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横浜市技能職団体連絡協議会(略称技連協)と は

市内の技能者(職人)の集まりで、昭和43年 11月に

結成されました。
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○ 平成22年新春交流会開催 ○

2月 4日 (木)ホテル横浜ガーデンにおいて、午後 6時から平成 22

年新春交流会を開催し、九十名ほどが参加しました。

開会にあたり、畠山会長から今日の技能職者をとりまく環境は大変厳

しいが、衣 。食 。住 。と市民生活のすみずみまで支える仕事に携わる私

たち職人は、逆風に立ち向かう力を十分に備えている。その力をそれぞ

れが発揮するとともに、「′いの通った豊かな技能を継承し、伝承する努

力が必要である。「ものづくりの大切さ」や「本物の良さ」を大いにアピー

ルし、この難局を乗りこえていかなければならない。と挨拶がありまし

た。

来賓としてお招きした林文子市長からは職人に対する熱い思いと、「横浜の職人として、これからもその技術 。

技能を磨き、次世代へ継承するとともに、ものづくりの素晴らしさを横浜から世界へ発信していただければと思い
ます。」とご挨拶をいただきました。

この後、小泉会計理事の司会進行によリア トラクションに入り、大いに交流会を盛り上げることができました。
ご協力ありがとうございます。

畠山会長 ご挨拶 交流を深める参加者の皆さん
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林文子市長 ご挨拶

林文子市長と



横浜市経済観光局長 渡辺巧教氏の懇親会のご挨拶

小泉会計理事の司会にて

女性歌手熱唱

林文子市長と

歌手とともに



職 人 か ら 子 ぶ 講 座

「プロから学ぶ西洋料理のコツ」

日 時 :平成 22年 2月 28日 (日 )・ 3月 7日  (日 )・ 3月 14日  (日 ) 全 3回
13:00-16:00

主 宰 :横浜市技能文化会館指定管理者柳  ファンケルホームライフ

講 師 :清水 郁夫 (横浜マイスター)

平成 21年度横浜市技能職団体連絡協議会総会開催の ご案 内

日 時 :平成 22年 6月 28日 (月 )午後 1時 30分～午後 3時 30分
(受付開始 :午後 12時 30分～)

※交流会 午後 4時 00分～ 6時 00分
会 場 横浜市技能文化会館 2階 多目的ホール

【問合せ 。連絡先】
〒231-8575 横浜市中区万代町 2-4-7横浜市技能文化会館内

横浜市技能職団体連絡協議会 事務局

電話 650-5811
FAX 650-5862

担当 遊佐

平成 21年度横浜市技能職団体連絡協議会・研修会

研修 内容 :「テープルマナーについて」

講師 :清水 郁夫 (横浜マイスター )

3月 31日 (水)山下公園前の「メルバルク横浜」
2階において午後 6時から平成 21年度技連協研修会
を開催し、35名ほどが参加しました。

はじめに 。着席と席次 。メニューの選び方 。ワイ
ンの選び方・ナプキンの選び方・バンの食べ方・スー

プの飲み方・ナイフとフォークの扱い方 。一般的な

注意事項など、清水講師の説明を受けた後に実技指
導に入つた。

清水郁夫氏 (横浜マイスター)

講習風景 実習風景出来上がり ! 盛り付けもきれいに

「テープルマナーJ研修会会場風景



第 30回技連協ボウリング大会結果 (17チーム 68人参加 )

◆団体の部
優勝 建設労働組合

2位 畳組合連合会

3位 洋服商工業

◆個人の部
優勝 建具協働協同組合

2位 板金組合
3位 建具協働協同組合

◆ハイゲーム賞
浴槽設備組合

Aチーム

Aチーム

Aチーム

高田 誠

和栗衛一

田中 成

石川邦雄

総得点  1277ビ ン

総得点  1211ビ ン

総得点  1173ピ ン

総得点  406ピ ン

総得点  342ピ ン

総得点  341ビ ン

1ゲーム  211ビン

◆ トビ賞
5位 石川邦雄 浴槽設備

15位  八巻哲史  表装インテリア

25位 遠藤 誠 屋外広告

35位 深沢聡志 板金組合

45位 雪野泰弘 浴槽設備

55位 神保良行 浴槽設備

65位 高橋 良 板金組合

◆ ブー ビー

遊佐勝子 事務所

◆ブービーメーカー
荒井早苗 建具協同組合

日時 :平成 22年 3月 11日 (木)18:∞ ～
場所 :新杉田ボール

熱戦の会場風景

10位 稲森和俊

20位 吉澤政勝

30位 り‖村貴浩

40位 田中義治

50位 福田長幸

60位 田所幸雄

警雀事⌒
技連協青年部

板金組合

屋外広告

団体優勝 建設労働組合 Aチーム

団体 2位 畳組合連合会 Aチーム

事務局か らのお願 い

今後も各団体でのいろいろな活動を取り上げてまいりますので、ご投稿と情報のご提供をお待ちしております。

また、ご意見 。ご感想がありましたらご遠慮なく事務局までお寄せください。
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