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連合「２０１２平和行動ＩＮ沖縄」に参加連合「２０１２平和行動ＩＮ沖縄」に参加

２０１２青年交流集会の開催２０１２青年交流集会の開催

　連合は、沖縄本土復帰40周年を迎え6月23日～24日にかけ「2012
平和行動ＩＮ沖縄」を実施した。沖縄の『慰霊の日』である23日は2012
平和オキナワ集会が那覇市民会館で開催され、全国から連合構成組
織・47地方連合会の仲間ら約1,470人が参加。連合山形青年委員会か
らは2人が参加した。
　古賀連合会長は、「米軍基地を抱える地域の負担について、国民全
体が理解していかなければならない。一人ひとりの取り組みが、今後
も平和の大切さを語り継いでいくと確信している。」とあいさつ。基調講演・平和集会を経て、仲村信正連合
沖縄会長より、伊丹幸男連合広島会長へ連合ピースフラッグが手渡され、今後の平和運動へ引き継がれた。
　24日は「ピースフィールドワーク」を実施し、連合沖縄青年委員会のメンバーがガイドし米軍基地と南部
戦跡の視察に全国から約370人が参加した。夕方には与儀公園で、「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協
定の抜本的見直し」を求める行動を700人で実施。集会後は、会場から国際通り・県庁前広場へ向けてデモ
行進を行った。デモ参加者らは「米軍基地の整理・縮小を図れ！」「日米地位協定の抜本的見直しをしろ！」と
力強く訴えた。

参加者：青年委員会委員長　三 瀧　 知 一
　　　 青年委員会幹事　　坂之下慎太郎

　県内各地の青年・女性労働者から多数参加者を集い、各職場の現状を交換・共有し、親睦を深
めることを目的とし、職種・系統を超え、他分野で働く仲間の声や体験を話したり、聞いたりする
ことにより、自分の置かれている立場や現状を知り、感じることができる場の提供と労働組合と
しての必要性や重要性を感じとっていただける交流集会にしていきましょう。

１．日　　時　　　　　２０１２年　９月　７日（金）１３：００受付
８日（土）１３：００　（１泊２日）

２．会　　場　　　　　☆　全体会（受付）　鳥海高原家族旅行村　「ホビーハウス」
酒田市草津字湯ノ台１４９　Tel.0234-64-4111

☆　宿 泊 場 所　鳥海高原家族旅行村「ケビン」

３．学習テーマ　 　    「青年組合員のコニュニティ・ネットワークづくり」
～ 楽しく交流しよう ～

４．交流会　　　　　　バーベキュー

５．体験学習　　　　　西浜海岸で「地引網」

（１）期間　２０１２年８月４日（土）から　
６日（月）２泊３日

（２）場所　広島市（平和公園を中心に）
（３）行程の概要
４日（土） 山形発→広島

原爆資料館見学・平和ヒロシマ集会 
５日（日） 平和シンポジウム、セミナー・ピース

ウォーク　　 
６日（月） 平和記念式典 広島→山形着

「２０１２平和行動ｉｎ広島」
（１）期間　２０１２年８月７日（火）から

９日（木）２泊３日
（２）場所　長崎市（平和公園を中心に）
（３）行程の概要

平和シンポジウム、セミナー・
ピースウォーク
平和記念式典

「２０１２平和行動ｉｎ長崎」
（１）期間　２０１２年９月７日（金）から

１０日（月）３泊４日
（２）場所　北海道根室市納沙布を中心
（３）行程の概要
７日（金）　仙台空港発　千歳空港着
８日（土）　ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ「北方四島学習会」

北方四島交流ｾﾝﾀ（ー略称：ニホロ）
９日（日）  「2012北方領土返還要求平和ﾉｻｯ

ﾌﾟ集会」納沙布岬・望郷の岬公園
１０日（月）　千歳空港発　仙台空港着

「２０１２平和行動ｉｎ根室」

参加者を募集しています。

くわしくは、組合へ！！

　団体の部★

　個人の部★

名　前
塚原　雅哉
渡部　佳久
村山　友祐
仲本　朱里
冨田　昌弘
氏家　愛梨
勝見　敏美
御田　　智
堀之内　豊
楠　　賢史
五島　友宏
斎藤　美穂

所　属
電機連合（コバレントマテリアル労組）
電機連合（コバレントマテリアル労組）
情報労連（ドコモ山形部会）
情報労連（ドコモ山形部会）
情報労連（NＴＴ労組）
情報労連（NＴＴ労組）
情報労連（ケミコン山形）
情報労連（ケミコン山形）
置賜地協（南陽市職員労組）
置賜地協（南陽市職員労組）
電機連合（コバレントマテリアル労組）
電機連合（コバレントマテリアル労組）

順　位

1位

2位

3位

得　点

1115点

1057点

1047点

名　前
梅津　美和
村山　友祐
勝見　敏美

所　属
UIゼンセン同盟（イオンリテールワカーズユニオン）
情報労連（ドコモ山形部会）
情報労連（ケミコン山形）

順　位
1位
2位
3位

得　点
336点
334点
322点
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第２回連合山形会長杯

支部委員長杯ボウリング大会

支部委員長杯ボウリング大会

　７月２１日（土）山交ビルで行われた第２回連合山形会長杯ボウリング大会&ビアパーティ。

県内各地から山形の未来をリードする20ﾁｰﾑ８０名が参加したボウリング大会。

三瀧青年委員長と参加者（女性）によるの鮮やかな始球式でｹﾞｰﾑが開始、参加者は職種を超え

たチームとなり、初対面ながらも盛り上がりを見せていた。

ドラマあり、笑いあり、ハッスルありの至福のひと時となった。

このひとコマを歴史に刻むため、参加者に直撃インタビューを決行した。参加者の感想ととも

に、来年、職場の仲間を誘う時に、どうか、役立ててほしい。

また、ボウリング終了後は、ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝへ移動。昼間の疲れと喉を潤した。夏にもかかわらず外は

若干寒かったが、参加者それぞれの職場の話や個人の趣味の話で熱く盛り上がり、青年交流活

動が十分に活かされた大会であった。

　優勝チームは、塚原雅哉さん、渡部佳久さん、村山友祐さん、仲本朱里さんのチームでした。

ベストプレーヤー（ハイスコア）に選ばれたのは、梅津美和さん（ＵＩゼンセン同盟）でした。

梅津さんのコメントです。

　「自己ベストです。（この喜びは）小さい頃か

らボウリングに連れて行ってくれた両親に伝え

たいです。」物心ついたときから、小学校の近

くにあるボウリング場が遊び場だったんだそう

です。

職場のみなさんも一緒に祝福してくれていま

した。

　こんな素敵なエピソードを聞くと、来年もボ

ウリング大会の新聞を担当したくなってしまい

ます。

　これからも数々のドラマをコーディネートし

てくであろう「連合山形会長杯ボウリング大

会」です。

　来年は、新しいメンバーも誘って、ぜひ、ご

参加ください。また、どこかでお会いしましょ

う。

　上位結果は次の通りです。

★今回初めて参加しました。
普段知り合った不断知り合え
ない方達ばっかりだったので、
一緒にボウリングをして新鮮
でした。
（三原さん・東北電労）

★とても楽しかったです。
初めて知りあった人と一緒の
グループに１なったけれど、ボ
ウリングはコミュニケーション
を取りやすくていいと思いま
した。
（斎藤さん・コバレントマテリアル労組）

★とても楽しかったです。
初めて知りあった人と一緒の
グループに１なったけれど、ボ
ウリングはコミュニケーション
を取りやすくていいと思いま
した。
（斎藤さん・コバレントマテリアル労組））

★初めてでしたが、雰囲気も良くワイワイやっていて楽しめた。同じ
職場同士でチームを組むと思っていたが、違う職場の人とのチームで
ビックリだったが、新しいつながりが生まれてかえって楽しめました。
来年は、ブービー賞も用意してもらえると励みになりそうです。
（竹田さん・ケミコン山形）

★ビアガーデンがあるから頑張れた。（原さん・テルウェル山形部会）

★こんなにたくさん参加して
いると知り、驚きました。上手
な方もいて負けられないと思
い、ゲームに夢中になりまし
た。
（磯さん・ドコモ山形部会）

★初めて会った方とチームを
組みましたが、わりとフレンド
リーにハイタッチなどして交
流できて楽しかったです。
（鈴木さん・マーレ山形労組）

★久々のボウリングなんです
けど、楽しい方とチームが組
めたので良かったです。「スト
ライクがーーー！」（インタ
ビュー途中になんと！ストライ
クができました）
（佐々木さん・テルウェル山形部会）
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置賜地協（南陽市職員労組）
置賜地協（南陽市職員労組）
電機連合（コバレントマテリアル労組）
電機連合（コバレントマテリアル労組）

順　位

1位

2位

3位

得　点

1115点

1057点

1047点

名　前
梅津　美和
村山　友祐
勝見　敏美

所　属
UIゼンセン同盟（イオンリテールワカーズユニオン）
情報労連（ドコモ山形部会）
情報労連（ケミコン山形）

順　位
1位
2位
3位

得　点
336点
334点
322点


