
　毎年山形県内を持ち回りで実施する「青年交流集会」。今年は、置
賜地協の実行委員会協力の下、８月30日～31日の日程で白鷹町の「パ
レス松風」を会場にのべ51人の参加者を募り実施されました。
　１日目は、「我慢することは正しいのか？　～交流から生活・職場
を見つめよう～」を学習会テーマに掲げ、８班に分かれてのグループ
討議。テーマにおける「我慢」に限らず職場での事例紹介や、日頃の
生活の小さな疑問・思いを他の参加者の意見と照らし合わせ、垣間見
る時間を取ることができました。ほとんどの参加者が、他の参加者と
は初対面という状況の中、座長役の面々は、班内が打ち解けられるよ
うに各自工夫を凝らしていました。
　夜には、“もくもくハウス”でのバーベキュー懇親会。自己紹介を兼ね、翌日の体験学習班分けくじ引きを実
施したのですが、各自の思いが熱く、なかなか自己紹介が終わらない（延１時間弱）。その後は豪華景品をかけ
た地元「班別対抗白鷹町ウルトラクイズ」を実施し、参加者の交流が更に深まりました。
　２日目は伝統工芸村へ移動し、陶芸・和紙すき・和紙人形作り・紅花染めの４つのコースに分かれて体験学習
を行いました。めったに経験することができない体験をしまた、仲間と交流できた、とても有意義な時間となり
ました。
　なお、来年は山形地協管内での開催となります。参加をお待ちしております。

2013青年交流集会を開催

全体会

分散会の様子

和紙すき 和紙によるブレスレッド作り

紅花染め

陶芸

和紙人形作り
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第３回「連合山形会長杯ボウリング大会&ビアパーティ交流会」終了！
　７月27日（土）ヤマコーボウルにて「第３回連合山形会長杯ボウリング大会＆ビアパーティ交流会」を開催、

県内各地から20チーム85名の参加をいただきました。

　連合山形大泉会長（しっかりストライク！）と女性代表参加者による始球式でゲームがスタートしました。今

回も１組合２人ペアでのチーム編成を行ったことで、初対面ながら他組織との交流がしやすく、和気あいあいと

盛り上がったゲームになりました。

　ボウリング終了後は、運動後の一杯！ということで、交流会場へ移動し、渇いたのどを潤しました。当日はあ

いにくの天候だったため、室内でのビアパーティとなりました。しかし、運動後のビールと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図られた大会でした。

　優勝チームは、嵐田さん、高木さん（SUMCO労組）・伊藤さん、加藤さん（南陽市職労）チームでした。個

人の部は、優勝・嵐田さん（置賜地協／SUMCO労組）、準優勝・北原さん（情報労連／NTT労組）第３位・

金田さん（森林労連／林野労組）でした。

　第３位の金田さんからコメントを頂きました。「今回は２回目の参加となり、前回と違う単組との交流が出来

て楽しかったです。交流会の場でも他の班との交流できて色々な話を聞け、年齢も関係なく交流ができたので良

かったです。」職場や年齢関係なく盛り上がったボウリング大会＆ビアパーティ。来年度以降も開催予定（!?）です。

ぜひ、職場の仲間と参加お待ちしております！

乾杯の音頭は参加者から選抜 じゃんけん大会

【団体の部　優勝チームの皆さん】

か わ ら ば ん2013年10月２日発行

（2）



第３回「連合山形会長杯ボウリング大会&ビアパーティ交流会」終了！

山交労組� 山
ヤマ
口
グチ
　晃
コウ
右
スケ

　山交ビルをご利用頂きまし
て、誠にありがとうございま
す（笑）。来年もご利用頂け
ると幸いです。よろしくお願
いします。（もちろんボウリ
ング、ビア交流会も楽しかっ
たです。）

ＮＴＴ労組� 花
ハナ
田
ダ
　典
ノリ
佳
カ

　普段なかなかご一緒する機
会がない方々と会社、組織を
超えた交流（ボウリング、ビ
ア交流会で）が出来、楽しい
時間を過ごすことができまし
た。

自治労� 高
タカ
橋
ハシ
　英
ヒデ
之
ユキ

　出来れば（ボウリング）
200点出したかったです。来
年は頑張ります！同じテーブ
ルの人は変な人しかいません
でした（笑）。

参加者のみなさんからのコメントです。

ＮＴＴ労組� 北
キタ
原
ハラ
　成
ヨシ
貴
キ

　他業種の若手の皆さんと交
流ができて非常に楽しめるこ
とができました。また次回に
向けて（ボウリング）頑張っ
て練習したいと思います。

東北電労� 熊
クマ
谷
ガイ
　幸
コウ
希
キ

　体を動かして楽しむという
のはあまりない機会なのでと
ても楽しむことができまし
た。また、他の会社の方々と
の交流ができ、貴重な時間が
過ごせました。

マーレ山形� 太
オオ
田
タ
　健
ケン
一
イチ

　久しぶりのボウリングで
とても楽しかったです。ス
コアは何ともいえませんが…
（笑）。色んな人と交流がで
きておもしろいなと思いまし
た。ありがとうございました。

東北電労� 市
イチ
橋
ハシ
　智
トモ
行
ユキ

　普段、他業種の方と交流す
る機会が少ない中、交流する
ことができ、様々な話をでき
て非常に楽しかったです。た
だ、ボウリングの点数があま
り良くなかった……。悔しい!!

自治労� 加
カ
藤
トウ
　　司

ツカサ

　ビア交流会につられて参加しま
した。他の労組の方と混合のボウ
リングチームになったので、始め
は少し緊張しましたが、ゲームが
終わるに頃にはいい雰囲気でみん
な楽しめたと思います。あいにく
の雨で、外では飲めませんでした
が、また来年来たいです！

情報労連� 鈴
スズ
木
キ
貴
タ カ ヒ ロ
有裕

　普段関わることの少ない異
業種の方とお話し、親交を深
めることのできとても機会に
なりました。ボウリングで
は、一緒に一喜一憂し、楽し
く語らい、楽しい時間を過ご
せました。

【団体の部　第３位の皆さん】【団体の部　第２位の皆さん】
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◉　団体の部
順　位 得　点 名　　前 所　　　　　属

1位 1072点

加　藤　　　司 自治労（南陽市職労）
伊　藤　淳　子 自治労（南陽市職労）
嵐　田　昭　一 置賜地協（SUMCO労組）
高　木　真　也 置賜地協（SUMCO労組）

2位 1057点

北　原　成　貴 情報労連（NTT労組）
仲　本　朱　里 情報労連（NTT労組）
塚　越　威　仁 森林労連（林野労組）
丸　山　友　由 森林労連（林野労組）

3位 1041点

佐　藤　千　鶴 交通労連（山交労組）
山　口　晃　右 交通労連（山交労組）
広　中　慎　平 情報労連（NTT労組）
荒　井　拓　也 青年委員会（情報労連）

◉　個人の部
順　位 得　点 名　　前 所　　　　　属
１位 347点 嵐　田　昭　一 置賜地協（SUMCO労組）
２位 332点 北　原　成　貴 情報労連（NTT労組）
３位 301点 金　田　直　幸 森林労連（林野労組）

連合山形青年委員会「第24回総会」の開催
１．日　　時　2013年10月21日（月）　10：00受付　10：30開会　12：30閉会予定

２．会　　場　大手門パルズ　３階「柊」
３．構成委員　⑴　構成組織『総会代議員』
　　　　　　　　①割当て数については、青年組織人数に応じます。
　　　　　　　　②組織人員など変更があれば至急報告願います。
　　　　　　　⑵　各地域協議会『特別代議員』
　　　　　　　　①地協青年委員会については発言権を認め、決議権

のない、特別代議員となります。
　　　　　　　　②地協再編により、青年委員会が結成されている地

協については２名、地区連絡会から１名とします。
　　　　　　　⑶　連合山形青年委員会幹事
４．議　　題　⑴　2013年度活動報告
　　　　　　　⑵　2014年度活動方針（案）
　　　　　　　⑶　青年委員会幹事選出（案）
　　　　　　　⑷　そ　の　他

「2013山形県
� 男女共生集会」の開催
１. 日時　2013年10月21日（月）
　　　　 13時00分受付
　　　　 開会13時30分
　　　　 閉会16時00分

２. 会場　大手門パルズ
　　　　 ３階「霞城」

３. 次第　主催者挨拶
　 講演「ジェンダー・ギャップ
� を考える」（仮称）
　 講師　東北公益文科大学教授
� 伊藤眞知子さん
　 質疑応答
　 閉会
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