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事務局　横浜市技能文化会館内　〒231-8575 横浜市中区万代町2－4－7
　　　　電　話　045－650－5811　ＦＡＸ　045－650－5862

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。

第58号　平成２９年10 月 1 日

新　会　長　挨　拶

　このたび、横浜市技能職団体連絡協議会の会長を３期６年にわたり務められ

ました小泉前会長に代わり、新年度より会長に就任いたしました。会長の仕事

がどれ程大変かを考える間もなくお引き受けしてしまったのですが、各団体の

皆様をはじめ関係機関のご支援を頂きながら任務を全うして行きたいと考えて

居りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　私の所属する組合の名称は「神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合」で、

まるで匠の技とは縁がなさそうに見えますが、その源流のひとつは横浜の地場

産業であった「スカーフ」や「ハンカチ」の手捺染であり、もっと遡れば京都

の友禅染めの技法が近代化したもので、現在でもかなりの部分を手仕事でこなします。最近はコンピュー

タを使用する作業も増えたため「デジタル」を名称に付け加えました。

　さて、横浜市技連協は「勤労福祉財団」が解散後の平成 18 年から、自らの手で運営を行ってきました。

当初は運営の経験者もなく、当時の畠山会長は大変ご苦労をされました。役員の方々はまるで原野の開

拓者のように無我夢中でした。その後を引き継がれた小泉前会長には長い任期をかけて、樹木を伐採し

荒地を開墾して肥沃な土壌を作って頂き、技連協にとって大切な財産となりました。

　そこで今期からは、その肥沃な大地に作物を植えて「豊かな収穫」を得るために、横浜市をはじめ関

係機関の協力を仰ぎつつ、役員と各団体の皆様で力を合わせ丁寧に育てて行きたいと考える次第です。

その為には、十分な体力と好奇心旺盛な若い職人さんに技連協に興味を抱いてもらい、活動に加わって

頂けるような楽しい事業も考案して行きたいと思います。現状を維持して行くのもままならない今の状

況の中で、実現には時間がかかるかも知れませんが、技連協の活動が活発になり各団体に「豊かな収穫」

で明るい未来を迎えることができるよう、可能な限り頑張って参る所存ですので、どうぞご協力の程よ

ろしくお願い申し上げます。

　最後になりますが、加盟団体の皆様のご健勝をお祈りいたしまして就任のご挨拶とさせていただきます。

堀内　裕司会長
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日　時：  平成 29 年 6 月 21 日（水）午後 4 時～ 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 29 年度　横浜市技能職団体連絡協議会の総会が開催され、初めに堀内裕司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 江南　眞人様
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、　大木　佑介様

○司会　副会長
○出席者確認　　代議員定数 108 名　出席者 63 名　委任状 26 名　合計 89 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 28 年度事業報告 （三村嘉延副会長）
2、平成 28 年度収支決算報告 （堀内裕司会計理事）
3、平成 28 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 29 年度事業計画（案） （三村嘉延副会長）
5、平成 29 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、横浜市技能職団体連絡協議会会則の改正
　　会則（役員）第 5 条　本会に次の役員をおく。
　　　（2）副会長　4 名　➡　改正　（2）副会長　3 名
7、役員改選
　　 任期 2 年の役員改選について新役員案の説明があり承認されました。
　 新役員

会長　　　　堀内裕司（新任）
副会長　　　三村嘉延（留任）　芦原　将（新任）　荒井　務（新任）　
会計理事　　宮嶋　渉（新任）
常任理事　　藤崎辰徳（留任）　長谷川裕男（新任）　石川達之（新任）　雪野泰弘（新任）
監事　　　　佐藤總六（留任）　内田　守（留任）

8、新理事紹介
　　 各団体理事変更による新理事のご紹介

横浜建具組合連合会　　　　　　　　　関　清隆　様
横浜市美容組合連絡協議会　　　　　　中野利彦　様
横浜市料理飲食喫茶技能組合　　　　　倉浪　透　様
横浜市建設労働組合連合会　　　　　　伊藤　保　様
横浜瓦屋根組合　　　　　　　　　　　角田貞二　様　

○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。

横浜市建具組合連合会　　　　　　　　小泉幸男　様
横浜市美容組合連絡協議会　　　　　　鈴木邦彦　様
横浜市料理飲食喫茶技能組合　　　　　田中文夫　様
横浜市技能職団体連絡協議会青年部　　川上善紀　様
横浜市建設労働組合連合会　　　　　　塚本三千雄　様
横浜瓦屋根組合　　　　　　　　　　　野口安一　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前会長のご挨拶があり、堀内新会長挨拶、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、74 名の会員及び関係者が親
交を深めました。

平成29年度 横浜市技能職団体連絡協議会 総会
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第36回技連協ボウリング大会報告
　平成 29 年 3 月 14 日（火）、中区若葉町「ソプラティコ横浜関内」　18 時 30 分　パーティー会費 2,000

円にて 9 団体 36 名が参加。前年度は会場の都合により中止になり 2 年ぶりの大会開催となりました。

　熱戦が繰り広げられ、ゲーム終了後には懇親会を開催、各部門の表彰式が行われ、軽食にて役員と会

員同士の交流を図りました。今大会の成績結果は次の通りです。

団体の部

個人の部

《《優　勝》》 横浜市左官業協同組合　 1,135 ピン

《《準優勝》》 横浜市美容組合連絡協議会 1,119 ピン

《《３　位》》 横浜畳組合連合会 1,080 ピン

《《優　勝》》 三木 慎介 横浜市屋外広告美術協同組合
トータル
340 ピン

《《準優勝》》 田中 　成 横浜建具組合連合会
トータル
330 ピン

《《３　位》》 川村 貴浩 横浜市左官業協同組合
トータル
317 ピン

● 平成 29 年度　横浜市技能職団体連絡協議会　青年部総会

　平成 29 年 6 月 6 日（火）横浜市技能文化会館にて通常総会を開催し、平成 28 年事業報告・決算、

平成 29 年度事業計画・予算案、新役員選出の各議案に対しすべて承認されました。

● 平成 29 年度　活動事業

平
成
29
年

・ 6 月 6 日 青年部総会開催

・10 月 22 日 技能まつり参加

 （割箸鉄砲つくり子ども体験ブース）

・11 月 技連協　全国大会参加

・11 月 四市交流・研修会　参加

・11 月 40 周年記念事業　開催

平
成
30
年

・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回青年部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 29 年度　新役員

部　長　　雪野　泰弘（浴槽）

副部長　　三村　光一（屋外広告）

幹　事　　山本　勝久（スクリーン印刷）

会　計　　川上　善紀（建築士）

監　事　　臼井　瑞穂（石工）　　五十嵐　桂（板金）

書　記（会計兼任）　　川上　善紀　（建築士）　

相談役　　加納　希夫（スクリーン印刷）　

　　　　　加藤　憲一（和裁）

顧　問　　小原　一格（煮豆惣菜）

　　　　　渡辺　利興（木型）　　和田　信治（理容）

青 年 部 だ よ り

● 雪野泰弘新青年部部長 就任挨拶

　本年度より青年部部長

となりました横浜浴槽設

備組合の雪野です。

　何かとご迷惑をお掛け

すると思いますが、温か

いご指導のほどよろしく

お願い申し上げます。
雪野　泰弘部長
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　毎年大好評の「匠の小学校」は、今年は 8月 13 日（日）に開講され、今回

は技連協会員団体 10 団体が参加しました。毎年参加している子どもたちもお

り体験者 680 名、来場者は約 1,700 名と大盛況でした。

横浜市技能文化会館夏休み特別企画

8月13日㈰10：00～16：00

横浜市豆腐商工業協同組合
❖かんたんとうふづくり

全日本建築士会神奈川支部
❖木のイス作り

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（写真上）
❖イグサのストラップ作り（写真下）

（公社）神奈川県塗装協会横浜支部
❖ペイント体験

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

（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）（写真上）
❖親子マッサージ教室（写真下）

神奈川県和服裁縫協同組合
❖おてだま人形作り（写真上）
❖きもののひな形作り（写真下）

神奈川新聞の記事（2017.8.14 付） 

横浜市写真師会
❖家族写真スタジオ

神奈川県洋装組合連合会
❖メモ帳カバー作り

①

④

⑥

⑧

⑩

② 

⑤

⑦

③

⑨
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平成29年度　横浜マイスター選定者

 今平　茂さん　 調理師（西洋料理）
　「霧笛楼」開店当初からレストラン運営に携わり、平成元年

に総料理長に就任。横浜ガストロノミ協議会の理事長も務めて

います。 

　「フランス料理を和の心で表現し、味わっていただく」、和魂

洋才の精神から生み出された「横濱フレンチ」を提唱し、創意

工夫を凝らし、独創性のある優しい料理が盛り付けられた一皿

は、味覚だけでなく、五感でも楽しんでいただけます。 

　横浜の食文化を国内外へアピールする活動や地産地消の推

進、市内小中学校での食育活動のほか、調理師専門学校での後

進指導、横浜市立市民病院での病院食監修など、横浜の食文化

を伝える活動を積極的に行っています。

　今年３回目を迎える「ハマの職人展」が、８月 20 日（日）に「マークイズみなとみらい」

で開催されました。技連協会員２団体と横浜マイスターが参加し、来場者は約500人と大盛況。

こどもたちが、とても楽しそうにものづくりを体験していました。

　　◇神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合

　　　　デジタルプリントを使ったトートバッグへのプリント

　　◇横浜市建設労働組合連合会

　　　　カンナ削り、丸太切り

　　◇横浜マイスター

　　　　勾玉作り、着物生地のカードケース作り、調理見学（試食付き）

ハマの職人展2017横浜市
経済局
主　催
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◉行事予定

◎第 37 回よこはま技能まつり開催
開催日	 平成 29 年 10 月 22 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 29 年 11 月 7 日（火）
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 29 年 12 月 15 日（金）
会　場	 未定

◎平成 30 年新春交流会・研修会
開催日	 平成 30 年 2 月（予定）
会　場	 未定

　 技連協の行事日程（予定）

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

編
 集
 後
 記

　今年度は役員改選が有り、堀内裕司会長が就任、役員も留任・新任と再編成されました。

新たに堀内会長指導の下、運営が開始され、技連協団体の益々のご活躍と発展を期待します。

前会長小泉幸男様には長きにわたり技連協を支えて頂き感謝申し上げます。

　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。

◉レクリエーション

◎第 36 回ボウリング大会
加盟団体会員によるボウリング大会
開催日	 平成 30 年 3 月（予定）
会　場	 ソプラティコ横浜関内（予定）


