
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

そして1969年7月

ここ愛知でも労福協は産声をあげた

ひとりではうまく生きられない 人という文字は支え合いのカタチ

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

ひたいに汗して働く人と

彼らの大切な家族のしあわせを

カタチにするのが私たちの仕事

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

「和」と「和」
なごみ やわらぎ

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、時に束ね役として、

間を取り持ち 縁を取り持つ

たば

えにし

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

− 愛 知 労 福 協 の 50 年 −
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支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）



支部の活動

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
日に合わせて開く「写生大会」。
市町の公園など計10ヶ所の会場
で開催し、今年第38回を迎えた
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。

第36回 写生大会

知多支部

支部のいち押し行事 支部の特徴

●　加盟会員／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）
●　事務局長／新美　雅也
　　　　　　（デンソーダイシン労働組合）

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。

全労済地域行事「ます釣り大会」

尾張北支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／浅井　雅浩
　　　　　　（大同メタル労働組合）

なんといっても毎年9月に行われる
「ます釣り大会」。昨年は75家族
280名の参加となりました。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
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した「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。

秋の大収穫祭　東郷町 近藤ファーム

尾張東支部
● 加盟会員／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）
●  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）

毎年10月中旬に「秋の大収穫
祭」を行なっています。昨今で
は、親子で土に親しむ機会も少な
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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
加盟組合は31組合、組合員数約
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、参加組合員
相互の親睦、交流などは十分図
られていると考えます。

チビッ子映画会

尾張西支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／鈴木　　忠
　　　　　　（豊田合成労働組合）

毎年いくつかの行事に取り組んで
います。8月の「親子ふれあい体
験」では50～70名の参加者ととも
に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。また、7月には地
元マスコットキャラクターが勢揃い
し900名を動員する「チビッ子映画
会」や、200名近くが参加する「支
部ボウリング大会」など笑顔の絶え
ない行事に取り組んでいます。

支部のいち押し行事 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。

尾張津島藤まつり写生大会

海部支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／久保田　康
　　　　　　（カネボウ労働組合津島支部）

津島市内の天王川公園で開催され
る「尾張津島藤まつり写生大会」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。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。

支部のいち押し行事 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。

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
● 加盟会員／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）
●  事務局長／梶川　洋一
　　　　　　（マルヤス工業労働組合）

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。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
（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。

支部のいち押し行事 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。

北海道年末直送品斡旋

豊田支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／岡部　　忠
　　　　　　（トヨタ自動車労働組合）

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の一大イ
ベントになっています。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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
豊田支部の三役・幹事は「各組織の
代表者」で構成されるため、それぞ
れの組合でスピード感をもって活動
に繋げることができる強みがありま
す。「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。

潮干狩り

東三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／松浦　康人
　　　　　　（オーエスジー労働組合）

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。

支部のいち押し行事 支部の特徴
私たちの支部は「ボランティア活
動」に積極的に取り組んでいま
す。「田原白谷海岸清掃活動」
「蒲郡竹島海岸清掃活動」以外
にも、森林整備として「石巻山国
有林の植樹と整備」を続けてい
ます。また、「東三河勤労者福祉
サービスセンターの相談業務」に
ついても積極的に関わりを持ち
続けています。

ファミリー潮干狩り

西三河支部
● 加盟会員／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）
●  事務局長／我妻　秀幸
　　　　　　（津田工業労働組合）

4月から5月に行われる「ファミ
リー潮干狩り」。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。

支部のいち押し行事 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労福協の
活動のオルグを展開しています。

東海労働金庫
本店／名古屋市中区新栄1-7-12

私たち労働金庫は、働く仲間に
「安心」を提供する金融機関とし
て、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
事業資金などにお役立ていただ
いています。お預かりした預金額
はおよそ1兆7,105億円。働く仲間
とその家族の生活を守り、より豊
かにするためにご利用いただいて

いる融資額の総額はおよそ1兆
4,353億円にのぼります。店舗数
は県内全域に42店舗（eネット支
店・為替集中支店含む）、これか
らもみなさんのお役にたてるよう
一層努力を続けていきます。

主な事業内容

（一財）愛知県労働者福祉基金協会
ハートフルセンター

所在地／名古屋市熱田区金山町一丁目14番18号
　　ワークライフプラザ れあろ2階

愛知県労働者福祉基金協会の新
規事業として1997年6月「ハートフ
ルセンター」を設立、サービスをス
タートいたしました。ハートフルセ
ンターは、会員のみなさまとご家
族の「安心・快適・充実ライフ」を
サポートすることを目的とし、花・
旅行・結婚式場の手配、ゴルフ
場・チケットの予約、婚活パー
ティー、葬祭関係の相談・斡旋を
行っています。また、飲食店割引

などのカード事業をはじめとし
て、日々の暮らしで活用できる、
安心・便利でお得な総合サービス
を提供しています。2016年10月に
は「愛知県住宅生協」の事業を
引き継ぎ、良質で廉価な新築分
譲や注文建築、増改築・リフォー
ム工事など“住まいに関する多彩
なニーズ”にお応えするべく、活動
の幅を広げています。

主な事業内容

全労済愛知推進本部
所在地／名古屋市熱田区金山町1-12-7

厚生労働省の認可を受けて共済
事業を行う協同組合です。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、組合員相互に助け
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。出資金をお支払い
いただければどなたでも組合員と
なることができ、各種共済にご加
入いただけます。愛知推進本部の

組合員数は855,290人（2018年5月
末現在）。協同組合としての全労
済のもう一つの特長は、労働者福
祉運動との結びつきにあります。
日本における「労働者福祉運動」
をリードする労福協を中心に、共
済事業の分野において私たちは
活動を進めてきました。これから
も、自主的に福祉活動の主体と
なって、働く仲間の生活の安定・
安心のために努力していきます。

主な事業内容

労福協 友の会

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月末現在で
はで4,163名となっています。
主な活動としては、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。

主な内容

家族ボウリング大会

名古屋南支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 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）

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
の参加者が約半数を占めています。その多く
は、日頃より福祉事業団体の様 な々取り組みの
窓口業務に従事されており、各種活動を通じ他
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に活かしています。

支部の特徴

ホテルブッフェ＆Bリーグ観戦

名古屋北支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／田上　義和（名古屋交通労働組合電車工場支部）

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は「ホテルブッフェ＆B
リーグ観戦」。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
と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です。

支部の特徴

第15回 カラオケ大会

名古屋中支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／中村　勇介（中部電力労働組合）

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。

支部の特徴

ボウリング大会

名古屋金山支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／佐藤　貴史（中部鋼鈑労働組合）

「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特
徴です。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
が展開されていることが窺われます。開催回数
36回を数えるボウリング大会では、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 に々よる熱戦が繰り広げられています。

支部の特徴

実務担当者研修　松阪「和田金」と伊勢内宮・おかげ横丁

名古屋西支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／稲垣　克哉（三菱重工グループ労連名冷地区本部）

中村区名駅および清須市地区から構成されてお
り、様 な々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。

支部の特徴

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」

名古屋東支部／名古屋ブロック
● 加盟会員／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）
● 事務局長／鈴木　　剛（ホシザキ労働組合）

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、
福祉事業団体の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る取り組みの強化
と、新たな企画も模索し、活動に活かします。

支部の特徴

秋の大収穫祭 第36回 写生大会　南知多ビーチランド

チビッ子映画会

潮干狩り

ろうきん森の学校（美濃市）


