されています。

東三河支部DATA

長坂　和俊 支部長

支部の活動｜東三河支部

支部の特徴
ボランティア活動
①田原白谷海岸清掃活動
②蒲郡竹島海岸清掃活動
③森林整備　石巻山国有林の植樹と整備
④東三河勤労者福祉サービスセンターの相談業務 森林整備活動

海岸清掃活動
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支部いち押しの行事
行 事 名　潮干狩り
内 容　�会員家族の多くの方に参加していただいています。
� �2018年4月14日東幡豆海岸で行われた際は、264家族　

714名の方に参加していただきました。

直近10年間の主な出来事
チャリティーカップゴルフの募金の寄付。
当初は労福協主催でしたが、現在は連合と共催。
児童養護施設への寄付。
2017年7月10日　豊橋平安寮�50万円、豊川光輝寮�50万円
2019年1月15日　田原赤羽根学園�50万円、新城八楽児童寮�50万円

最も力を入れていること
　未組織勤労者も対象とした、東三河勤労者福祉サービスセン
ターの相談業務です。
　退職準備セミナーでは豊橋・豊川・蒲郡の三会場で開催を継続
していきます。

未来へ向けて
　「人と人とのつながり」「絆」をより強める活動を目指し、様々
なイベントやセミナー研修などを通じて交流し合える場を提供す
る活動を行っていきたいと思っております。

支部の活動｜東三河支部

潮干狩り

蒲郡クリーン活動　海岸清掃 環境活動ボランティア　竹島海岸清掃

環境活動ボランティア　竹島海岸清掃 森林ボランティア

間伐風景

森林整備活動

退職準備セミナー　豊川会場
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名古屋ブロック
▶　所在地
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
（052）682-6029（愛知労福協内）

▶　結成
1997年9月26日

▶　代表
後藤　高博（名古屋北支部長）

▶　事務局長
大塚　正樹（名古屋金山支部長）

名古屋ブロックDATA支部の活動｜名古屋ブロック

全労済地域行事「潮干狩り」

労金地域行事「ろうきんアニメ上映会」

文化講演会

退職準備セミナー

名古屋市内各支部の
管轄地域

名古屋南支部

名古屋中支部

名古屋北支部

名古屋金山支部

名古屋東支部

名古屋西支部
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名古屋南支部
▶　所在地

名古屋市南区南陽通6-1-11
（052）692-2361

▶　管轄地域（区、市名など）
南区、港区

▶　結成
1985年10月31日
（1996年まで名古屋南分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
73会員　22,377名（2018年12月末現在）

▶　支部長
松山　　誠（大同特殊鋼労働組合連合会）

▶　副支部長
石澤　幸三（大同特殊鋼星崎工場労働組合）
香月　　匡（東レ労働組合名古屋支部）
福島　　寿（名古屋交通労働組合鳴尾自動車支部）
吉川　博樹（ニチハ労働組合）
前田　丈晴（UACJ労働組合名古屋支部）

▶　事務局長
鍋田　浩雄（三菱重工グループ労働組合連合会名航地区本部）

▶　主な会員の状況
製造業、港湾関係、化学工業を中心に多様な
業種

名古屋南支部DATA

松山　　誠 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋南支部

支部の特徴
　支部活動である「家族ボウリング大会」
「支部文化交流会」「福祉事業団体担当者・
書記研修会」「秋季・春季会員全体会議」で
は、女性の参加者が半数ぐらいを占めていま
す。その多くの方々は、日頃より福祉事業団
体の様々な取り組みの窓口業務に従事されて
おり、各種活動を通じて他組織との交流を広
め、そこで得られた新たな発見を自組織の各
種取り組みなどに活かしていただいています。

支部いち押しの行事
行 事 名　家族ボウリング大会
開催時期　1月下旬
参加人数　100名前後
内 容　�組合員やそのご家族を対象に「家族ボウリング大会」を毎年1

月下旬の日曜日に開催しています。表彰は、老若男女を問わず
誰もが楽しめるよう「男性」「女性」「こども」の部に分け順
位を決定します。また「ストライク賞」としてストライク1回ご
とにカップ麺1個を進呈し、家族や職場の仲間同士に楽しんで
頂ける活気ある行事になっています。賞品については各会員よ
り多種多様な物を数多くご提供頂いています。

直近10年間の主な出来事
　1985年に名古屋支部名古屋南分会として設立さ
れた当支部は、2015年11月19日にANAグランコー
ト名古屋にて名古屋南支部「30周年記念式典」を
開催しました。当日は、ご来賓の愛知労福協・福
祉事業団体役員や歴代支部長も含め、総勢54名の
方々にご出席頂きました。レセプションでは、マ
ジックバー経営のマジシャンを招き、各テーブル
で披露された多彩なマジックに出席者は衝撃を受
け盛会に終える事が出来ました。

最も力を入れていること
組織拡大・支部活動の活性化と強化
�　名古屋ブロック連絡会や名東・名南支部合同三
役会議など、他支部との交流会を行い、そこで得
た新たな発見を各種活動に取り入れ、支部活動の
活性化を図っています。また、福祉事業団体にお
ける運営推進委員会の強化については、参加の意
義向上や参加しやすい雰囲気作り、具体的には、
出席者の全員参加を目的としたグループ討議の実
施や参加し易い開催時間の設定など、各種運営改
善に取り組んでいます。

未来へ向けて
　会員数は現在73団体ですが、活動
に参加される会員は三役・幹事を務め
る20団体ほどであり、労福協活動を会
員全体へ広めていく必要があるため、
参加されていない会員へのオルグ活
動を推進します。また、地域との関わ
りが薄いことから社会貢献活動など、
地域福祉への活動についても輪を広
めていきます。

家族ボウリング大会

支部結成30周年記念式典・祝賀会
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鍋田　浩雄（三菱重工グループ労働組合連合会名航地区本部）

▶　主な会員の状況
製造業、港湾関係、化学工業を中心に多様な
業種

名古屋南支部DATA

松山　　誠 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋南支部

支部の特徴
　支部活動である「家族ボウリング大会」
「支部文化交流会」「福祉事業団体担当者・
書記研修会」「秋季・春季会員全体会議」で
は、女性の参加者が半数ぐらいを占めていま
す。その多くの方々は、日頃より福祉事業団
体の様々な取り組みの窓口業務に従事されて
おり、各種活動を通じて他組織との交流を広
め、そこで得られた新たな発見を自組織の各
種取り組みなどに活かしていただいています。

支部いち押しの行事
行 事 名　家族ボウリング大会
開催時期　1月下旬
参加人数　100名前後
内 容　�組合員やそのご家族を対象に「家族ボウリング大会」を毎年1

月下旬の日曜日に開催しています。表彰は、老若男女を問わず
誰もが楽しめるよう「男性」「女性」「こども」の部に分け順
位を決定します。また「ストライク賞」としてストライク1回ご
とにカップ麺1個を進呈し、家族や職場の仲間同士に楽しんで
頂ける活気ある行事になっています。賞品については各会員よ
り多種多様な物を数多くご提供頂いています。

直近10年間の主な出来事
　1985年に名古屋支部名古屋南分会として設立さ
れた当支部は、2015年11月19日にANAグランコー
ト名古屋にて名古屋南支部「30周年記念式典」を
開催しました。当日は、ご来賓の愛知労福協・福
祉事業団体役員や歴代支部長も含め、総勢54名の
方々にご出席頂きました。レセプションでは、マ
ジックバー経営のマジシャンを招き、各テーブル
で披露された多彩なマジックに出席者は衝撃を受
け盛会に終える事が出来ました。

最も力を入れていること
組織拡大・支部活動の活性化と強化
�　名古屋ブロック連絡会や名東・名南支部合同三
役会議など、他支部との交流会を行い、そこで得
た新たな発見を各種活動に取り入れ、支部活動の
活性化を図っています。また、福祉事業団体にお
ける運営推進委員会の強化については、参加の意
義向上や参加しやすい雰囲気作り、具体的には、
出席者の全員参加を目的としたグループ討議の実
施や参加し易い開催時間の設定など、各種運営改
善に取り組んでいます。

未来へ向けて
　会員数は現在73団体ですが、活動
に参加される会員は三役・幹事を務め
る20団体ほどであり、労福協活動を会
員全体へ広めていく必要があるため、
参加されていない会員へのオルグ活
動を推進します。また、地域との関わ
りが薄いことから社会貢献活動など、
地域福祉への活動についても輪を広
めていきます。
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名古屋中支部

名古屋中支部DATA

垣内　栄二 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋中支部

支部の特徴
　当支部は名古屋ブロックでは最も大きな支
部であり、スケールメリットを活かした活動
が展開できます。このため、支部三役会や幹
事会で十分な議論を行い、一体感を持った活
動を目指しながら、その時代に応じた「役立
つ知識の習得」を目的に、役員研修会や会員
全体会議を積極的に開催しています。これか
らも、会員の皆さんに知識という財産を還元
できるよう取り組んでいきます。

支部いち押しの行事
行 事 名　カラオケ大会
開催時期　1月
参加人数　60名前後
内 容　�名古屋中支部では毎年1月に名古屋国際ホテルで恒例のカラオケ

大会を開催しています。参加チームは毎年10チーム前後で60名
程が参加し、各チームとも数か月前から練習した成果を存分に発
揮していただいています。歌はもちろんのこと、自前で衣装を作
製したり、メイクも工夫したりと参加者の本気度が伝わってきま
す。今年で第22回を迎えますが、毎年「友の会」の方も参加いた
だき、笑顔溢れる新年最初の行事として今後も続けていきます。

直近10年間の主な出来事
　結成34年目を迎えた名古屋中支部は、
名古屋が誇る2大商業エリアの「栄エリ
ア」など、中区、東区に事務所がある労働
団体などで構成されています。ここ数年は
「名駅エリア」に大型の複合ビルが開業し
た影響で少し押され気味ではありますが、
南大津通の「歩行者天国」の復活や「オ
アシス21」が世界最大の旅行サイトで外
国人が選ぶ日本フォトジェニック観光地2
位になるなど、外国人観光客が目立つよう
になりました。

最も力を入れていること
　当支部は「組織拡大・支部活動の活性化と
強化」を目指し、地域会員の連帯と交流を深め
る活動に力を入れています。毎年定数を超える
申し込みがあるカラオケ大会をはじめ、ソフト
ボールやボウリングなどの家族で触れ合えるこ
とができる行事を積極的に開催しています。普
段はとても忙しい日常を忘れ、行事に参加する
ことによって疲れが癒される工夫をし、行事の
参加者を増やすとともに福祉事業団体への協
力も合わせて強化していきます。

未来へ向けて
　IoTの活用や外国人労働者の増加により、働き
方が大きく変わってきましたが、労福協の活動理
念は変わるものではなく、各福祉事業団体の発展
と勤労者自主福祉活動の更なる前進であります。
個人の価値観が多様化し、地域のつながりが希薄
化している中で、絆を強める行事の計画や社会貢
献活動・ボランティア活動の入り口になるような
支部活動を重点とし、会員のみなさんが参加しや
すい活動を展開していきます。

第15回 カラオケ大会

会員全体セミナー

▶　所在地
名古屋市中区新栄一丁目7番12号
（052）243-8800

▶　管轄地域（区、市名など）
中区、東区、千種区の一部

▶　結成
1985年10月14日
（1996年まで丸の内分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
87会員　66,967名（2018年12月末現在）

▶　支部長
垣内　栄二（中北薬品労働組合）

▶　副支部長
草次　祐治（スズケン労働組合）
平井　　基（丸栄労働組合）
曽根　寛泰（名古屋交通労働組合）

▶　事務局長
中村　勇介（中部電力労働組合）

▶　主な会員の状況
サービス業、官公署が中心
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名古屋中支部

名古屋中支部DATA

垣内　栄二 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋中支部

支部の特徴
　当支部は名古屋ブロックでは最も大きな支
部であり、スケールメリットを活かした活動
が展開できます。このため、支部三役会や幹
事会で十分な議論を行い、一体感を持った活
動を目指しながら、その時代に応じた「役立
つ知識の習得」を目的に、役員研修会や会員
全体会議を積極的に開催しています。これか
らも、会員の皆さんに知識という財産を還元
できるよう取り組んでいきます。

支部いち押しの行事
行 事 名　カラオケ大会
開催時期　1月
参加人数　60名前後
内 容　�名古屋中支部では毎年1月に名古屋国際ホテルで恒例のカラオケ

大会を開催しています。参加チームは毎年10チーム前後で60名
程が参加し、各チームとも数か月前から練習した成果を存分に発
揮していただいています。歌はもちろんのこと、自前で衣装を作
製したり、メイクも工夫したりと参加者の本気度が伝わってきま
す。今年で第22回を迎えますが、毎年「友の会」の方も参加いた
だき、笑顔溢れる新年最初の行事として今後も続けていきます。

直近10年間の主な出来事
　結成34年目を迎えた名古屋中支部は、
名古屋が誇る2大商業エリアの「栄エリ
ア」など、中区、東区に事務所がある労働
団体などで構成されています。ここ数年は
「名駅エリア」に大型の複合ビルが開業し
た影響で少し押され気味ではありますが、
南大津通の「歩行者天国」の復活や「オ
アシス21」が世界最大の旅行サイトで外
国人が選ぶ日本フォトジェニック観光地2
位になるなど、外国人観光客が目立つよう
になりました。

最も力を入れていること
　当支部は「組織拡大・支部活動の活性化と
強化」を目指し、地域会員の連帯と交流を深め
る活動に力を入れています。毎年定数を超える
申し込みがあるカラオケ大会をはじめ、ソフト
ボールやボウリングなどの家族で触れ合えるこ
とができる行事を積極的に開催しています。普
段はとても忙しい日常を忘れ、行事に参加する
ことによって疲れが癒される工夫をし、行事の
参加者を増やすとともに福祉事業団体への協
力も合わせて強化していきます。

未来へ向けて
　IoTの活用や外国人労働者の増加により、働き
方が大きく変わってきましたが、労福協の活動理
念は変わるものではなく、各福祉事業団体の発展
と勤労者自主福祉活動の更なる前進であります。
個人の価値観が多様化し、地域のつながりが希薄
化している中で、絆を強める行事の計画や社会貢
献活動・ボランティア活動の入り口になるような
支部活動を重点とし、会員のみなさんが参加しや
すい活動を展開していきます。

第15回 カラオケ大会

会員全体セミナー

▶　所在地
名古屋市中区新栄一丁目7番12号
（052）243-8800

▶　管轄地域（区、市名など）
中区、東区、千種区の一部

▶　結成
1985年10月14日
（1996年まで丸の内分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
87会員　66,967名（2018年12月末現在）

▶　支部長
垣内　栄二（中北薬品労働組合）

▶　副支部長
草次　祐治（スズケン労働組合）
平井　　基（丸栄労働組合）
曽根　寛泰（名古屋交通労働組合）

▶　事務局長
中村　勇介（中部電力労働組合）

▶　主な会員の状況
サービス業、官公署が中心
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名古屋北支部
▶　所在地

名古屋市千種区香流橋二丁目3番41号
（052）772－2800

▶　管轄地域（区、市名など）
北区、守山区、
名東区の全域と東区の一部、千種区の一部

▶　結成
1979年10月6日
（1996年まで名古屋北分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
48会員　14,332名（2018年12月末現在）

▶　支部長
後藤　高博（三菱電機労働組合名古屋支部）

▶　副支部長
朝倉　紀和（トーエネック労働組合名古屋地本）
田村　剛士（JAM尾張精機労働組合）
今井　亮太（興和労働組合名古屋支部）

▶　事務局長
田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

▶　主な会員の状況
大手製造業を中核とし、交通運輸、電気工事等

名古屋北支部DATA

後藤　高博 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋北支部

支部の特徴
　実務担当者研修会ではテーマを掲
げて視察を行っています。
　役員研修会では分散会形式で三事
業団体の活動について議論しました。

支部いち押しの行事
行 事 名　ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦
参加人数　84名
内 容　�・�ホテルナゴヤキャッスル1階オールディ・ダイニング「ブローニュ」
� 　ランチブッフェ
� �・�ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）でのプロバスケットボール観戦

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対サンロッカーズ渋谷

直近10年間の主な出来事
2010年5月6日
東海労働金庫名古屋北支店新店舗オープン
（旧）名古屋市北区瑠璃光町
（新）名古屋市千種区香流橋

最も力を入れていること
　組織拡大・支部活動の活性化と強化

未来へ向けて
　福祉事業団体の育成強化など自主福祉活
動の充実を推進していきます。
　愛知労福協および労福協名古屋ブロック
6支部との連携を強化していきます。
　地域会員の連帯と交流などを目的に研修
会、スポーツレクレーションを開催してい
きたいです。

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

2014森の中ワクワク自然体験 親子おもしろボウリング大会

清掃活動東谷山・里山保全活動東谷山・里山保全活動Bリーグ観戦
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名古屋北支部
▶　所在地

名古屋市千種区香流橋二丁目3番41号
（052）772－2800

▶　管轄地域（区、市名など）
北区、守山区、
名東区の全域と東区の一部、千種区の一部

▶　結成
1979年10月6日
（1996年まで名古屋北分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
48会員　14,332名（2018年12月末現在）

▶　支部長
後藤　高博（三菱電機労働組合名古屋支部）

▶　副支部長
朝倉　紀和（トーエネック労働組合名古屋地本）
田村　剛士（JAM尾張精機労働組合）
今井　亮太（興和労働組合名古屋支部）

▶　事務局長
田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

▶　主な会員の状況
大手製造業を中核とし、交通運輸、電気工事等

名古屋北支部DATA

後藤　高博 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋北支部

支部の特徴
　実務担当者研修会ではテーマを掲
げて視察を行っています。
　役員研修会では分散会形式で三事
業団体の活動について議論しました。

支部いち押しの行事
行 事 名　ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦
参加人数　84名
内 容　�・�ホテルナゴヤキャッスル1階オールディ・ダイニング「ブローニュ」
� 　ランチブッフェ
� �・�ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）でのプロバスケットボール観戦

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対サンロッカーズ渋谷

直近10年間の主な出来事
2010年5月6日
東海労働金庫名古屋北支店新店舗オープン
（旧）名古屋市北区瑠璃光町
（新）名古屋市千種区香流橋

最も力を入れていること
　組織拡大・支部活動の活性化と強化

未来へ向けて
　福祉事業団体の育成強化など自主福祉活
動の充実を推進していきます。
　愛知労福協および労福協名古屋ブロック
6支部との連携を強化していきます。
　地域会員の連帯と交流などを目的に研修
会、スポーツレクレーションを開催してい
きたいです。

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

2014森の中ワクワク自然体験 親子おもしろボウリング大会

清掃活動東谷山・里山保全活動東谷山・里山保全活動Bリーグ観戦

68 69



▶　所在地
名古屋市中区正木三丁目13番13号
（052）332-7911

▶　管轄地域（区、市名など）
熱田区、中区、中川区

▶　結成
1997年10月17日
（1996年まで名古屋中分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
45会員　15,723名（2018年12月末現在）

▶　支部長
大塚　正樹（東海マツダ販売労働組合）

▶　副支部長
永井　一陽（NTT労働組合名古屋南分会）
本田　　有（名鉄交通労働組合）
太田　洋純（名鉄観光バス労働組合）
村山　　博（愛知機械工業労働組合）

▶　事務局長
佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

▶　主な会員の状況
サービス業・製造業（自動車部品）・製鉄等

名古屋金山支部DATA

大塚　正樹 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋金山支部

支部の特徴
　「名古屋ブロック文化講演会」
や「ろうきん地域行事　アニメ
上映会」への参加者が多いこと
が金山支部の特徴点として挙げ
られます。会員の中で毎年の労
福協活動スケジュールが認識さ
れ、イベントを通じた福祉活動
がしっかりと展開されていること
が窺われます。

支部いち押しの行事
行 事 名　ボウリング大会
開催時期　2月
参加人数　80名
内 容　�開催回数は実に36回を数え、金山支

部の会員が一堂に集い、交流を深め
る一大イベントであり毎年腕自慢の
方々による熱戦が繰り広げられてい
ます。開催時期が近くなると、多くの
会員でも日程の問い合わせがあり、
その人気の度合いが窺われます。

直近10年間の主な出来事
　2012年7月17日の東海労働金庫金山
支店の新築移転が金山支部としても
大きな出来事として印象に残るところ
です。移転前は、支部や友の会の各
種会議等については、開催場所の都
合を優先しながら実施していました。
今では、金山支店2F会議室での幹事
会開催をはじめとして、3Fホールで
は、定期総会や会員全体会議を開催
しています。

最も力を入れていること
　金山支部が力を入れている活動は、福祉
事業団体の基盤強化と生涯福祉サポート体
制の充実です。会員の中には独自の福利制度
や共済制度が整備されています。しかしなが
ら、全てが網羅されているわけではありませ
ん。福祉事業団体の様々な制度を紹介しなが
ら各会員の選択肢を増やすことが、生涯福祉
サポートにつながると確信しています。

未来へ向けて
　金山支部では「労働者自らが労働者の福祉
のために行う事業・活動」いわゆる自主福祉活
動という基本理念を尊重し、勤労者の生活の安
定・向上を図ること。また、勤労者が今日の時代
に即した働き方・暮らし方を追求するために、
勤労者の視点に立った取り組みをすすめていま
す。引き続き、会員に様々な機会を提供し、選
択の幅を広げていただく活動を推進します。

秋季全体会議 第26回 支部定期総会 ソフトボール大会

ボウリング大会

名古屋金山支部
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▶　所在地
名古屋市中区正木三丁目13番13号
（052）332-7911

▶　管轄地域（区、市名など）
熱田区、中区、中川区

▶　結成
1997年10月17日
（1996年まで名古屋中分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
45会員　15,723名（2018年12月末現在）

▶　支部長
大塚　正樹（東海マツダ販売労働組合）

▶　副支部長
永井　一陽（NTT労働組合名古屋南分会）
本田　　有（名鉄交通労働組合）
太田　洋純（名鉄観光バス労働組合）
村山　　博（愛知機械工業労働組合）

▶　事務局長
佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

▶　主な会員の状況
サービス業・製造業（自動車部品）・製鉄等

名古屋金山支部DATA

大塚　正樹 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋金山支部

支部の特徴
　「名古屋ブロック文化講演会」
や「ろうきん地域行事　アニメ
上映会」への参加者が多いこと
が金山支部の特徴点として挙げ
られます。会員の中で毎年の労
福協活動スケジュールが認識さ
れ、イベントを通じた福祉活動
がしっかりと展開されていること
が窺われます。

支部いち押しの行事
行 事 名　ボウリング大会
開催時期　2月
参加人数　80名
内 容　�開催回数は実に36回を数え、金山支

部の会員が一堂に集い、交流を深め
る一大イベントであり毎年腕自慢の
方々による熱戦が繰り広げられてい
ます。開催時期が近くなると、多くの
会員でも日程の問い合わせがあり、
その人気の度合いが窺われます。

直近10年間の主な出来事
　2012年7月17日の東海労働金庫金山
支店の新築移転が金山支部としても
大きな出来事として印象に残るところ
です。移転前は、支部や友の会の各
種会議等については、開催場所の都
合を優先しながら実施していました。
今では、金山支店2F会議室での幹事
会開催をはじめとして、3Fホールで
は、定期総会や会員全体会議を開催
しています。

最も力を入れていること
　金山支部が力を入れている活動は、福祉
事業団体の基盤強化と生涯福祉サポート体
制の充実です。会員の中には独自の福利制度
や共済制度が整備されています。しかしなが
ら、全てが網羅されているわけではありませ
ん。福祉事業団体の様々な制度を紹介しなが
ら各会員の選択肢を増やすことが、生涯福祉
サポートにつながると確信しています。

未来へ向けて
　金山支部では「労働者自らが労働者の福祉
のために行う事業・活動」いわゆる自主福祉活
動という基本理念を尊重し、勤労者の生活の安
定・向上を図ること。また、勤労者が今日の時代
に即した働き方・暮らし方を追求するために、
勤労者の視点に立った取り組みをすすめていま
す。引き続き、会員に様々な機会を提供し、選
択の幅を広げていただく活動を推進します。

秋季全体会議 第26回 支部定期総会 ソフトボール大会

ボウリング大会

名古屋金山支部

70 71



名古屋東支部
▶　所在地

名古屋市熱田区桜田町19-18（東邦ガス労組内）
（052）882-4131

▶　管轄地域（区、市名など）
昭和区、瑞穂区、緑区、天白区、東区の一部、
西区の一部、熱田区の一部、千種区の一部、
港区の一部、南区の一部、豊明市、
日進市の一部

▶　結成
1985年9月13日
（1996年まで名古屋東分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
66会員　43,415名（2018年12月末現在）

▶　支部長
西村　建児（東邦ガス労働組合）

▶　副支部長
塚本　悠貴（日本ガイシ労働組合）
高井　宏之（中央発条労働組合）
常川　陽介（日本車輌名古屋労働組合）
石黒　由貴（日本特殊陶業労働組合）
青木　寿夫（名鉄労働組合）

▶　事務局長
鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

▶　主な会員の状況
官公労、製造業、サービス業、運輸業等

名古屋東支部DATA

西村　建児 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋東支部

支部の特徴
　支部活動の中心である「チャリティーゴルフ大会」
「新春ボウリング大会」「福祉事業団体事務担当者・
書記研修会」「秋季・春季会員全体会議」を中心に
多くの会員が参加できるように企画し、日頃から福
祉事業団体の様々な取り組みを進める中で、家族が
集える「親子ボウリング大会」「支部ツアー」の開催
や、他支部との交流を広げていける取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かしていきたいと
思います。

支部いち押しの行事
行 事 名　家族イベント・モノづくり体験
開催時期　8月・12月
内 容　�組合員とその家族を対象とした「親子ボウリング大会」

と「支部ツアー」を毎年開催しています。親子の団結力
と多くの家族が交流を持てるような、スカッチダブルス
（2人ペアチームで1投ごとに交代で投げる方式）や支部
ツアーでは、モノづくり体験をメインにして様々なモノ
づくりを家族で楽しんで頂ける行事として家族や職場の
仲間と絆を強めて楽しんで頂いています。

直近10年間の主な出来事
　毎年開催している、チャリティーゴ
ルフ大会を開催する中で集めた募金を
「日本赤十字」義援金として継続する
ことが表彰されました。また、分会とし
て設立し支部として2015年6月11日サイ
プレスガーデンホテルにおいて名古屋
東支部「30周年記念式典」を開催しま
した。そのような行事を進める中で、地
域の交流、家族の交流、事業団との連
携を中心に行事を開催してきました。

最も力を入れていること
　名古屋ブロック連絡会や多くの労福協支部と
の連携や他県労福協との交流を図り、そこで得
た活動の利点や活動の展開の仕方を取り入れ、
今後の支部活動の活性化を図っていきたいで
す。また、福祉事業団体における推進会議の強
化、労福協友の会との連携についても、自助共
助の精神をしっかりと認識した意義のある活動
づくりをし具体的には、多くの勤労者が参加しや
すい行事の企画立案など、各種運営改善・チャ
レンジに取り組んでいきたいと考えています。

未来へ向けて
　会員数が減少する中で、活動に参加する会員も
減少傾向にあり、労福協活動を会員全体へ広めて
いくことと地域の働く多くの人達に知ってもらう
ことが必要だと考えています。会員にはオルグ・
宣伝活動を中心に推進します。地域との連携につ
いては、社会貢献活動・地域での福祉活動への参
画と参加しやすい行事の提案を進めていき、多く
の人々の「輪・和・話」を広げていきたいと思い
ます。

支部ツアー　「的矢湾バーベキュークルーズと真珠取り出しストラップ作り体験」

親子ボウリング大会
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名古屋東支部
▶　所在地

名古屋市熱田区桜田町19-18（東邦ガス労組内）
（052）882-4131

▶　管轄地域（区、市名など）
昭和区、瑞穂区、緑区、天白区、東区の一部、
西区の一部、熱田区の一部、千種区の一部、
港区の一部、南区の一部、豊明市、
日進市の一部

▶　結成
1985年9月13日
（1996年まで名古屋東分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
66会員　43,415名（2018年12月末現在）

▶　支部長
西村　建児（東邦ガス労働組合）

▶　副支部長
塚本　悠貴（日本ガイシ労働組合）
高井　宏之（中央発条労働組合）
常川　陽介（日本車輌名古屋労働組合）
石黒　由貴（日本特殊陶業労働組合）
青木　寿夫（名鉄労働組合）

▶　事務局長
鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

▶　主な会員の状況
官公労、製造業、サービス業、運輸業等

名古屋東支部DATA

西村　建児 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋東支部

支部の特徴
　支部活動の中心である「チャリティーゴルフ大会」
「新春ボウリング大会」「福祉事業団体事務担当者・
書記研修会」「秋季・春季会員全体会議」を中心に
多くの会員が参加できるように企画し、日頃から福
祉事業団体の様々な取り組みを進める中で、家族が
集える「親子ボウリング大会」「支部ツアー」の開催
や、他支部との交流を広げていける取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かしていきたいと
思います。

支部いち押しの行事
行 事 名　家族イベント・モノづくり体験
開催時期　8月・12月
内 容　�組合員とその家族を対象とした「親子ボウリング大会」

と「支部ツアー」を毎年開催しています。親子の団結力
と多くの家族が交流を持てるような、スカッチダブルス
（2人ペアチームで1投ごとに交代で投げる方式）や支部
ツアーでは、モノづくり体験をメインにして様々なモノ
づくりを家族で楽しんで頂ける行事として家族や職場の
仲間と絆を強めて楽しんで頂いています。

直近10年間の主な出来事
　毎年開催している、チャリティーゴ
ルフ大会を開催する中で集めた募金を
「日本赤十字」義援金として継続する
ことが表彰されました。また、分会とし
て設立し支部として2015年6月11日サイ
プレスガーデンホテルにおいて名古屋
東支部「30周年記念式典」を開催しま
した。そのような行事を進める中で、地
域の交流、家族の交流、事業団との連
携を中心に行事を開催してきました。

最も力を入れていること
　名古屋ブロック連絡会や多くの労福協支部と
の連携や他県労福協との交流を図り、そこで得
た活動の利点や活動の展開の仕方を取り入れ、
今後の支部活動の活性化を図っていきたいで
す。また、福祉事業団体における推進会議の強
化、労福協友の会との連携についても、自助共
助の精神をしっかりと認識した意義のある活動
づくりをし具体的には、多くの勤労者が参加しや
すい行事の企画立案など、各種運営改善・チャ
レンジに取り組んでいきたいと考えています。

未来へ向けて
　会員数が減少する中で、活動に参加する会員も
減少傾向にあり、労福協活動を会員全体へ広めて
いくことと地域の働く多くの人達に知ってもらう
ことが必要だと考えています。会員にはオルグ・
宣伝活動を中心に推進します。地域との連携につ
いては、社会貢献活動・地域での福祉活動への参
画と参加しやすい行事の提案を進めていき、多く
の人々の「輪・和・話」を広げていきたいと思い
ます。

支部ツアー　「的矢湾バーベキュークルーズと真珠取り出しストラップ作り体験」

親子ボウリング大会

72 73



名古屋西支部
▶　所在地

名古屋市中村区名駅3丁目24番2号
（052）561-2441

▶　管轄地域（区、市名など）
西区、中村区、清須市

▶　結成
1997年10月22日
（1996年まで名古屋西分会）

▶　加盟会員（組合・共済会・互助会等）
79会員　33,008名（2018年12月末現在）

▶　支部長
刑部　嘉人（エディオン労働組合）

▶　副支部長
井水　一弘（豊和工業労働組合）
勝田　　覚（全日通労働組合愛知県本部）
伊豆原徹也（名古屋鉄道労働組合）
牧田　辰夫（ノリタケカンパニー労働組合）
鎌田　隆司（JR東海ユニオン名古屋地方本部）

▶　事務局長
稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

▶　主な会員の状況
製造業からサービス業まで多種多様な業種の
会員により構成されています。

名古屋西支部DATA

刑部　嘉人 支部長

支部の活動｜名古屋ブロック　名古屋西支部

支部の特徴
　名古屋西支部は中村区名駅および清須市地
区から構成されており、さまざまな産別労組
が加盟しています。したがって考え方や活動
に温度差は否めませんが、名古屋西支部とし
ての共通スローガンを掲げています。それは
「やる時はやる！�遊ぶ時は遊ぶ！」です。支
部活動は「本気で真面目に元気に真剣に取り
組もう」という姿勢は諸先輩から受け継がれ
ております。どの支部にも負けていませんよ。

支部いち押しの行事
行 事 名　実務担当者研修会
開催時期　5月
参加人数　30〜35名
内 容　�実務担当者（労組書記）を対象とし、東海労金・全労済・一

社）愛知県労働者年金基金協会、の事業内容を研修できる場と
して好評をいただいております。研修後は、趣向を凝らした内
容の行事を企画しており、参加者からは次年度はどんな企画か
待ち望んでいただいております。名古屋西支部一押し行事とし
て楽しく感動できるよう日々あの手この手を考えております。

直近10年間の主な出来事
　毎年6月第一土曜日に社会貢献活動として「中村区クリーンキャンペーン」に参加しておりま
す。本ボランティア活動は2013年度（2014年6月7日開催）から参加しており第5回目となります。
名古屋駅周辺を一斉に清掃する活動であり、参加者は延べ600名を超えています。前年度（2017
年度）は名古屋西支部参加対象役員を幹事まで拡大し12名が参加しました。地域貢献活動であ
り、今後も活動継続していきたいと思います。

最も力を入れていること
　やはり「チャリティゴルフ大会」です。
2004年度（2005年5月7日）に20周年記念行事
として発足した大会は、2018年度に第15回を
迎えることができました。参加者数は第1回大
会がもっとも多く50組191名でしたが、現在は
100名規模となっています。もちろん「チャリ
ティ」がメインです。幹事会で寄贈先を決定
し「社会貢献活動」として実施しています。
今後も活動を継続していきたいと思います。

未来へ向けて
　名古屋西支部の課題は行事への参加
率アップです。現在79団体が加盟してい
ますが、中小加盟団体はなかなか参加し
にくい状況となっています。特に全体会
議（春と秋の年2回開催）は「知って得す
るセミナー」を実施しており、ぜひご参
加いただきたいと思います。目指すは、
「誰もが気軽に参加できる窓口の広い支
部活動作り」です。

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

中村区クリーンキャンペーン2018 中村区クリーンキャンペーン2018
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働く仲間からお預りした預金を、働く仲間の大切な共有財産
として、住宅・結婚・育児・教育・介護等資金や、団体運営
資金、生協事業資金など、働く仲間とその家族の生活を守
り、より豊かにするために役立てています。

主な事業内容

預 金 額：1兆7,105億円
融 資 額：1兆4,353億円
店 舗 数：42店舗
（eネット支店・為替集中支店含む）

団 体 会 員 数：3,129会員
間接構成員数：1,321,005人
役 職 員 数：902名

（契約・嘱託職員含む）
（2018年12月末 現在）

現況

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

ロングライフチラシ

2009
1月 「資産運用プランⅢ＆Ⅴ」発売
3月 全国一斉生活応援運動強化月間の取り組み
3月 勤労者支援融資「ささえ愛」発売
6月 新生活支援特別融資制度「ささえ愛・返済金」発売

2010
1月 津支店新築移転オープン
5月 「環境保全定期預金」発売
5月 名古屋北支店新築移転オープン
10月 10周年記念式典・祝賀会

2011

4月 「モバイルカ－ドローン」（会員限定）発売
5月 「住宅ローン」リニューアル
7月 垂井出張所オープン
9月 可児支店オープン
9月 多治見出張所オープン

2012 4月 「エコハウスローン」リニューアル
7月 金山支店新築移転オープン

2013 5月 松阪支店新築移転オープン

2014
1月 全国ろうきん新オンラインシステム（アール・ワンシステム）

スタート
4月 こども用積立預金「おやごころ」発売
11月 中津川支店新築移転オープン
11月 中津川ローンセンターオープン

2015
3月 退職者専用定期預金「ロングライフ」発売
4月 「フリーローン（会員提携融資）」リニューアル
9月 教育ローン（カード型）発売
10月 「ろうきん森の学校」（岐阜県美濃市）開校

2016
2月 就職内定者ローン「未来図（みらいず）」発売
3月 ATM（イーネット・ローソン）利用拡大
10月 東海ろうきんカードローン「Web完結型／申込型」発売
12月 生協会員向け融資制度導入

2017

1月 iDeCo（個人型DC）取扱開始
4月 遺言信託・遺言整理の取次業務開始
8月 「たんぽぽ認知症治療保険」取扱開始
9月 岡崎支店新築移転オープン
9月 岡崎ローンセンターオープン
11月 「就業不能保障団信」取扱開始

2018
1月 「住宅ローンとまとめトク！」発売
1月 「【NPO等非営利法人専用】

　ソーシャルビジネスサポートローン」取扱開始

こ
こ
10
年
の
動
き

ろうきん森の学校（美濃市）金山支店

76 77
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全労済は、組合員の生活を守り、豊かな社会にしていくため
に共済事業（さまざまな危険に対して、組合員相互にたすけ
あうという活動を保険のしくみを使って確立した保障事業）
をおこなっています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
愛知県本部／名古屋市熱田区金山町1-12-7

60周年感謝の集い

2009 6月 「いきいき応援」取り扱い開始

2010 4月 保険法が施行
4月 自然災害共済・大型タイプの新設

2011 3月 東日本大震災発生

2012 1月 国際協同組合年（IYC）
8月 団体生命共済の制度改定

2013 2月 「マイページサービス」開始
5月 こくみん共済が制度実施より30年

2014 6月 愛知県自動車分解整備事業者共済代理店会の設立
11月 協力団体代表者研修会を兵庫県で実施

2015 2月 住まいる共済（新火災共済・新自然災害共済）発売

2016 10月 共済ショップ栄地下店を開設

2017 9月 中部統括本部の設立

2018 4月 愛知労済創立60周年「感謝の集い」開催

こ
こ
10
年
の
動
き

共済ショップ栄地下店協力団体代表者研修会

組 合 員 数：855,290人
総協力団体数：867団体
保 有 口 数：193,819,997口 *1口＝10万円
総 契 約 件 数：2,095,817件
総 契 約 口 数：193,819,997口
2017年度の支払い共済金額：75,765件　11,515,435,862円

（2018年5月末 現在）

現況
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勤労者の生活をサポートする、花・旅行・結婚式場の手配・
ゴルフ場・チケットの予約・出会いパーティー・葬祭関係の
相談 斡旋、飲食店割引などのカード事業、分譲・賃貸・リ
フォームの住宅事業を行っています。

主な事業内容

職 員 数：常勤役員3名、職員12名
会 員：ハートフルカード会員　約7万人、
　　　　　情報誌ジョイハート発行部数　13万部
基本財産：10億円

現況

ハートフルセンター
（一財）愛知県労働者福祉基金協会

名古屋市熱田区金山町一丁目14-18　ワークライフプラザ れあろ2階

2009
・アイルタウン豊田浄水分譲（2区画）
・アイルタウン豊田志賀分譲（3区画）
・注文建築1棟（瑞穂区）

2010 ・アイルタウン豊田浄水分譲（3区画）
・注文建築3棟（岡崎市、瀬戸市）

2011 ・注文建築1棟（豊田市）
12月 一般財団法人に移行

2012
・アイルシティ車道分譲（20戸）
・アイルタウン守山志段味分譲（1戸）
7月 旅行業の登録認可

2013

・アイルタウン豊田志賀分譲（3区画）
6月 労福協事業運営検討委員会参画
7月 愛知県住宅生協と基金協会の統合に向けた議論開始
9月 愛知県住宅生協創立50周年記念行事
10月 事業統合検討委員会発足

2014 ・アイルシティ八事表山分譲（23戸）

2015
2月 愛知県住宅生協事務所れあろ移転
6月 定款を改訂し、取扱事業に住宅事業を追加
11月 ハートフルカードスマホアプリ導入

2016
3月 愛知県住宅生協解散
4月 住宅リフォーム事業開始
10月 愛知県住宅生協と事業統合

2017

3月 事業検討委員会の設置を決定
4-12月 リフォームキャンペーン実施
6月 役員体制の見直しにより

理事をすべての労福協支部より選任
6月 キックオフパーティー開催

（基金協会35周年、ハートフルセンター20周年）
10月 わらび座ミュージカル「KINJIRO！」協賛

2018
3月 ハートフルバスツアー開催
3月 事業検討委員会から答申書を受け、

新たな事業展開の検討開始（プロジェクト会議発足）
8月 豊田情報発信センター撤退

こ
こ
10
年
の
動
き

旅行ハートフルパーティ分譲事業

80 81

事業団体｜（一財）愛知県労働者福祉基金協会　ハートフルセンター



勤労者の生活をサポートする、花・旅行・結婚式場の手配・
ゴルフ場・チケットの予約・出会いパーティー・葬祭関係の
相談 斡旋、飲食店割引などのカード事業、分譲・賃貸・リ
フォームの住宅事業を行っています。

主な事業内容

職 員 数：常勤役員3名、職員12名
会 員：ハートフルカード会員　約7万人、
　　　　　情報誌ジョイハート発行部数　13万部
基本財産：10億円

現況

ハートフルセンター
（一財）愛知県労働者福祉基金協会

名古屋市熱田区金山町一丁目14-18　ワークライフプラザ れあろ2階

2009
・アイルタウン豊田浄水分譲（2区画）
・アイルタウン豊田志賀分譲（3区画）
・注文建築1棟（瑞穂区）

2010 ・アイルタウン豊田浄水分譲（3区画）
・注文建築3棟（岡崎市、瀬戸市）

2011 ・注文建築1棟（豊田市）
12月 一般財団法人に移行

2012
・アイルシティ車道分譲（20戸）
・アイルタウン守山志段味分譲（1戸）
7月 旅行業の登録認可

2013

・アイルタウン豊田志賀分譲（3区画）
6月 労福協事業運営検討委員会参画
7月 愛知県住宅生協と基金協会の統合に向けた議論開始
9月 愛知県住宅生協創立50周年記念行事
10月 事業統合検討委員会発足

2014 ・アイルシティ八事表山分譲（23戸）

2015
2月 愛知県住宅生協事務所れあろ移転
6月 定款を改訂し、取扱事業に住宅事業を追加
11月 ハートフルカードスマホアプリ導入

2016
3月 愛知県住宅生協解散
4月 住宅リフォーム事業開始
10月 愛知県住宅生協と事業統合

2017

3月 事業検討委員会の設置を決定
4-12月 リフォームキャンペーン実施
6月 役員体制の見直しにより

理事をすべての労福協支部より選任
6月 キックオフパーティー開催

（基金協会35周年、ハートフルセンター20周年）
10月 わらび座ミュージカル「KINJIRO！」協賛

2018
3月 ハートフルバスツアー開催
3月 事業検討委員会から答申書を受け、

新たな事業展開の検討開始（プロジェクト会議発足）
8月 豊田情報発信センター撤退

こ
こ
10
年
の
動
き

旅行ハートフルパーティ分譲事業

80 81

事業団体｜（一財）愛知県労働者福祉基金協会　ハートフルセンター



労福協 友の会

愛知労福協と連携を図り「高齢化社会における生きがいあ
る豊かな生活」の実現を推進することを目的としています。
具体的には、「学ぶことと楽しく元気に遊ぶこと」を柱とし
て、親睦旅行、カラオケ、ゴルフ、グラウンド・ゴルフ、ボ
ウリング、麻雀等々、会員の親睦と交流活動を県下19の支
部・地区で活動を行っています。

主な事業内容

労福協友の会は1997年にろうきん友の会から変更し、2,315
名の会員数でスタートしました。2009年12月末には5,035
名と最大の会員数となりましたが、雇用環境の変化の影響
を受け会員数は漸減傾向が続き、2019年1月末で4,163名と
なっています。

現況 　県友の会が主催し19の支部・地区が集う行事は、毎
年「友の会の集い」「グラウンド・ゴルフ大会」「交流
ゴルフ大会」と3つの行事があります。特に、1泊で行
う「友の会の集い」は19の友の会の交流の機会となっ
ている最大の行事です。
　直近10年で特筆すべき行事としては、まず、2014
年10月に実施した東日本大震災復興応援ツアーがあり
ます。県友の会として2008年の10周年記念旅行「屋
久島」以来の旅行となりました。今回は、3泊4日で南
三陸町を訪れたり世界遺産「中尊寺」や民話の里「遠

野地方」を訪れる旅とし、往路は仙台までフェリーで
行くくつろいだ船旅として、66名の参加者で実施しま
した。
　次に、2017年には「友の会の集い」のなかで県友の
会結成20周年行事として、特技を持っている会員の皆
さんの発表の場として「お楽しみ演芸会」を開催しま
した。夫婦で施設での慰問活動を続けている方の司会
進行で、尺八、三味線、二胡の演奏やものまね、プロ
歌手として活躍している方の歌謡、落語など多士済々
の面々による発表の場となりました。

2016年　友の会の集い「笑いの講座」落語
（社会人落語自主グループ　喜楽会）

2018年　友の会の集い 講演「健康長寿と攻めの栄養学」
（大澤愛知学院大学客員教授）2016年　友の会の集い

2014年　東日本大震災復興応援ツアー2014年　東日本大震災復興応援ツアー2013年　グラウンド・ゴルフ大会
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海外交流

愛知労福協では、海外の労働団体との友好関係を築き、相互協力と情
報交換、親睦交流を図るために様々な活動を展開していきました。特
に中国とは1979年の労働調査団の派遣以来、今日まで相互に人材を
派遣して、着実な成果を収めています。1985年には江蘇省総工会と
労働文化交流協定を締結し、派遣団を相互に交換しています。

愛知労福協では、独自に中国江蘇省総
工会と交流を持ち、訪中団の派遣、訪
日団の受け入れを行っています。1985
年5月21日、愛知県労働者福祉協議会と
江蘇省総工会との労働文化交流協定が
締結されました。

友好訪中団の派遣実績

第23次 2009年7月　1日（水）〜7月10日（金）

第24次 2011年7月　4日（月）〜7月12日（火）

第25次 2014年5月26日（月）〜6月　1日（日）

第26次 2016年5月29日（日）〜6月　4日（土）

第27次 2018年6月10日（日）〜6月16日（土）

江蘇省総工会訪日団実績

江蘇省総工会第13次訪日団 2009年　5月21日（木）

江蘇省総工会第14次訪日団 2011年10月11日（火）〜10月16日（日）

江蘇省総工会第15次訪日団 2013年　8月31日（土）〜　9月　5日（木）

江蘇省総工会第16次訪日団 2015年　1月29日（木）〜　2月　3日（火）

江蘇省総工会第17次訪日団 2017年　5月24日（水）〜　5月30日（火）

江蘇省総工会第18次訪日団 2019年　1月23日（水）〜　1月28日（月）

中国との友好交流

海外の事業団と
広く交流を重ねる。

愛知労福協 第26次友好訪中団 派遣

連合愛知・労福協訪中団実績

連合愛知第6次・労福協第11次友好訪中団 2008年　5月24日（土）〜　6月　2日（月）

愛知労福協40周年・連合愛知20周年記念
「上海万博記念友好交流訪中団」 2010年　5月24日（月）〜　5月29日（土）

連合愛知第7次・労福協第12次友好訪中団 2010年　8月31日（火）〜　9月　5日（日）

連合愛知第8次・労福協第13次友好訪中団 2013年11月18日（月）〜11月24日（日）

連合愛知第9次・労福協第14次友好訪中団 2015年　7月　6日（月）〜　7月12日（日）

連合愛知第10次・労福協第15次友好訪中団 2017年　6月　4日（日）〜　6月10日（土）

その他

江蘇省総工会友好訪日交流団 2008年10月26日（日）〜10月28日（火）

江蘇省総工会事業訪日交流団 2008年10月26日（日）〜10月28日（火）

江蘇省総工会友好訪日交流団 2009年　3月　3日（火）〜　3月　4日（水）

江蘇省総工会代表団 2009年　5月17日（日）〜　5月24日（日）

江蘇省総工対外交流センター友好訪日団 2009年11月26日（木）

江蘇省総工会訪日団 2009年12月19日（土）

ロシア・クラスノヤルスク訪日代表団表敬訪問 2011年11月24日（木）

ロシア・クラスノヤルスク訪日代表団表敬訪問 2012年11月22日（木）

愛知労福協では、中国以外にも世界各国
に調査団を派遣し、それぞれの国で交流
を行っています。

1997年5月22日、連合愛知と江蘇省
総工会との労働文化交流協定が締結さ
れ、労福協も協力して代表団の派遣ま
たは受け入れを行っています。

国際交流協力・支援

中国関係以外の国際交流

訪中団江蘇省総工会表敬訪問
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第7回通常総会：7月29日（於：愛知県勤労会館）
■   共済規制阻止の運動に協力
■   勤信協の広報活動について地方自治体の協力を要請
■   支部労福協の結成に努力。東三河支部発足

第9回定期総会：9月2日（於：愛知県勤労会館）
■   愛知労福協基本構想問題検討委員会設置
■   労働者福祉運動の貢献者表彰制度の発足
■  労働福祉事業団体職員の労働条件についての研究委員会

の発足
■  愛知県労福協友好訪中団の派遣を実施

第6回通常総会：7月26日（於：愛知県勤労会館）
■   インフレ、物価、税等の対策、活動強化に取り組む
■   労福協活動の下部浸透を図るため、地域に於ける

支部づくりについての準備活動に取り組む

第8回通常総会：7月16日（於：愛知県勤労会館）
■   支部労福協の育成対策について検討
■   労福協福祉施設検討委員会桂浜センター視察
■   福祉事業団体常勤役員給与について事業団体の要請を受け

意見書を提出
■   支部労福協の発足（豊田支部、海部・津島支部、知多支部）

第10回定期総会：7月19日（於：愛知県勤労会館）
■  労働福祉事業団体職員の労働条件の現状とあり方についての見解を

事業団体に提示
■  東南アジア友好調査視察団の派遣（参加者21名）
■   愛知県労福協基本構想委員会のまとめを決定
■   支部労福協の発足（岡崎・額田支部）
■   総会に於いて労働福祉功労者表彰を行い、ブロンズ像を贈呈するこ

とになる

1969 - 1978

1971
（昭和46年）

1972
（昭和47年）

1970
（昭和45年）

1969
（昭和44年）

1973
（昭和48年）

1976
（昭和51年）

1977
（昭和52年）

1975
（昭和50年）

1974
（昭和49年）

1978
（昭和53年）

創立総会：7月28日（於：昭和ビル）
■  労働者福祉事業団体の育成強化を図る目的で公的資金の導入に

ついて努力
■  他県労福協の調査を行い、自治体の協力関係や労福協の運営に

ついての検討を深める
■  中小の未組織組合を対象に労金加入の懇談会を行う
　（参加組合50組合）
■  厚生年金法改正（12月6日）…2万円年金の実現

第5回総会：8月9日（於：愛知県勤労会館）
■  愛知労済車山保養所建設に協力
■   労福協機関紙を“はなのき”と改める
■   経済問題について研修会を開催
　（講師　横浜大学教授　長洲一二氏）

第2回総会：7月20日（於：愛知県勤労会館）
■   中央労福協に加入（9月）
■  労働者福祉中部協議会に加入（10月）
■  愛知県勤労者信用基金協会設立について検討を始める
■  公的資金導入について愛知県及び名古屋市に対し追加要請

を行い、住宅建設資金の需要増に対応

第3回総会：8月12日（於：愛知県勤労会館）
■   愛知県労働者研修センターの建設について愛知県知事に要請
■  労福協機関紙第1号（創刊号）を発行
■   労福協事務局に女子職員を初めて採用
■  海外研修の実施。ハワイ（昭和47年1月13日〜1月18日）参加者32名
■   名古屋市老人医療について75オ以上無料化開始

第4回総会：8月17日（於：交通ビル9階）
■   財団法人愛知県勤労者信用基金協会を設立
　5月4日愛知県知事許可。5月10日より事業開始
■   福祉事業団体幹部職員研修会の実施
■   福祉、年金、健保問題を中心に学習会を実施
■  海外研修の実施。ハワイ（昭和48年2月17日〜2月23日）参加者10名

創立総会（1969年） 愛知労福協から他県へ福祉事業活動の調査（1975年）経済問題の研修会（1973年） 愛知労福協第10回定期総会（1978年）労働福祉功労者に
贈呈されるブロンズ像
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第7回通常総会：7月29日（於：愛知県勤労会館）
■   共済規制阻止の運動に協力
■   勤信協の広報活動について地方自治体の協力を要請
■   支部労福協の結成に努力。東三河支部発足

第9回定期総会：9月2日（於：愛知県勤労会館）
■   愛知労福協基本構想問題検討委員会設置
■   労働者福祉運動の貢献者表彰制度の発足
■  労働福祉事業団体職員の労働条件についての研究委員会

の発足
■  愛知県労福協友好訪中団の派遣を実施

第6回通常総会：7月26日（於：愛知県勤労会館）
■   インフレ、物価、税等の対策、活動強化に取り組む
■   労福協活動の下部浸透を図るため、地域に於ける

支部づくりについての準備活動に取り組む

第8回通常総会：7月16日（於：愛知県勤労会館）
■   支部労福協の育成対策について検討
■   労福協福祉施設検討委員会桂浜センター視察
■   福祉事業団体常勤役員給与について事業団体の要請を受け

意見書を提出
■   支部労福協の発足（豊田支部、海部・津島支部、知多支部）

第10回定期総会：7月19日（於：愛知県勤労会館）
■  労働福祉事業団体職員の労働条件の現状とあり方についての見解を

事業団体に提示
■  東南アジア友好調査視察団の派遣（参加者21名）
■   愛知県労福協基本構想委員会のまとめを決定
■   支部労福協の発足（岡崎・額田支部）
■   総会に於いて労働福祉功労者表彰を行い、ブロンズ像を贈呈するこ

とになる

1969 - 1978

1971
（昭和46年）

1972
（昭和47年）

1970
（昭和45年）

1969
（昭和44年）

1973
（昭和48年）

1976
（昭和51年）

1977
（昭和52年）

1975
（昭和50年）

1974
（昭和49年）

1978
（昭和53年）

創立総会：7月28日（於：昭和ビル）
■  労働者福祉事業団体の育成強化を図る目的で公的資金の導入に

ついて努力
■  他県労福協の調査を行い、自治体の協力関係や労福協の運営に

ついての検討を深める
■  中小の未組織組合を対象に労金加入の懇談会を行う
　（参加組合50組合）
■  厚生年金法改正（12月6日）…2万円年金の実現

第5回総会：8月9日（於：愛知県勤労会館）
■  愛知労済車山保養所建設に協力
■   労福協機関紙を“はなのき”と改める
■   経済問題について研修会を開催
　（講師　横浜大学教授　長洲一二氏）

第2回総会：7月20日（於：愛知県勤労会館）
■   中央労福協に加入（9月）
■  労働者福祉中部協議会に加入（10月）
■  愛知県勤労者信用基金協会設立について検討を始める
■  公的資金導入について愛知県及び名古屋市に対し追加要請

を行い、住宅建設資金の需要増に対応

第3回総会：8月12日（於：愛知県勤労会館）
■   愛知県労働者研修センターの建設について愛知県知事に要請
■  労福協機関紙第1号（創刊号）を発行
■   労福協事務局に女子職員を初めて採用
■  海外研修の実施。ハワイ（昭和47年1月13日〜1月18日）参加者32名
■   名古屋市老人医療について75オ以上無料化開始

第4回総会：8月17日（於：交通ビル9階）
■   財団法人愛知県勤労者信用基金協会を設立
　5月4日愛知県知事許可。5月10日より事業開始
■   福祉事業団体幹部職員研修会の実施
■   福祉、年金、健保問題を中心に学習会を実施
■  海外研修の実施。ハワイ（昭和48年2月17日〜2月23日）参加者10名

創立総会（1969年） 愛知労福協から他県へ福祉事業活動の調査（1975年）経済問題の研修会（1973年） 愛知労福協第10回定期総会（1978年）労働福祉功労者に
贈呈されるブロンズ像
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第16回定期総会：
5月30日（於：名古屋サンプラザ）
15周年記念式典・レセプション
■   第65〜69回幹事会・第16〜19回支部代表者

会議開催
■   組織検討委員会の発足
■   福祉センター事業の発足
■  江蘇省総工会第1次訪日代表団
　（康克団長外5名）招請
■   サラ金対策に取り組む
■   愛知県勤労者美術展始まる

第18回定期総会：
5月22日（於：愛知労済会館）
■   第73〜76回幹事会・第21〜24回支部代表者

会議開催
■  労福協第1次訪中友好代表団
　（小田桐勝巳団長他5名）訪中
■   売上げ税反対、マル優廃止反対運動の展開
■   労働組合の収益事業に対する課税問題起きる
■   労働者福祉基金積立第3次計画を決定

第20回定期総会：
6月4日（於：愛知労済会館）
■  第81〜84回幹事会・第28〜32回

支部代表者会議開催
■ 連合愛知結成される
■  第1回愛知県勤労者スポーツ大会

の開催
■ 生涯福祉ビジョン草案作成
■  労福協東欧労働事情視察団派遣
■  江蘇省総工会第3次訪日代表団

（王殿和団長外4名）招請

1979 - 1988

1981
（昭和56年）

1982
（昭和57年）

1980
（昭和55年）

1979
（昭和54年）

1983
（昭和58年）

1986
（昭和61年）

1987
（昭和62年）

1985
（昭和60年）

1984
（昭和59年）

第11回定期総会：5月23日（於：愛知県勤労会館）
■  愛知県植樹祭に協力参加
■   くらがり保養所の開設
　（7月より…住宅生協に管理を依頼）
■  日中友好の舟（5月16日〜17日）協賛団体として協力
■   労働者福祉基金制度特別委員会を発足して検討に入る
■   支部労福協の発足（名古屋北支部）

第12回定期総会：7月29日（於：愛知県勤労会館）
■   労働者福祉基金制度について検討結果を幹事会、総会に

答申
■  海外研修　第一次オーストラリア、ニュージーランド

（昭和56年2月14日〜25日）参加者7名
■   支部労福協の発足（尾張北支部）

第14回定期総会：7月29日（於：愛知県勤労会館）
■   ブロンズの会発足
■   収益事業に係る労働組合の課税問題について対策委員会を設置
■   中央労福協による支部活動の実態調査
■  福祉事業団体職員の労働条件問題研究会発足
■   労働者厚生福祉センター構想について検討委員会発足
■   支部労福協の発足（尾張東支部、尾張西支部）

支部研修会（1982年） 愛知労福協研修会　労働組合と課税問題（1983年）

第15回定期総会：5月20日（於：愛知県勤労会館）
■   労福協事務局長の専従制の実施（9月1日より）
■   愛知県及び名古屋市に対し、厚生省の医療保険改悪案に

反対する要請行動
■   収益事業に係る労働組合の課税問題対策
■   組織活動と支部体制について特別委員会の設置、検討を行う
■   愛知県（労福協）と中国江蘇省（総工会）との定期協議

問題についての検討と具体化の促進

第13回定期総会：7月28日（於：愛知県勤労会館）
■   グリーンカード問題と労金メイン化運動の推進に協力
■   労働者福祉基金制度の答申に沿って、設立準備を関係行政機関

と折衝を深める（昭和57年4月1日　財団法人愛知県労働者福祉
基金協会として、愛知県知事より許可あり発足する）

■  海外研修　第二次オーストラリア、ニュージーランド
　（昭和56年5月16日〜26日）参加者7名
■   支部労福協の発足（西三河支部）

第17回定期総会：
6月14日（於：愛知労済会館）
■   第70〜72回幹事会・第20回支部

代表者会議開催
■   支部労福協の名古屋支部結成
　（傘下に名古屋市内6分会）
■   基本問題について検討始める
　（基本問題検討委員会設置）
■   生涯福祉ビジョンについて検討

始める
■  江蘇省総工会と労働文化交流協

定を締結する

第19回定期総会：　6月　5日（於：愛知労済会館）
　　　臨時総会：12月21日（於：愛知労済会館）
■   第77〜80回幹事会・第25〜27回支部代表者会議開催
■   基本問題検討委員会（組織小委員会・生涯福祉ビジョン研究会）

の答申
■   事務局体制の強化について
■  事業団体職員労働条件に関する調査（労問研）
■   生涯福祉ビジョン検討委員会設置草案作成にはいる
■  労金マイプラン（新型カードローン）を発足
　金融自由化への対応
■  労金全国一本化問題提起される
■  愛知労済創立30周年記念行事各地域で開催
■  江蘇省総工会第2次訪日代表団（丁可則団長外5名）招請

第1回愛知県勤労者スポーツ大会（1988年）

1988
（昭和63年）

名古屋支部結成総会（1985年）
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第16回定期総会：
5月30日（於：名古屋サンプラザ）
15周年記念式典・レセプション
■   第65〜69回幹事会・第16〜19回支部代表者

会議開催
■   組織検討委員会の発足
■   福祉センター事業の発足
■  江蘇省総工会第1次訪日代表団
　（康克団長外5名）招請
■   サラ金対策に取り組む
■   愛知県勤労者美術展始まる

第18回定期総会：
5月22日（於：愛知労済会館）
■   第73〜76回幹事会・第21〜24回支部代表者

会議開催
■  労福協第1次訪中友好代表団
　（小田桐勝巳団長他5名）訪中
■   売上げ税反対、マル優廃止反対運動の展開
■   労働組合の収益事業に対する課税問題起きる
■   労働者福祉基金積立第3次計画を決定

第20回定期総会：
6月4日（於：愛知労済会館）
■  第81〜84回幹事会・第28〜32回

支部代表者会議開催
■ 連合愛知結成される
■  第1回愛知県勤労者スポーツ大会

の開催
■ 生涯福祉ビジョン草案作成
■  労福協東欧労働事情視察団派遣
■  江蘇省総工会第3次訪日代表団

（王殿和団長外4名）招請

1979 - 1988

1981
（昭和56年）

1982
（昭和57年）

1980
（昭和55年）

1979
（昭和54年）

1983
（昭和58年）

1986
（昭和61年）

1987
（昭和62年）

1985
（昭和60年）

1984
（昭和59年）

第11回定期総会：5月23日（於：愛知県勤労会館）
■  愛知県植樹祭に協力参加
■   くらがり保養所の開設
　（7月より…住宅生協に管理を依頼）
■  日中友好の舟（5月16日〜17日）協賛団体として協力
■   労働者福祉基金制度特別委員会を発足して検討に入る
■   支部労福協の発足（名古屋北支部）

第12回定期総会：7月29日（於：愛知県勤労会館）
■   労働者福祉基金制度について検討結果を幹事会、総会に

答申
■  海外研修　第一次オーストラリア、ニュージーランド

（昭和56年2月14日〜25日）参加者7名
■   支部労福協の発足（尾張北支部）

第14回定期総会：7月29日（於：愛知県勤労会館）
■   ブロンズの会発足
■   収益事業に係る労働組合の課税問題について対策委員会を設置
■   中央労福協による支部活動の実態調査
■  福祉事業団体職員の労働条件問題研究会発足
■   労働者厚生福祉センター構想について検討委員会発足
■   支部労福協の発足（尾張東支部、尾張西支部）

支部研修会（1982年） 愛知労福協研修会　労働組合と課税問題（1983年）

第15回定期総会：5月20日（於：愛知県勤労会館）
■   労福協事務局長の専従制の実施（9月1日より）
■   愛知県及び名古屋市に対し、厚生省の医療保険改悪案に

反対する要請行動
■   収益事業に係る労働組合の課税問題対策
■   組織活動と支部体制について特別委員会の設置、検討を行う
■   愛知県（労福協）と中国江蘇省（総工会）との定期協議

問題についての検討と具体化の促進

第13回定期総会：7月28日（於：愛知県勤労会館）
■   グリーンカード問題と労金メイン化運動の推進に協力
■   労働者福祉基金制度の答申に沿って、設立準備を関係行政機関

と折衝を深める（昭和57年4月1日　財団法人愛知県労働者福祉
基金協会として、愛知県知事より許可あり発足する）

■  海外研修　第二次オーストラリア、ニュージーランド
　（昭和56年5月16日〜26日）参加者7名
■   支部労福協の発足（西三河支部）

第17回定期総会：
6月14日（於：愛知労済会館）
■   第70〜72回幹事会・第20回支部

代表者会議開催
■   支部労福協の名古屋支部結成
　（傘下に名古屋市内6分会）
■   基本問題について検討始める
　（基本問題検討委員会設置）
■   生涯福祉ビジョンについて検討

始める
■  江蘇省総工会と労働文化交流協

定を締結する

第19回定期総会：　6月　5日（於：愛知労済会館）
　　　臨時総会：12月21日（於：愛知労済会館）
■   第77〜80回幹事会・第25〜27回支部代表者会議開催
■   基本問題検討委員会（組織小委員会・生涯福祉ビジョン研究会）

の答申
■   事務局体制の強化について
■  事業団体職員労働条件に関する調査（労問研）
■   生涯福祉ビジョン検討委員会設置草案作成にはいる
■  労金マイプラン（新型カードローン）を発足
　金融自由化への対応
■  労金全国一本化問題提起される
■  愛知労済創立30周年記念行事各地域で開催
■  江蘇省総工会第2次訪日代表団（丁可則団長外5名）招請

第1回愛知県勤労者スポーツ大会（1988年）

1988
（昭和63年）

名古屋支部結成総会（1985年）

90 91

愛知労福協のあゆみ｜1979年〜1988年（昭和54年〜63年）



第26回通常総会：
5月27日（於：メルパルクNAGOYA）
結成25周年記念講演会、記念レセプションを開催
招待者約300名
■   新規事業、調査・研究委員会

を設置、調査・検討を開始
■   1995年1月17日発生の阪神・

淡路大震災の救援活動への
取り組み

■  第4次友好訪中代表団・愛知
労済訪中団派遣

■  第15次友好訪中団派遣
■  連合愛知、労福協合同ラト

ビア、調査団派遣

第28回通常総会：
5月28日（於：愛知労働金庫新本店）
■   新規事業発足準備プロジェクトチームを編成、専門プロ

ジェクトチームを編成、新規事業実施の検討を深め、総
会に「総合サービスセンター事業計画」案を提出

■   退職者ネットワークづくりの推進、19地区に「労福協
支部友の会」結成

■   愛知県労働者福祉基金協会、基金の基本積立額10億円
を達成

■   支部事務局体制の見直しについて、県下3ブロックに専
任化を検討

■   知多地区5市5町の広域による中小企業勤労者福祉サー
ビスセンター準備室設置への参画

■   「豊田市中小企業勤労者福祉サービスセンター」が発足
■  第5次友好訪中代表団派遣

第30回通常総会：
5月29日（於：愛知労済会館）
■  福祉事業団体あり方検討委員

会を設置し、生涯福祉の確立
にむけた労働福祉運動のあり
方、福祉事業団体の事業推進
強化と果たすべき役割などに
ついて検討

■  「ハートフルセンター」の拡
大・充実にむけた取り組み

■  支部専従体制の充実、前年に
続き知多支部に支部副事務局
長の専任化を実施

■  愛知労福協30周年記念行事の
検討、準備

1989 - 1998

1989
（平成元年）

1996
（平成8年）

1997
（平成9年）

1995
（平成7年）

1994
（平成6年）

自主福祉づくりフォーラム
（1994年）

新規事業
プロジェクト発会式

（1996年）

第27回通常総会：5月26日（於：愛知労済会館）
■  福祉事業団体相互の協カ・協同化の推進
■   新規事業検討委員会を設置、検討を深め「新規事業に

関する答申」をまとめ総会に報告
■   退職者組織化対策委員会を設置、「退職者組織化に関

する答申」を集約
■  江蘇省総工会第6次友好訪日代表団を受け入れ
■  労福協海外労働福祉事情調査団派遣

第29回通常総会：5月27日（於：愛知労済会館）
■   「総合サービスセンター」（愛称「ハートフルセンター」）

が発足
■   支部体制の強化について、1998年4月より東三河、豊田、尾

張西の3支部に支部副事務局長として福祉事業団体職員の専
任化を実施

■   「ブロンズの会」創立15周年記念総会を実施
■   「知多地区中小企業勤労者福祉サービスセンター」（わーく

りぃ知多）が発足
■   国際交流について、連合愛知と江蘇省総工会との労働文化交

流協定締結される
■ 第17次友好訪中団派遣
■  日中国交正常化25周年記念行事代表団派遣
■  江蘇省総工会第7次友好訪日代表団受け入れ

1998
（平成10年）

第21回通常総会：
5月19日（於：サン笠寺）
■   創立20周年記念式典・祝賀会　出席者300名
■ 愛知労福協教育ローン利子補給制度の発足
■ 第2回勤労者スポーツ大会の開催
■ 消費税問題についての研修会への参加
■  労福協特別訪中団派遣
■  労福協海外労働事情調査団派遣
■  江蘇省総工会特使訪日団の受け入れ

第23回通常総会：
5月24日（於：愛知労済会館）
■   連合愛知と福祉にかかわる

活動領域、分野調整などの
話し合いを実施

■   中国大水害に対する見舞金
（50万円）を送金

■  第13次友好訪中団派遣
■  江蘇省総工会大・中型企業

労組指導者友好訪日視察団
の受け入れ

■  江蘇省総工会との福祉シン
ポジウム訪中団派遣

■  江蘇省総工会第4次訪日代表
団の受け入れ

第25回通常総会：5月31日（於：愛知労済会館）
■  支部あり方検討委員会を設置し、連合時代にお

ける労福協活動のあり方、支部組織のあり方、
組織化指針、支部体制について、会費徴収基準
について等を検討、答申

■  規定・内規の制定および改訂
■  豪州労働福祉事情調査団派遣
■  第14次友好訪中団派遣
■  江蘇省総工会第5次友好訪日代表団受け入れ

福祉事業団体幹部職員研修（1991年）

第24回通常総会：5月22日（於：愛知労済会館）
■  第64回メーデー、オープニングフェスティバルに福祉

事業団として、ひとつのパビリオンを担当
■  報酬等検討委員会を設置し福祉事業団体役職員の処遇の

あり方、県労福協規定、内規の見直し等検討
■ 第100回幹事会（1993年2月26日）記念パーティ実施
■  第3次友好訪中代表団派遣
■ 日中国交正常化20周年記念訪中団派遣
■  国際交流推進功労者表彰受賞、国際交流協会より県労福

協が表彰される

中国江蘇省との交流協定5周年の訪中（1990年）

1992
（平成4年）

1993
（平成5年）

1989
（平成元年）

1991
（平成3年）

第22回通常総会：
5月28日（於：愛知労済会館）
■   事務局体制の強化、労福協事務局次

長に愛知労済より、竹下睦雄氏を専
従派遣（1991年4月より）

■   共同募金（赤い羽根）運動に参加、
労福協として初めて活動

■   （財）岡崎市中小企業勤労者福祉
サービスセンター設立への取り組み

■  第2次友好訪中代表団派遣
■  第12次友好訪中団派遣
■  江蘇省総工会交流協定5周年慶祝記

念行事参加訪中

1990
（平成2年）

92 93

愛知労福協のあゆみ｜1989年〜1998年（平成元年〜10年）



第26回通常総会：
5月27日（於：メルパルクNAGOYA）
結成25周年記念講演会、記念レセプションを開催
招待者約300名
■   新規事業、調査・研究委員会

を設置、調査・検討を開始
■   1995年1月17日発生の阪神・

淡路大震災の救援活動への
取り組み

■  第4次友好訪中代表団・愛知
労済訪中団派遣

■  第15次友好訪中団派遣
■  連合愛知、労福協合同ラト

ビア、調査団派遣

第28回通常総会：
5月28日（於：愛知労働金庫新本店）
■   新規事業発足準備プロジェクトチームを編成、専門プロ

ジェクトチームを編成、新規事業実施の検討を深め、総
会に「総合サービスセンター事業計画」案を提出

■   退職者ネットワークづくりの推進、19地区に「労福協
支部友の会」結成

■   愛知県労働者福祉基金協会、基金の基本積立額10億円
を達成

■   支部事務局体制の見直しについて、県下3ブロックに専
任化を検討

■   知多地区5市5町の広域による中小企業勤労者福祉サー
ビスセンター準備室設置への参画

■   「豊田市中小企業勤労者福祉サービスセンター」が発足
■  第5次友好訪中代表団派遣

第30回通常総会：
5月29日（於：愛知労済会館）
■  福祉事業団体あり方検討委員

会を設置し、生涯福祉の確立
にむけた労働福祉運動のあり
方、福祉事業団体の事業推進
強化と果たすべき役割などに
ついて検討

■  「ハートフルセンター」の拡
大・充実にむけた取り組み

■  支部専従体制の充実、前年に
続き知多支部に支部副事務局
長の専任化を実施

■  愛知労福協30周年記念行事の
検討、準備

1989 - 1998

1989
（平成元年）

1996
（平成8年）

1997
（平成9年）

1995
（平成7年）

1994
（平成6年）

自主福祉づくりフォーラム
（1994年）

新規事業
プロジェクト発会式

（1996年）

第27回通常総会：5月26日（於：愛知労済会館）
■  福祉事業団体相互の協カ・協同化の推進
■   新規事業検討委員会を設置、検討を深め「新規事業に

関する答申」をまとめ総会に報告
■   退職者組織化対策委員会を設置、「退職者組織化に関

する答申」を集約
■  江蘇省総工会第6次友好訪日代表団を受け入れ
■  労福協海外労働福祉事情調査団派遣

第29回通常総会：5月27日（於：愛知労済会館）
■   「総合サービスセンター」（愛称「ハートフルセンター」）

が発足
■   支部体制の強化について、1998年4月より東三河、豊田、尾

張西の3支部に支部副事務局長として福祉事業団体職員の専
任化を実施

■   「ブロンズの会」創立15周年記念総会を実施
■   「知多地区中小企業勤労者福祉サービスセンター」（わーく

りぃ知多）が発足
■   国際交流について、連合愛知と江蘇省総工会との労働文化交

流協定締結される
■ 第17次友好訪中団派遣
■  日中国交正常化25周年記念行事代表団派遣
■  江蘇省総工会第7次友好訪日代表団受け入れ

1998
（平成10年）

第21回通常総会：
5月19日（於：サン笠寺）
■   創立20周年記念式典・祝賀会　出席者300名
■ 愛知労福協教育ローン利子補給制度の発足
■ 第2回勤労者スポーツ大会の開催
■ 消費税問題についての研修会への参加
■  労福協特別訪中団派遣
■  労福協海外労働事情調査団派遣
■  江蘇省総工会特使訪日団の受け入れ

第23回通常総会：
5月24日（於：愛知労済会館）
■   連合愛知と福祉にかかわる

活動領域、分野調整などの
話し合いを実施

■   中国大水害に対する見舞金
（50万円）を送金

■  第13次友好訪中団派遣
■  江蘇省総工会大・中型企業

労組指導者友好訪日視察団
の受け入れ

■  江蘇省総工会との福祉シン
ポジウム訪中団派遣

■  江蘇省総工会第4次訪日代表
団の受け入れ

第25回通常総会：5月31日（於：愛知労済会館）
■  支部あり方検討委員会を設置し、連合時代にお

ける労福協活動のあり方、支部組織のあり方、
組織化指針、支部体制について、会費徴収基準
について等を検討、答申

■  規定・内規の制定および改訂
■  豪州労働福祉事情調査団派遣
■  第14次友好訪中団派遣
■  江蘇省総工会第5次友好訪日代表団受け入れ

福祉事業団体幹部職員研修（1991年）

第24回通常総会：5月22日（於：愛知労済会館）
■  第64回メーデー、オープニングフェスティバルに福祉

事業団として、ひとつのパビリオンを担当
■  報酬等検討委員会を設置し福祉事業団体役職員の処遇の

あり方、県労福協規定、内規の見直し等検討
■ 第100回幹事会（1993年2月26日）記念パーティ実施
■  第3次友好訪中代表団派遣
■ 日中国交正常化20周年記念訪中団派遣
■  国際交流推進功労者表彰受賞、国際交流協会より県労福

協が表彰される

中国江蘇省との交流協定5周年の訪中（1990年）

1992
（平成4年）

1993
（平成5年）

1989
（平成元年）

1991
（平成3年）

第22回通常総会：
5月28日（於：愛知労済会館）
■   事務局体制の強化、労福協事務局次

長に愛知労済より、竹下睦雄氏を専
従派遣（1991年4月より）

■   共同募金（赤い羽根）運動に参加、
労福協として初めて活動

■   （財）岡崎市中小企業勤労者福祉
サービスセンター設立への取り組み

■  第2次友好訪中代表団派遣
■  第12次友好訪中団派遣
■  江蘇省総工会交流協定5周年慶祝記

念行事参加訪中

1990
（平成2年）

92 93

愛知労福協のあゆみ｜1989年〜1998年（平成元年〜10年）



第33回定期総会：5月31日（於：アビタン）
■   中小未組織勤労者への福祉拡充
■   友の会検討委員会設置し、組織の拡大と活性化を推進
■ 第19次友好訪中団派遣
■ 江蘇省総工会第9次訪日代表団の受け入れ

1999 - 2002

2002
（平成14年）

第34回定期総会：5月31日（於：アビタン）
■   2005年国際博覧会「愛・地球博」に連合愛知と共

同参加を決定
■ 連合・労福協万博センターを開設
■ 愛・地球博ボランティアセンターを設立
■ 5県労福協連絡会議を開催

第31回定期総会：5月28日
（於：愛知県勤労会館）
■  愛知県植樹祭に協力参加
■   くらがり保養所の開設
■  「日中友好の舟」協賛団体として協力
■   名古屋北支部発足
■   労働者福祉基金制度について検討結果を幹事会、

総会に答申
■  オーストラリア・ニュージーランドに海外研修
■   尾張北支部発足

■  日中国交正常化30周年記念特別訪日
団受入

■  福祉事業団体の基盤を強化
■ 税務サポート研修会を開催

愛知労福協支部役員研修会 愛知県労働協会の文化事業推進懇談会

中部労福協研究集会税務サポート研修会
愛・地球博会場予定地の

海上の森見学日中国交正常化30周年を記念して江蘇省からの訪日

愛知労福協創立30周年記念講演会

江蘇省総工会から第9次訪日名古屋市への要請
第72回メーデー

「夢とロマンパビリオン」SC（サービスセンター）対策委員会

第32回定期総会：5月31日（於：アビタン）
■  東海労働金庫の発足に対して体制を強化
■   ハートフル事業に介護支援専門員を配置して福祉相談サービスを開始
■   ブライダルin事業を協同化
■ 第7次友好訪中代表団派遣
■ 第2次友好訪日団受入

2000
（平成12年）

1999
（平成11年）

2000年3月2日 中央労福協結成50周年記念式典・祝賀会 ブロンズの会総会 2000年 メーデーフェスティバル

2001
（平成13年）

94 95

愛知労福協のあゆみ｜1999年〜2002年（平成11年〜14年）



第33回定期総会：5月31日（於：アビタン）
■   中小未組織勤労者への福祉拡充
■   友の会検討委員会設置し、組織の拡大と活性化を推進
■ 第19次友好訪中団派遣
■ 江蘇省総工会第9次訪日代表団の受け入れ

1999 - 2002

2002
（平成14年）

第34回定期総会：5月31日（於：アビタン）
■   2005年国際博覧会「愛・地球博」に連合愛知と共

同参加を決定
■ 連合・労福協万博センターを開設
■ 愛・地球博ボランティアセンターを設立
■ 5県労福協連絡会議を開催

第31回定期総会：5月28日
（於：愛知県勤労会館）
■  愛知県植樹祭に協力参加
■   くらがり保養所の開設
■  「日中友好の舟」協賛団体として協力
■   名古屋北支部発足
■   労働者福祉基金制度について検討結果を幹事会、

総会に答申
■  オーストラリア・ニュージーランドに海外研修
■   尾張北支部発足

■  日中国交正常化30周年記念特別訪日
団受入

■  福祉事業団体の基盤を強化
■ 税務サポート研修会を開催

愛知労福協支部役員研修会 愛知県労働協会の文化事業推進懇談会

中部労福協研究集会税務サポート研修会
愛・地球博会場予定地の

海上の森見学日中国交正常化30周年を記念して江蘇省からの訪日

愛知労福協創立30周年記念講演会

江蘇省総工会から第9次訪日名古屋市への要請
第72回メーデー

「夢とロマンパビリオン」SC（サービスセンター）対策委員会

第32回定期総会：5月31日（於：アビタン）
■  東海労働金庫の発足に対して体制を強化
■   ハートフル事業に介護支援専門員を配置して福祉相談サービスを開始
■   ブライダルin事業を協同化
■ 第7次友好訪中代表団派遣
■ 第2次友好訪日団受入

2000
（平成12年）

1999
（平成11年）

2000年3月2日 中央労福協結成50周年記念式典・祝賀会 ブロンズの会総会 2000年 メーデーフェスティバル

2001
（平成13年）
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愛知労福協のあゆみ｜1999年〜2002年（平成11年〜14年）



2003 - 2006

2006
（平成18年）

第38回定期総会：5月26日（於：アビタン）
■   クレ・サラ（消費者金融）の高金利引き下げを求める署名と諸活動を展開
■  安心ネットワーク地域センターの設立準備活動
■  事業団体若年職員研修会を開催
■  支部専任担当者を増員して、支部活動を強化
■ 第14次友好訪日代表団を受け入れ

第35回定期総会：5月30日（於：アビタン）
■   中央・中部労福協との連携を強化
■   愛・地球博での「地球市民村」への出展参加

を準備
■   「子どもエコワールドツアー」の開催
■   第1期ボランティアリーダー養成講座を開講
■   ハートフルセンター福利厚生部を発足

2004
（平成16年）

2003年 メーデーフェスティバル愛・地球博会場づくり風景

全国ボランティア研修会豊田情報発信センター開設共同募金会からの感謝状

瀬戸市海上の森での
森づくりボランティア活動 愛知県勤労者美術展

■   税務研修会を開催
■   支部活動の強化に向け6支部に副事務局長を配置
■   友の会連絡会の名称を「友の会」に変更
■   姫路市中小企業共済センターを視察・研修
■ 江蘇省総工会第10次友好訪日代表団受け入れ

　
■   団塊の世代問題に対する課題等の研修会を実施
■   豊田情報発信センターの開設と業務の実施

第36回定期総会：5月28日（於：アビタン）
■  森づくりボランティアやクリーンキャンペーンに参加・協力
■   れあろのホームページを開設
■   愛知県労働協会や愛知県国際交流会などに役員の派遣と活動の支援を行う

勤信協の解散

■   勤信協が日信協に事業譲渡
■ 第20次友好訪中団派遺

■   大垣市勤労者福祉サービスセンターを視察・
研修

■ 第21次友好訪中団派遣
■ 江蘇省友好訪日代表団を受け入れ

江蘇省代表団との愛・地球博記念式典シンポジウム
大垣市勤労者福祉

サービスセンターの視察 第21次友好訪中の招待宴
中央労福協の全国研究集会

（名古屋市）

2003
（平成15年）

2005
（平成17年）

事業団体若年職員研修会高金利引き下げを求める街頭活動
海部支部友の会の津島市「彩雲館」

での軽作業ボランティア活動ブロンズの会総会

第37回定期総会：5月30日（於：アビタン）
■   中央労福協主催の全国研究集会を名古屋市で開催
■   愛・地球博に出展参加
■   ライフプランセミナー（退職準備セミナー）の開催
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2003 - 2006

2006
（平成18年）
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■  事業団体若年職員研修会を開催
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■ 第14次友好訪日代表団を受け入れ
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を準備
■   「子どもエコワールドツアー」の開催
■   第1期ボランティアリーダー養成講座を開講
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■   友の会連絡会の名称を「友の会」に変更
■   姫路市中小企業共済センターを視察・研修
■ 江蘇省総工会第10次友好訪日代表団受け入れ

　
■   団塊の世代問題に対する課題等の研修会を実施
■   豊田情報発信センターの開設と業務の実施

第36回定期総会：5月28日（於：アビタン）
■  森づくりボランティアやクリーンキャンペーンに参加・協力
■   れあろのホームページを開設
■   愛知県労働協会や愛知県国際交流会などに役員の派遣と活動の支援を行う

勤信協の解散

■   勤信協が日信協に事業譲渡
■ 第20次友好訪中団派遺

■   大垣市勤労者福祉サービスセンターを視察・
研修

■ 第21次友好訪中団派遣
■ 江蘇省友好訪日代表団を受け入れ

江蘇省代表団との愛・地球博記念式典シンポジウム
大垣市勤労者福祉

サービスセンターの視察 第21次友好訪中の招待宴
中央労福協の全国研究集会

（名古屋市）

2003
（平成15年）

2005
（平成17年）

事業団体若年職員研修会高金利引き下げを求める街頭活動
海部支部友の会の津島市「彩雲館」

での軽作業ボランティア活動ブロンズの会総会

第37回定期総会：5月30日（於：アビタン）
■   中央労福協主催の全国研究集会を名古屋市で開催
■   愛・地球博に出展参加
■   ライフプランセミナー（退職準備セミナー）の開催
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第40回定期総会：5月23日
（於：ワークライフプラザれあろ）
■   愛知労福協 創立40周年記念行事の検討、

準備
■   愛知労福協 友の会 結成10周年
■   反貧困全国キャラバン
■  福祉事業団体 若年職員研修会
■  福祉事業団体 幹部職員研修会

2007 - 2008

2008
（平成20年）

第39回定期総会：5月25日（於：アビタン）
■   退職準備セミナーを全支部で開催
■  福祉事業団体幹部職員研修会を開催
■ 第22次友好訪中団派遣
■ 日中国交正常化25周年記念行事代表団派遣
■ 江蘇省総工会第7次友好訪日代表団受け入れ
■   ハートフルセンター10周年

1989
（平成元年）
2007

（平成19年）

愛知県への要請名古屋市への要請 変えよまい格差社会の街頭PR

中部労福協定第39回定期総会

名古屋ブロック退職準備セミナーハートフルセンター10周年記念式典・祝賀パーティ

愛知労福協第40回通常総会

反貧困全国キャラバン（愛知県）

中部労福協第1回代表者会議

愛知県勤労者スポーツ大会ソフトボールの部　開会式

毎年恒例の事業団体合同懇親会 福祉事業団体幹部研修会労福協友の会結成10周年記念の鹿児島と屋久島旅行福祉事業団体若年職員研修会
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第40回定期総会：5月23日
（於：ワークライフプラザれあろ）
■   愛知労福協 創立40周年記念行事の検討、

準備
■   愛知労福協 友の会 結成10周年
■   反貧困全国キャラバン
■  福祉事業団体 若年職員研修会
■  福祉事業団体 幹部職員研修会

2007 - 2008

2008
（平成20年）

第39回定期総会：5月25日（於：アビタン）
■   退職準備セミナーを全支部で開催
■  福祉事業団体幹部職員研修会を開催
■ 第22次友好訪中団派遣
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■ 江蘇省総工会第7次友好訪日代表団受け入れ
■   ハートフルセンター10周年
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2007

（平成19年）

愛知県への要請名古屋市への要請 変えよまい格差社会の街頭PR

中部労福協定第39回定期総会

名古屋ブロック退職準備セミナーハートフルセンター10周年記念式典・祝賀パーティ

愛知労福協第40回通常総会

反貧困全国キャラバン（愛知県）

中部労福協第1回代表者会議

愛知県勤労者スポーツ大会ソフトボールの部　開会式

毎年恒例の事業団体合同懇親会 福祉事業団体幹部研修会労福協友の会結成10周年記念の鹿児島と屋久島旅行福祉事業団体若年職員研修会
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2009 - 2010
第41回通常総会：5月29日（於：ワークライフプラザれあろ）
■  森づくりボランティア
■ 江蘇省総工会訪日団表敬訪問
■   愛知労福協 創立40周年記念レセプション
■ 愛知労福協 第23次友好訪中団派遣

2009
（平成21年）

第42回通常総会：6月11日
（於：アビタン）
■ 安心ネットワーク尾張東センター
　設立準備会
■  中部労福協 第40回定期総会及び
　結成40周年記念レセプション
■  上海万博記念友好交流訪中団派遣

2010
（平成22年）

60周年レセプション

40周年レセプション 会長あいさつ

40周年レセプション

労働福祉功労賞 授賞式

労働福祉功労賞 受賞者あいさつ江蘇省総工会友好訪日代表団表敬訪問

中部労福協 第40回定期総会

安心ネットワーク設立準備会

愛知労福協 第42回通常総会

上海万博記念友好交流訪中団 C班（於：無錫市錫恵公園）上海万博記念友好交流訪中団 B班（於：上海万博会場）上海万博記念友好交流訪中団 A班（於：南京城壁）
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2009 - 2010
第41回通常総会：5月29日（於：ワークライフプラザれあろ）
■  森づくりボランティア
■ 江蘇省総工会訪日団表敬訪問
■   愛知労福協 創立40周年記念レセプション
■ 愛知労福協 第23次友好訪中団派遣

2009
（平成21年）

第42回通常総会：6月11日
（於：アビタン）
■ 安心ネットワーク尾張東センター
　設立準備会
■  中部労福協 第40回定期総会及び
　結成40周年記念レセプション
■  上海万博記念友好交流訪中団派遣

2010
（平成22年）

60周年レセプション

40周年レセプション 会長あいさつ

40周年レセプション

労働福祉功労賞 授賞式

労働福祉功労賞 受賞者あいさつ江蘇省総工会友好訪日代表団表敬訪問

中部労福協 第40回定期総会

安心ネットワーク設立準備会

愛知労福協 第42回通常総会

上海万博記念友好交流訪中団 C班（於：無錫市錫恵公園）上海万博記念友好交流訪中団 B班（於：上海万博会場）上海万博記念友好交流訪中団 A班（於：南京城壁）
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2011 - 2012
第43回通常総会：5月27日（於：アビタン）
■  第24次友好交流訪中団派遣
■ 東日本大震災街頭カンパ

2011
（平成23年）

第44回通常総会：5月25日（於：アビタン）
■ ブロンズの会 第31回総会・記念レセプション
■ ロシア クラスノヤルスク訪日団表敬訪問
■  ロシア クラスノヤルスク訪日団講演会／交流
　の夕べ

2012
（平成24年）

連合愛知 大震災街頭カンパ連合愛知 大震災街頭カンパ

名古屋地協メーデー

愛知労福協 第172回幹事会

愛知労福協 第43回通常総会 第24次友好交流訪中団

ブロンズの会 総会ブロンズの会 結成30周年記念レセプション

ロシア クラスノヤルスク訪日団表敬訪問ロシア クラスノヤルスク訪日団表敬訪問

ブロンズの会
結成30周年記念レセプション
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2011 - 2012
第43回通常総会：5月27日（於：アビタン）
■  第24次友好交流訪中団派遣
■ 東日本大震災街頭カンパ

2011
（平成23年）

第44回通常総会：5月25日（於：アビタン）
■ ブロンズの会 第31回総会・記念レセプション
■ ロシア クラスノヤルスク訪日団表敬訪問
■  ロシア クラスノヤルスク訪日団講演会／交流
　の夕べ
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（平成24年）

連合愛知 大震災街頭カンパ連合愛知 大震災街頭カンパ

名古屋地協メーデー
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愛知労福協 第43回通常総会 第24次友好交流訪中団

ブロンズの会 総会ブロンズの会 結成30周年記念レセプション
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ブロンズの会
結成30周年記念レセプション
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2013 - 2014
第45回通常総会：5月24日（於：アビタン）
■   訪中代表団
■   幹部職員研修 
■  友の会の集い
■ 愛知県・名古屋市への行政要請
■ ブロンズの会 30周年記念「中国友好交流ツアー」

2013
（平成25年）

第46回通常総会：5月23日（於：アビタン）
■   労働者自主福祉シンポジウム
■ 愛知労福協 第25次友好訪中団派遣（20名）
■   県友の会 東日本大震災復興の応援ツアー（宮城）

2014
（平成26年）訪中代表団

行政要請愛知労福協 第45回通常総会 友の会の集い幹部職員研修会

県友の会 東日本大震災復興の応援ツアー（宮城）
民話の語り部 県友の会 東日本大震災復興の応援ツアー（宮城）

愛知労福協 第25次友好訪中団派遣（於：無錫市錫恵公園）南京市江蘇省総工会表敬訪問労働者自主福祉シンポジウム
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2013 - 2014
第45回通常総会：5月24日（於：アビタン）
■   訪中代表団
■   幹部職員研修 
■  友の会の集い
■ 愛知県・名古屋市への行政要請
■ ブロンズの会 30周年記念「中国友好交流ツアー」

2013
（平成25年）

第46回通常総会：5月23日（於：アビタン）
■   労働者自主福祉シンポジウム
■ 愛知労福協 第25次友好訪中団派遣（20名）
■   県友の会 東日本大震災復興の応援ツアー（宮城）

2014
（平成26年）訪中代表団

行政要請愛知労福協 第45回通常総会 友の会の集い幹部職員研修会

県友の会 東日本大震災復興の応援ツアー（宮城）
民話の語り部 県友の会 東日本大震災復興の応援ツアー（宮城）

愛知労福協 第25次友好訪中団派遣（於：無錫市錫恵公園）南京市江蘇省総工会表敬訪問労働者自主福祉シンポジウム
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2015 - 2016
第47回通常総会：5月22日（於：アビタン）
■  江蘇省総工会第16次友好訪日代表団表敬訪問／

歓迎宴
■ 中国江蘇省総工会訪日団表敬訪問
■ 中央労福協 全国研究集会
■ 愛知県・名古屋市への行政要請
■ 労福協・事業団体 合同懇親会

2015
（平成27年）

第48回通常総会：5月20日（於：アビタン）
■   福祉事業団体 若年職員研修会
■   福祉事業団体 幹部職員研修会
■ 愛知労福協 第26次友好訪中団 派遣
■ 奨学金街宣行動
　（連合愛知クラシノソコアゲ応援団）

2016
（平成28年）

江蘇省総工会第16次友好訪日代表団表敬訪問

労働福祉功労賞 授賞式

愛知労福協 第47回通常総会

行政要請労福協・事業団体合同懇親会全国研究集会

若年職員研修会若年職員研修会

奨学金街宣行動

幹部職員研修会愛知労福協 第26次友好訪中団 派遣愛知労福協 第26次友好訪中団 派遣
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2015 - 2016
第47回通常総会：5月22日（於：アビタン）
■  江蘇省総工会第16次友好訪日代表団表敬訪問／

歓迎宴
■ 中国江蘇省総工会訪日団表敬訪問
■ 中央労福協 全国研究集会
■ 愛知県・名古屋市への行政要請
■ 労福協・事業団体 合同懇親会

2015
（平成27年）

第48回通常総会：5月20日（於：アビタン）
■   福祉事業団体 若年職員研修会
■   福祉事業団体 幹部職員研修会
■ 愛知労福協 第26次友好訪中団 派遣
■ 奨学金街宣行動
　（連合愛知クラシノソコアゲ応援団）
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2017 - 2018
第49回通常総会：5月26日（於：アビタン）
■   第34回愛知県勤労者美術展 表彰式
■ 江蘇省総工会第17回友好訪日代表団表敬訪問・歓迎宴
■     わらび座公演ミュージカル「KINJIRO！」
■   愛知県・名古屋市への要請行動
■   愛知労福協・福祉事業団体 合同懇親会
■   ブロンズの会 35周年記念レセプション

2017
（平成29年）

第50回通常総会：5月25日
（於：アビタン）
■ 第27次友好訪中団
■ 幹事会役員研修会
■ わーくりぃ知多 創立20周年

2018
（平成30年）

  愛知労福協・福祉事業団体 合同懇親会ブロンズの会 結成35周年記念レセプション

愛知県 要請書提出江蘇省総工会第17回友好訪日代表団表敬訪問・歓迎宴

  第34回勤労者美術展 表彰式

名古屋市 要請書提出

  わらび座公演ミュージカル「KINJIRO！」
  わらび座公演ミュージカル「KINJIRO！」

愛知労福協 第50回通常総会 畑新会長挨拶

中央労福協シンポジウム「女性のひろば」第27次友好訪中団 幹事会役員研修会

労働功労福祉功労賞 表彰
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連帯することの意味を問い直す

　「歴史を忘れた民族は滅ぶ」という
格言があります。この格言は、過去5
千年の世界の文明を、それぞれ発生・
成長・衰退・解体の過程を詳細に分析
したイギリスの歴史学者アーノルド・
J・トインビーの膨大な歴史書から導
き出した結論だといいます。しかしこ
れは、民族・文明に限らず、あらゆる
組織・団体に共通する警句でもありま
す。その意味で、愛知県労福協が創立
50年を機に、歴史を振り返り、自らの
組織の基盤を再確認する記念誌の刊行
は、まさに時宜にかなった企画だと思
うのです。

　働く者どうしの連帯・相互扶助を実

現するために誕生した全国の労福協運
動。ここでは、この50年の間に、人々
の連帯感がどのように育まれ、変容し
てきたのか、その原因とこれからを考
えてみたいと思います。それが新しい
時代の愛知県労福協の運動に少しでも
参考になればとの思いを込めて。

1950〜60年代の二本の映画から連帯・

絆の意味を考える

　周知のとおり、1960年代に労福協運
動は全国的に広がりをみせます。愛知
労福協もその一つでした。1956年の経
済白書は「もはや戦後ではない」と日
本経済が戦前の水準を回復したと宣
言、経済成長が続いていたとはいえ、

1960年代になっても労働者の生活はま
だ相変わらず厳しかった時代です。ま
ずは、その時代を二つの映画を通して
振り返ってみましょう。

　一つ目は、東京オリンピックを控え
た当時の市井の生活と、助け合い・
かばい合って生きる人間関係を描い
た1962年に封切られた「キューポラ
のある街」という日活映画です。舞台
は鋳物の街、埼玉県川口、主演は吉永
小百合。川口には、当時多くの鋳物工
場があり、円筒形をした溶銑炉の煙突
（キューポラ）が工場建屋の上に飛び
出ている独特の風景が展開していまし
た。リストラにあった鋳物職人を父に
持つ中学3年生のジュンが、貧しいが
ゆえに全日制高校への進学をあきら

め、就職し定時制高校に行く決断をす
る過程を描いた映画です。

　リストラされた父親を支援する労働
組合や歌声サークルなどの労働組合の
文化活動が描かれる一方で、ジュンの
家族・兄弟・友人たちが助け合って生
きる関係性が映し出されています。貧
乏だけれど孤立していない連帯・相互
扶助の姿が伝わってくる内容で、ヒロ
イン役で主演した吉永小百合がこの映
画でブルーリボン賞を受賞したのもう
なずける作品です。

　もう一つは1957年に撮られた「ボタ
山の絵日記」というドキュメンタリー
映画。九州北部の炭鉱地域の小学校長
期欠席児童の生活と労働、彼らを学校
に復帰させるために力を注ぐ教職員、
地域の人々の活動の記録です。小中学
校の教科書無償化が完全実施されたの
は1969年でした。それ以前は、貧しさ
ゆえに教科書が買えず学校に通えない
子供たちが100万人を超え、全国的に
深刻な問題だったのです。

　映画の中に、下はまだ4歳ぐらいの
小さな子供から上は高学年の学校に通

えない10人の子供たちが、そろって
沼地にザリガニを獲りに行き、獲っ
たザリガニを分配する5分ほどのシー
ンが出てきます。「魚が買えないので
ザリガニを食べます。これを蒸して塩
を振って食べるのです」というナレー
ションとともに子供たちが泥んこに
なって楽しそうに笑顔でザリガニを獲
る姿が映されます。

　獲れたザリガニは86匹、それぞれの
家の人の数は全部で28人、地面に86÷
28の計算式が書かれ、答えは3あまり2
と計算していく。「やはり大きい子が
たくさん獲りました。けれども分ける
ときは公平に分けるのです」。一番た
くさん獲った徹夫君は「お父さんと二
人で6匹」、一匹も取れなかった小さな
広ちゃんは5人家族なので「15匹もらい
ました」と順次家族数に応じて分配さ
れていく。みんなが家路につきかけた
その時、あまりの2匹を徹夫君が広ちゃ
んのバケツに入れてやるシーンで終わ
る、たったそれだけの映像です。

　わずか5分の映像の中に、10人の子
供たちに育まれている濃密な人間関係

が伝わってくる。何よりも、誰が教え
たわけでもない「能力に応じて働き、
必要に応じて分配する」という連帯の
原型が見えるのです。

果たしてこれが「公平」なのだろうか

〜連帯感の変化

　最近、講演する機会があるたびにこ
の「ザリガニ」の映画を上映して、参
加者の感想を聞くことにしています。
若い世代の感想はおおむね、「う〜
ん、美しいねぇ。でも、一番たくさん
獲った徹夫君が6匹で、一匹も獲れな
かった広ちゃんが15匹とおまけの2匹
で17匹貰うって、何かおかしくない？
かえって不公平だよ」。

　考えてみれば、この世代は1991年の
バブル崩壊後に生まれ、学校でも職場
でも自己責任論や能力成果主義が覆い
尽くした時代に育っています。だから
といって、そうした世代に助け合い、
相互扶助、連帯の心が全く育っていな
いわけではありません。この映像を
「美しい」と感じているのですから。

歴史から学び
あたらしい時代への飛翔を期待する

元労働者福祉中央協議会 事務局長
現同講師団講師　高橋　均 氏
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けれども、能力に差がある以上、結
果についてもある程度の差があって当
然で、この場合、徹夫君はもう少し多
く受け取るのが公平だと感じているの
です。1950〜60年代には当たり前だと
思っていた「連帯感」が変容してきて
いるのが窺えます。

価値観の転換をもたらした「舞浜会議」

と日経連の「新時代の日本的経営」

　1994年2月、雇用重視の日本型経営
を維持（新日鉄今井社長・日産塙副社
長）するのか株主重視の経営に転換
するのか、舞浜のホテルで経済界の
トップが議論を繰り返したといいます
（「舞浜会議」と呼ばれている）。プ
ラザ合意以降続いた円高でリストラを
余儀なくされていた新日鉄、座間工場
の閉鎖を目前にした日産、という時代
状況の中で、舞浜会議の論争は株主利
益重視派に軍配が上がります。

　そして翌1995年、日経連は、雇用を
長期蓄積能力活用型・高度専門能力活
用型・雇用柔軟型の3グループに分け

るという「新時代の日本的経営」を発
表。それは、出来る限り常用雇用から
有期・派遣労働にシフトさせて、株主
利益を最大化させるという方針であ
り、一言でいえば「企業は雇用に責任
を持たない」という宣言に等しいもの
でした。事実それ以降、労働に関わる
法制度は次々と緩和され、例えば労働
者派遣法はネガティブ化され、戦後労
働法制の根幹であった「雇用するもの
だけが使用することができる」という
労働基準法第6条の精神が事実上反故
にされていきます。

　それに伴って、職場で強調され出し
たのが「自己責任」「能力・成果主
義」という風潮でした。自己責任・能
力成果主義の過度の強調は、これまで
の職場の秩序と協力関係、人間関係を
希薄にさせてしまいました。隣にいる
同僚が競争相手に変化してしまったか
らで、椅子取りゲームにたとえること
ができます。椅子に座れなかった一人
がまず職場から排除される。するとま
た次のゲームが始まる。そして、社会
的弱者から順に次々と職場から排除さ

れる…。残った労働者は排除されまい
と、益々長時間労働を余儀なくされて
いく。そのことによる職場の人間関係
の荒廃が、個々人をいっそう孤独に追
いやることになりました。今では、自
分が孤立してしまっていると感じるこ
とさえ、「自己責任」だと自分を責め
ることが普通になってしまったように
思えるのです。

　人間関係の分断と孤立、連帯の喪失
が日本社会に蔓延するきっかけを作っ
たという意味で、日経連（経団連）の
「新時代の日本的経営」は実に罪深い
ものでした。

人間の関係性を作り直す〜連帯の回復

　話は、冒頭の「キューポラのある街」
に戻ります。働きながら定時制高校に
通う決断をした際、主人公のジュン（吉
永小百合）に「一人の五歩より、十人の
一歩」というセリフを言わせます。この
言葉は、信頼する人間関係の上に成り
立つ相互扶助・連帯・絆の精神を的確
に言い表していると思うのです。

　連帯することを見失いがちな現代に
生きるわれわれは、あるいは、鵜匠に
操られる鵜の姿に似ているのかも知れ
ません。本来、鵜は群れで行動し、採
餌の時には隊列を組んで動くので、相
互扶助が働きやすいといいます。鵜匠
が12羽の鵜を個別に操るとき、それぞ
れの鵜はもともとの関係性を分断さ
れ、相互扶助の原理が働かなくなっ
てしまいます。この四半世紀の間に急
速に色あせてしまった人間どうしの関
係性を作り直すところから始めない限
り、連帯の回復は難しいのではない
か。「キューポラのある街」「ザリガ
ニ」二つの映画から考えさせられるこ
とは実に多いと感じます。

「連帯はやっかいで煩わしい」ことを自覚

して

　確かに、「困ったときはお互いさま」
「支え合い・助け合い」「相互扶助・
連帯・絆」はきれいに聞こえる言葉で
すが、しかし、その実践となるとこれ
がかなり難しいのです。なぜなら、支

え合う人はいつも仲が良い時ばかり
とは限らない。煩わしく思うときもあ
れば、対立したり、時に喧嘩すること
もある。「一人は自由、気楽でいい、
でも一人は寂しい。二人でいると楽し
い、でも煩わしい時がある」。人間社
会は結構やっかいで煩わしいのです。

　「連帯」は二人以上の人が共同して
責任を引き受けることを意味します。
「絆（きずな）」は家族や友人など、
人と人を離れがたくしている結びつき
のことをいいますが、絆は「ほだし」
とも読み、馬の足をつなぎとめる縄、
刑具として用いる手枷足枷が語源で
す。転じて、人の心や行動の自由を縛
るもの、という意味でもあります。連
帯することと自由を縛ることとは、実
は表裏の関係にあるといえましょう。

　結局のところ「人間が生きていく」
ということは、他人との関係で多少
の煩わしさも受け入れ、お互いの違
いを認め合って、少しずつみんなが
折り合いをつけながら生きていくこと
に他なりません。その結果、みんなが
ハッピーになる。「情けは人のためな

らず」、回りまわって自分のためにな
る。それが労福協運動の強調してきた
「連帯・協同・絆」の核心なのだと思
うのです。

　歴史を振り返り、連帯の意味を繰り
返し伝え学びながら、新しい時代を創
造していかれることを祈念して、愛知
県労福協にエールを送る次第です。
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