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　暦の上では秋となりましたが、毎日暑い日が

続いております。

　今年は近年にない猛暑になると言われており

ますがそんな中、会員の皆様又ご家族の皆様に

は、ますますご清祥のことと心よりお喜び申し

上げます。

　さて平成 28 年 6月21日には横浜市技能職団

体連絡協議会総会が開かれ各担当役員の日頃の

努力、会員の皆様のご協力とそして横浜市の指導

により、事業計画をはじめ全事業をクリアする事

が出来、滞りなく終了する事が出来ました。

　平成 28 年年明け早々、株安・円高そしてマ

イナス金利と日本経済・世界経済が混乱に陥り、

上半期がすぎ、下半期も期待出来そうもありま

せん。

　そんな中、我々技連協は平成 28 年度を迎え、

事業計画に意欲を発揮している所でございます。

　年中行事の 1つ、「よこはま技能まつり」も内

容を盛り沢山取り入れ、今までにない、まつり

にしていこうと、早々に計画している所でござい

ます。

　その他、年中行事も山積している中、新しい

事業もいくつか予定しており、本年度より、さら

に充実を図り、優れたもの作りをアピ－ルすると

同時に、我々技連協を一人でも多くの横浜市民

の皆様に知っていただき、皆様方の要望に答え、

技連協の技能振興活動を進めてまいりたいと思

います。
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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。
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小泉 幸男会長　挨拶
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日　時：  平成 28 年 6 月 21 日（火）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 28 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　林　琢己様よりご挨拶を戴きました。

ご来賓　　横浜市経済局長    林　　琢己様

横浜市経済局市民経済労働部長  星﨑　雅代様

川崎市技能職団体連絡協議会 会長  都倉　正明様

その他　　横浜市経済局市民経済労働部雇用労働課長 奥津　直臣様

横浜市経済局経済労働部雇用労働課　担当係長　小野　史絵様、山田　幸恵様

横浜市技能文化会館　館長　 山口　亜紀様、松本留美子様、大木　佑介様

○司会　鈴木邦彦副会長

○出席者確認　　代議員定数　105 名　　出席者 77 名　委任状 28 名　　合計　105 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 27 年度事業報告 （三村嘉延副会長）

2、平成 27 年度収支決算報告 （堀内裕司会計理事）

3、平成 27 年度会計監査報告 （佐藤總六監事、内田守監事）

　　　質疑応答の後に承認されました。

4、平成 28 年度事業計画（案） （三村嘉延副会長）

5、平成 28 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ました。

6、新理事紹介

　　　各団体理事変更による新理事のご紹介

横浜瓦屋根組合  　野口安一　様

横浜食品煮豆惣菜組合 　高木　　信　様

横浜石工連合組合 　木村芳郎　様

○団体名称変更

旧　一般社団法人神奈川県広告美術協会横浜・横須賀支部

新　神奈川県広告美術協会　横浜横須賀支部

○退任理事感謝状授与

　理事退任に伴いご苦労に感謝し、林文子名誉会長・小泉幸男会長より感謝状が贈呈されました。

横浜瓦屋根組合  布川和夫　様

横浜食品煮豆惣菜組合 江藤秋良　様

横浜石工連合組合 佐々木雅俊　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ました。引き続き、午後 6 時より

交流会が開催され小泉会長挨拶、川崎市技能職団体連絡協議会会長　都倉正明様の

乾杯にて交流会が始まり、約 85 名の会員及び関係者が親交を深めました。

平成 28 年度　横浜市技能職団体連絡協議会　総会
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青 年 部

● 平成 28 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 5 月 24 日（火）午後 6 時 30 分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 奥津直臣様、技能文化会館館長 山口亜紀様 ほかのご出席を賜り開催された。

　青年部員会員 16 名、出席者 10 名、委任状 4 名 合計 14 名により総会成立、議事は平成

27 年度事業・決算報告・監査報告、平成 28 年度事業計画・収支予算（案）役員改選等、

各報告及び各事案について承認された。

● 平成 28 年度　青年部　事業計画
部長　川上　善紀

　今でも続く熊本地震に象徴されるように、日本各地での自然災害が頻発している昨今、

熊本城の石垣のように、生活の基盤になる技能職者の仕事が改めて、注目されているよう

に感じます。

　我々、技能者集団である技連協も若年技能者の減少、技能職離職者の増加により、長年

の課題である後継者問題の取り組みには、青年部として今年度も継続して行いたいと思い

ます。

　昨年の平成 27 年度は、全国の技蓮協青年部の仲間とのネットワーク作りに着手し、有意

義な意見交換を行う事が出来ました。引き続き本年度も他都市青年部との交流を一層深め、

全国会議の本格的な活動を行い、情報を発信していきます。

　また、本年は技連協青年部設立 40 周年記念の年にあたり、記念事業準備委員会を設置し

来年の記念事業を成功させるべく、取り組んでいきます。

　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。

　試行錯誤を重ね、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、

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、現執行部体制で各

事業に向かい総力を挙げてこれに当たる事とします。

　更に、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

務めていく事とします。

平成 28年 平成 29年
・ ５ 月 24 日 技連協青年部総会
・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・研修会　参加
・12 月 事業反省会・忘年会

・１月　　新年会
・２月　　青年技能者の夕べ
・３月　　ボウリング大会　参加

※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。

だ よ り
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　毎年大好評の「匠の小学校」。今年は 8 月 21 日（日）

に開講され、技連協会員 12 団体が参加しました。4 回目

の今年は、運営面もかなり改善され、親子など約 1600 名

が来館し大盛況の中、各体験会場では混乱も

無く順調に事業が行われました。多くの子ど

もたちに匠の技を体験してもらいました。

8 月 21 日 日 10:00 ～
  ○ 全日本建築士会神奈川支部  

木のイス作り
  ○ 横浜市建設労働組合連合会  

木のふみ台作り
  ○ 横浜市板金組合連合会  

干支かざり作り

  ○ 横浜豆腐商工業協同組合  
豆腐販売／豆腐作り体験

  ○ 神奈川県洋装組合連合会  
メモ帳カバー作り

  ○ 横浜市左官業協同組合  
光るどろだんご作り

  ○ 横浜畳組合連合会  
ミニタタミ作り／イグサのストラップ作り

  ○ 公社）神奈川県塗装協会  
ペイント体験

  ○ 神奈川県和服裁縫協同組合  
おてだま人形作り／きもののひな形作り

  ○ 神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合  
多色刷りトートバッグ作り

  ○ 神表協横浜表装インテリア協会  
パタパタ屏風作り

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

編
 集
 後
 記

　今夏はリオ 2016 オリンピックで、夜間 TV に見入ってしまいました。日本中が同様に歓喜したと思います。応援のかいもあ

り各競技で日本選手が大活躍し、メダルを 41 個と多数獲得しました。残念ながらメダルにとどかなかった選手の全力を尽くし

た姿にも感動しました。又、同時期に全国高校野球甲子園大会があり、手に汗を握る観戦（断片観戦ですが）をする事が出

来ました。神奈川県代表は残念な結果でしたが、高校野球・オリンピック、どちらも次回の活躍を期待し応援したいと想います。

今年は猛暑となり厳しい残暑が続いております。熱中症に気を付けてお過ごし下さい。

　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。

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

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」

　技連協の行事日程（予定）

○第37回よこはま技能まつり開催
開催日　平成28年10月23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27年11月（予定）
会　場　技能文化会館多目的ホール

○技連協忘年懇親会
開催日　平成27年12月（予定） 会　場　未定

○平成29年新春交流会・研修会
開催日　平成29年2月 会　場　未定

○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）


