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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。

第60号　平成30年10 月 1 日

　新年度の総会は皆様のご協力により無事終了することが出来ま

した。また昨年度は会長となってはじめての経験であり、「技能

まつり」も荒天の中の開催となって大変な一年でしたが、加盟団

体の皆様や関係機関の皆様からあたたかいご支援を頂き、各事業

を終了することが出来ました。この紙面をお借りして改めて感謝

を申し上げます。

　さて、本年度は我々横浜市技能職団体連絡協議会は設立 50 周年

の節目の年を迎えます。この 50 年の間で技能職者を取り巻く環境

は大きく変化をしました。技術面では新しい道具の登場、とりわ

けデジタルテクノロジーによって、先輩技能職者から長い歳月をかけて引き継いできた技能とは別の、新

たな技能を求められるようになりました。経済面では市民の生活様式の変化に伴ってさまざまな物が「安

く、早く」求められるようになり技能職者が活躍する仕事が減少し、次世代を支えてくれる若い世代を育

てる余裕が失われています。このことが近年の後継者不足による廃業の増加に繋がっていると思われます。

　しかしながら、そのことと同時に機械から生み出される均質で、無機質な産物を喜ばない若い世代も

生まれて徐々に増えてきています。彼らは手作りの有機質な感触を求めるとともに、古くから受け継が

れてきた技能に価値を感ずる人達です。我々の作り出すものは少し角度を変えて見れば、まだまだ市民

に受け入れられ、さらに後世へと引き継がれて行くものになるのではないでしょうか。

　このような状況に対応していくために、昨年度に引き続き関係機関との連携を図り技能職振興事業を

中心に諸事業を行って参ります。

　そして「設立 50 周年事業」を皆様のご協力のもと、是非成功させて次の 50 年に向けて横浜市技能職団

体連絡協議会の新たな地平を切り開きたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

横浜市技能職団体連絡協議会会長　堀内　裕司

新 年 度 に 向 け て

総会　堀内会長挨拶
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日　時：  平成 30 年 5 月 30 日（水）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 30 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

○司会　　　　　芦原　将副会長

○出席者確認　　代議員定数　105 名

　　　　　　　　出席者 59 名　委任状 36 名　　合計　95 名により総会成立

○会則により議長　　堀内裕司会長

○議事・報告

1、平成 29 年度事業報告 （三村嘉延副会長）

2、平成 29 年度収支決算報告　　　（宮嶋渉会計理事）

3、平成 29 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 30 年度事業計画（案）　　　（三村嘉延副会長）

5、平成 30 年度収支予算（案）　　　（宮嶋渉会計理事）

　　　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

（公社）全日本司厨士協会

関東綜合地方本部神奈川県本部　　　　高橋　明　様

横浜豆腐商工業協同組合　　　　　　　佐藤義信　様

横浜市板金組合連合会　　　　　　　　三留一利　様

横浜石工連合組合　　　　　　　　　　石川隆一　様

横浜瓦屋根組合　　　　　　　　　　　堀切洋生　様

横浜市管工事共同組合　　　　　　　　石田　隆　様（総会後就任）

神奈川県印章業組合連合会　　　　　　大橋和正　様（総会後就任）

○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・堀内裕司会長より感謝状が贈呈されました。

（公社）全日本司厨士協会

関東綜合地方本部神奈川県本部　　　　宇佐神茂　様

横浜豆腐商工業協同組合　　　　　　　三村　誠　様

横浜市板金組合連合会　　　　　　　　齋藤真人　様

横浜石工連合組合　　　　　　　　　　木村芳郎　様

横浜瓦屋根組合　　　　　　　　　　　角田貞二　様

○退会団体

横浜食品煮豆惣菜組合　　　　理事長　高木　信　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、堀内会長挨拶、前会長の小

泉相談役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30年度 横浜市技能職団体連絡協議会 総会

総会風景

交流会乾杯挨拶　小泉相談役
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第37回技連協ボウリング大会報告
　平成 30 年 3 月 20 日（火）赤い風船ボウリングクラブ上大岡店にて午後 6 時 30 分より、6 団体、24 名の

参加があり、今回は新たな会場にてアイドルグループのポニカロードが特別参加して華やかに開催しました。

　熱戦が繰り広げられ、ゲーム終了後にお弁当にて懇親会を開催、各部門の表彰式が行なわれ、会員参加者

及び関係者と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☆ 横浜市屋外広告美術協同組合 1,105 ピン

☆準優勝☆ 横浜畳組合連合会 1,072 ピン

☆３　位☆ 神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合 1,041 ピン

☆優　勝☆ 田中　　成 横浜建具組合連合会 トータル350ピン

☆準優勝☆ 飯田　武男 横浜市屋外広告美術協同組合 トータル322ピン

☆３　位☆ 堀内　裕司 神奈川県スクリーン・デジタル印刷協同組合 トータル315ピン

● 平成 30 年度活動事業　途中報告

平
成
30
年

・6 月 12 日 ‥‥‥ 青年部総会開催

・7 月  3 日 ‥‥‥ 青年部定例会実施

・9 月　　　 ‥‥‥ 青年部定例会及び残暑払い

・10 月 21 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　　 ‥‥‥ 技連協青年部全国大会参加

・12 月未定日 ‥‥ 忘年会予定

平
成
31
年

・1 月未定日 ‥‥ 新年会

・2 月未定日 ‥‥ 青年技能者の夕べ

・3 月未定日 ‥‥ ボウリング大会

　　　　　　　　※ 適宜　各委員会、準備会　開催

　　　　　　　　※ 毎月１回　青年部代表者会議　開催

　妙な天気が続いてますが、体調に気を付けて適度にがんばります。

青 年 部 だ よ り
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全日本建築士会神奈川支部
●木のイス作り

❶

（公社）神奈川県塗装協会
●ペイント体験

❹

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

❼

神奈川県洋装組合連合会
●メモ帳カバー作り

❻

横浜豆腐商工業協同組合
●かんたんとうふづくり

❾

神表装横浜表装インテリア協会
●パタパタ屏風作り

11

横浜市左官業協同組合
●光るどろだんご作り

❷

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

❺

横浜市板金組合連合会
●キャラクター銅板作り

12

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

❸

横浜市写真師会
●家族写真スタジオ

❽

（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

10

横浜市建設労働組合連合会
●木のイス作り

13

　毎年大好評の「匠の小学校」は、今年は 7月 29 日（日）に開講され、今回は

技連協会員団体 13 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、

昨年を大幅に上回る体験者 934 名、来場者は約 1,900 名と大盛況でした。

横浜市技能文化会館 夏休み特別企画

7月29日（日）10：00～16：00
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平成30年度　横浜マイスター選定者

 中田　眞智子さん　 美容師・着付け

　美容学校卒業後、母親の経営するキャスミン美容室に入社。

　美容室での勤務の傍ら、ホテルなどで婚礼の着付け・メイク

アップに携わる。平成 19 年に代表取締役に就任。

　日本着付学術界名人位、全日本美容講師会最高師範、一級着

付け技能士、神奈川県卓越技能者表彰受賞、全日本美容技術選

手権大会 花嫁化粧着付の部 日本大賞受賞（優勝）。

　全日本美容競技選手権大会審査員、技能検定委員等を務める

ほか、全国の美容学校や組合研修を行い、若手技能者の指導育

成に熱心に取り組んでいます。

　今年も「ハマの職人展」が、８月 18 日（土）に「マークイズみなとみらい」で開催されました。今回、

会場が１階のグランドガレリア、４階の東京ガス横浜ショールームと拡大され、技連協会員７団体と

横浜マイスターが参加しました。

　来場者は延べ 1,180 人と大盛況。子どもたちは、楽しそうにものづくりなど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：デジタルプリント体験

　♢横浜市建設労働組合連合会：「カンナ削り」「丸太切り」体験

　♢神奈川県和服裁縫協同組合：ふろしきで作るひな形体験

　♢横浜豆腐商工業協同組合：豆腐の食べくらべ、販売

　♢横浜市屋外広告美術協同組合：チョークアート体験

　♢横浜建具組合連合会：木の立体パズルにチャレンジ

　♢横浜浴槽設備組合：紙芝居「おふろの歴史」

　♢横浜マイスター：親子料理教室、勾玉作り、組子コースター作り、理容師の仕事体験

ハマの職人展
横浜市
経済局
主　催 ハマの職人展ハマの職人展
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◉行事予定

◎第 39 回よこはま技能まつり開催
開催日 平成 30 年 10 月 21 日（日）午前 10 時～午後 4時
会　場 日本大通り

◎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 30 年 11 月 6 日（火）午前 10 時 30 分～
会　場 技能文化会館多目的ホール
☆表彰式後、交流会があります　

◎技連協設立 50 周年記念式典
開催日 平成 30 年 11 月 20 日（火）午後 5時 30 分～
会　場 ホテル横浜ガーデン

◎技連協忘年懇親会
開催日 平成 30 年 12 月（中旬予定）
会　場 未定

◎平成 31 年新春交流会・研修会
開催日 平成 31 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

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

編
 集
 後
 記

　今夏は 7 月から猛暑を通り越して酷暑と成り、熱中症が多発しました。又、台風も多く発生し、

日本各所で記録的な豪雨となり、地滑り、土石流、河川の氾濫と、身内が災害に見舞われた関

係者も多くおられると思います。被災者及び関係者にはお見舞い申し上げます。

　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 にてお送りください。宜しくお願い申し上げます。

◉レクリエーション

◎第 38 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 31 年 3 月（予定）
会　場 未定


