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技連協シンボルマーク
（平成6年7月12日制定）
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。

　雨後の新緑がひときわ濃く感じられる今日この頃、会員の皆様に

は日々事業に邁進されている事と存じます。6 月 30 日の横浜市技

能職団体連絡協議会平成 26 年度総会に当たり会員の皆様方に

は、月末の大変お忙しい中、多数のご出席を頂き全議案が滞りな

く可決承認することが出来、誠に有難う御座いました。さて日本経

済は昨今、大手企業を先頭に、経済が回復していると報じられて

おりますが、我々の事業所又は協議会においては、まだまだ実感

が湧いてくるに至っていないのが現実です。しかし、経済の回復に

伴って、日本の雇用情勢も改善されている様に思います。当協議

会でも長年継続的に掲げております、少子高齢化に伴う後継者問題も、今年に入り、青年部と色々協議を重ね、

会員の皆様の協力の元、数名が、新規加入されました。これを機会に若い力を吸収し、解決の道を探したいと

思います。又技連協の最大のイベント、よこはま技能まつりも、更に拡大をし、技能職ならではのイベントにした

いと思っており、各団体さんのステ－ジイベントを中心に行い、市民の皆様へのアピ－ルを強力に伝えていきたい

と思っております。又この技能まつりに加え、技能職団体連絡協議会全国大会が近日行われ本年は横浜が開

催地となっており、15 年に 1 度の当番地で御座います。横浜市経済局をはじめ、関係機関の応援をいただ

きながら、成功の内に終わらせたいと、思っております。今年は、特に行事が多い様に思われます。各団体の

皆様のご協力宜しくお願い致します。

小泉 幸男会長　挨拶
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平成 26 年度　横浜市技能職団体連絡協議会　総会

日　時：  平成 26 年 6 月 30 日（月）午後 4 時 30 分～ 5 時 50 分  

場　所：  横浜市技能文化会館　2 階多目的ホール  

　平成 26 年度　横浜市技能職団体連絡協議会の総会が開催され、初めに小泉幸男会長より挨拶があり、

ご来賓を代表して横浜市経済局長　牧野 孝一様よりご挨拶を戴きました。

ご来賓　　横浜市経済局　市民経済労働部長　　　　　　　林　　弘一様

川崎市技能職団体連絡協議会 会長 　   　　都倉正明様

藤沢市技能職団体連絡協議会 副会長 　 　関口和成様

横浜市経済局　課長　渡辺政一様　係長　　　野村絹恵様　牧島みどり様

横浜市技能文化会館　館長　西村統行様　　山口亜紀様　大木　佑介様

横浜市技能職団体連絡協議会相談役　　　　畠山　　茂様

○司会　　鈴木副会長

○出席者確認　　代議員定数　114 名　　出席者 64 名　委任状 39 名　　合計　113 名により総会成立

○会則により議長　　小泉幸男会長　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議事・報告

1、平成 25 年度事業報告　　　　　   （鳥澤俊子副会長）

2、平成 25 年度収支決算報告　 　（堀内裕司会計理事）

3、平成 25 年度会計監査報告　　 （大胡周一郎監事）

　　　　　質疑応答の後に承認された。

4、平成 26 年度事業計画（案）　　（三村嘉延副会長）

5、平成 26 年度収支予算（案）　　（堀内裕司会計理事）

　　　　　質疑応答の後に承認された。

6、その他

7、新理事紹介

　　　各団体理事変更による新理事のご紹介

　　　　　横浜石工連合組合　　　　　　　　　　　　 　　佐々木雅俊　様

　　　　　神表協横浜表装インテリア協会　 　　　石川　達之　様

　　　　　

○退会団体報告　

　　　　　横浜シャツ商工組合

　　　　　横浜市寿司商組合

　　　　　一社）神奈川県電業協会

　　　　　横浜時計技術者組合

○新規加盟団体

　　　　　神奈川県中日調理師会

4 団体退会、1 団体加盟により平成 26 年度加盟団体数 37 団体

○退任役員・理事感謝状授与

理事退任に伴いご苦労に感謝し、林文子市長・小泉幸男会長より感謝状を贈呈された。

横浜石工連合組合　　　　　　　　　　　　　　臼井　芳明　様

神表協横浜表装インテリア協会　　　　中村　孝志　様

○議事進行が順調に行われすべて承認され総会を終了した。引き続き午後 6 時より交流会か

開催され小泉会長挨拶、経済局長牧野様よりご挨拶を賜り、神表協横浜表装インテリア協会

前理事　中村孝志様の乾杯にて交流会が始まり約 85 名の会員及び関係者との親交を深めた。

牧野経済局長来賓挨拶

交流会

中村孝志様
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青 年 部

● 平成 26 年度横浜市技能職団体連絡協議会　青年部総会
　青年部総会が 6 月 10 日（火）午後 6 時より横浜市技能文化会館 5 階特別会議室において、ご来賓に横浜市

技能職団体連絡協議会会長 小泉幸男様、横浜市経済局雇用労働課長　渡辺政一様、㈱キャリアライズ技能文

化会館館長代理　山口亜紀様のご出席を頂き開催された。

　　青年部員会員19名、出席者9名、委任状7名　合計16名により総会成立、議事は平成25年度事業・決算報告・

監査報告、平成 26 年度事業計画・収支予算（案）各報告及び各事案について承認された。

● 平成 26 年度　事業計画（案）
部長　川上　善紀

　　社会情勢の変化するサイクルが目まぐるしく早くなる昨今、昨年の平成２５年度は、技連協青年部が新

体制を整えスタートしました。昨年度は基礎固めの年と位置づけ、青年部活動を行ってきましたが、なに

ぶん不慣れな為、思うように行った事と、行かなかった事が錯綜しつつ、試行錯誤を重ねて参りました。

　技連協青年部は我々青年技能者の異業種交流の場として、貴重な存在であり、将来の技連協のあり方を

問うと言っても過言ではない立場にあると思います。

　長年の課題である後継者問題に取り組み、部員の積極的拡大を進めて、魅力ある青年部として発展をめ

ざし、本年も、代表者各位の承認のもと、現執行部体制を引き続き維持し、各事業に向かい総力を挙げて

これに当たる事とします。また、変革する時代のニーズに合わせた事業活動にも注力し、部員相互の交流

と研鑽に勤めていく事とします。

≪平成 26年≫
・　6 月 10 日　技連協青年部総会

・　9 月　 　　　　　研修旅行会

・10 月　 　　　　　技能まつり参加

・11 月　 　　　　　技連協　全国大会参加

・11 月　 　　　　　四市交流会　参加

・12 月　 　　　　　事業反省会・忘年会

≪平成 27年≫
・　1 月　　　　　　新年会

　　　　　　　　　　　 藤沢市技連協青年部 30 周年記念行事参加

・　2 月　　　　　　青年技能者の夕べ

※上記の事業以外に、毎月 1 回代表者会議を実施する。

　　また、三役会、役員会および各部会の実行委員会、準備会などを随時実施する。

● 平成 26 年度役員
部　　長　：　川上　　善紀（建築）

副部長　：　和田　　信治（理容）　　　　　　歌川　晶夫（板金）

会　　計　：　小宮山哲也（豆腐）

監　　事　：　臼井　　瑞穂（石工）　　　　　　雪野　泰弘（浴槽）

書　　記　：　関　　　　清隆（建具）

幹　　事　：　三村　　光一（屋外広告）

相談役　：　加納　　希夫（スクリーン印刷）

顧　　問　：　小原　　一格（煮豆惣菜）　　加藤　憲一（和裁）　　　田中　義治（宝飾）

　　　　　　　　　　渡辺　　利興（木型）　　　　　　堀内　裕司（スクリーン印刷）

だ よ り
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横浜の職人の仕事を紹介する

「ハマの職人」（冊子・映像）公開！

横浜市経済局ホームページにて公開していますので、ぜひご覧になってください。

　▶ こちらからご覧ください！ ハマの職人 で

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/koyo/kinpuku/meister/hamanoshokunin.html

【内容】 技能職２４職種の仕事内容やその職業に就くための情報を紹介

【冊子】 Ａ５版／３６ページ（表紙含む）／カラー／発行部数1,000 部

※７月１４日（月）から、市役所市民情報センター・各区役所広報相談係で配布

【映像】 各職種５分～９分 

　平成26 年3 月18 日（火）中区若葉町「ハイランドレーン」にて10 団体40 名が参加し熱戦が繰り広げられました。

ゲーム終了後に懇親会を開催、各部門の表彰式が行なわれ、軽食にて役員を含む46 名にて交流を図りました。近年参

加団体が少なくなっていますので次回は多くの団体に参加して頂き、共に楽しみ交流を図りましょう。

　今大会の成績結果は次の通りです。

優 勝 横浜市建設労働組合連合会 1271 優 勝 北村勝美 369 横浜市建設労働組合連合会

準優勝 神奈川県洋服商工業協同組合 1239 準優勝 稲森和俊 353 神奈川県洋服商工業協同組合

３ 位 横浜畳組合連合会 1166 ３ 位 柳下雄二 338 横浜畳組合連合会

第 34 回技連協 ボウリング大会報告

団体の部 個人の部
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　昨年大好評の「匠の小学校」は、今年は混雑を避け7月27日(日)と8月17日（日）の2回に分け事前

申し込みによる開講となりました。技連協会員団体11団体が参加します。

7 月 27 日 日
  ○ 神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合  

多色刷りハンカチ作り

  ○ 全日本建築士会神奈川支部  
イス作り

  ○ 横浜畳組合連合会  
イグサのストラップ作り・ミニタタミ作り

  ○ 神奈川県洋服商工業協同組合  
メモ帳カバー作り

  ○ 横浜市美容組合連絡協議会  
眉カット体験

8 月 17 日 日
  ○ 横浜市左官業協同組合　  

どろだんご作り・カベぬり体験

  ○ 公社）神奈川県塗装協会横浜支部　  
下じき作り・うちわ　おめん作り

  ○ 横浜建具組合連合会　  
額ぶち作り

  ○ 神奈川県和服裁縫協同組合　  
おてだま作り

  ○ 横浜市板金組合連合会　  
干支かざり

  ○ 一社）横浜市鍼灸マッサージ師会　  
マッサージ体験　　親子マッサージ教室

横浜市技能文化会館　
　　　　夏休み特別企画「匠の小学校」「匠の小学校」
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編 集 後 記
　

　平成 26 年度総会も会員皆様方のご協力により無事に終了しました。今年は横浜市技能文化会

館企画の「匠の小学校」に前回の倍以上の技連協会員 11 団体が参加、各職種を子どもの体験を

とおして紹介ができ大変よい企画であり、更に参加団体が多くなることを願います。

　今夏も異常気象で大型台風が発生、記録的な大雨が多く発生しています。何時遭遇するかも知

れませんが、日頃より災害に備えて頂ければと思います。

　会員皆様方のご意見ご希望を頂き技連協だよりに反映したいと思います。技連協事務局まで郵

送又は FAX にてお送り下さい。宜しくお願い申し上げます。

　技連協の行事日程（予定）

○第 35 回よこはま技能まつり開催

開催日   平成26年10月26日（日）午前9時30分～午後4時

会　場　横浜公園

○横浜市技能功労者表彰・優秀技能者表彰の表彰式

開催日　平成26年11月（予定）

会　場　技能文化会館多目的ホール

○第 17 回全国技能職団体連絡協議会

開催日   平成26年11月13日（木）・14日（金）

会　場　メルパルク横浜

○技連協忘年懇親会

開催日　平成26年12月15日（月）

会　場　パセラ

○平成 27 年新春交流会・研修会

開催日　平成27年2月

会　場　メルパルク横浜 ( 予定 )

○レクリエーション　
　加盟団体会員によるボウリング大会

開催日　平成27年3月

会　場　ハイランドレーン（予定）



技連協だより第 50号 訂正のお知らせ

記載に誤りがありましたので、お詫び申し上げるとともに、以下のとおり訂

正いたします。

1箇所目

4ページ 第 34回技連協ボウリング大会報告

誤） 個人の部 3位 柳下雄二 338 横浜畳組合連合会

正） 個人の部 3位 柳下雄二 338 横浜浴槽設備組合

2箇所目

  5ページ 匠の小学校 7月 27日

  誤） ○神奈川県洋服商工業協同組合

  正） ○神奈川県洋装組合連合会
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