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しずおか                                           ２０１７年 ７月 １９日         

県勤協連ニュース        ３２２・３２３合併号 
                     

静岡県勤労者協議会連合会 

                    TEL・FAX 054-273-5130 

          ホームページ   http://www.kinrokyo.net/shizuoka/ 

                 Ｅ－メールアドレス shizuoka@kinrokyo.n 
 

日本勤労協第２８回全国総会開催 
 

 日本勤労協第２８回全国総会は、全国各地から１７０名が参加して６月２５～２６日伊豆の国市「ホテ

ルサンバレー富士見」に於いて開催されました。準備運営に当たられた静岡県実行委員会と地元伊豆の国

市勤労協の皆さん、大変ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年度各地区定期総会開催 

☆伊豆の国市勤労協 

日 時  ４月３０日（日）１８：００ 

場 所  時代劇場 

新役員  会長 小粥崇男 副会長 藤沢信吾 酒井敏雄 

日本勤労協１７～１８年度役員体制 
 

会   長     宇津井 賢一   （東北ブロック・宮城県連）        

副 会 長     藤田 利男   （東海北陸ブロック・石川県連）     

事務局長      橋本 勝六   （東海北陸ブロック・静岡県連）    

事務局次長     清水 可晴   （関東甲信越ブロック・長野県連）  

幹   事     篠原  清   （中国四国ブロック・香川県連）     

幹   事     矢野 俊雄   （九州ブロック・熊本県連）           

会計監査      宮下 正一   （東海北陸ブロック・福井県連）    

会計監査      八巻 利行   （東北ブロック・福島県連）        
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      事務局長 土屋建次  事務局次長 小塚久一 小張紀子 

      会計１名   役員７名  会計監査 ２名 

 

☆三島市勤労協（第 54回） 

日 時  ５月１３日（土）１９：００ 

場 所  市大社町別館 

新役員  会長 仁杉秀夫 副会長 後藤憲俊 事務局長 山田信昭   

事務局次長 古瀬秀樹  諏訪勝徳   

      会計１名   専門部長２名  会計監査 １名 

 

☆袋井市勤労協（第 66回） 

日 時  ５月２７日（土） ９：３０ 

場 所  袋井勤協会館 

新役員  会長 寺井紗知子 副会長 沼野敬一 村松早苗 柴田儀一 

      事務局長 太田強  事務局次長 織田和利 

      常任委員１１名   会計監査 ２名 

 講演会  「議員活動を振り返って」 

       講師 前袋井市会議員・寺井紗知子氏 

 

☆清水町勤労協（第 48回） 

日 時  ５月２８日（日） ９：００ 

場 所  清水町防災センター 

新役員  会長 向笠茂雄  副会長 金子照武  事務長  清水勇 

      事務次長 吉川豊一  

      会計１名   幹事５名  会計監査 ２名 

 講演会  「介護予防について」 

       講師 町長寿介護課・遠藤晃美氏 

 

☆掛川市勤労協（第 65回） 

日 時  ５月２８日（日） ９：００ 

場 所  西南郷地域生涯学習センター 

新役員  会長 堀内武治  副会長 藤井勝  村岡鉄平  鈴木久裕  

事務局長  岡田三郎 事務局次長 笹本義雄  

      幹事７名  会計監査 ２名 

 講演会  「急救救命法（ＡＥＤ）と地域医療について」 

       講師 ｆａｎ地域医療を育む会 武田和子氏 

 

☆静岡地区勤労協 

日 時  ５月３１日（水） １０：００ 

場 所  静岡労政会館 

新役員  会長 若林章司  副会長 乙黒悟郎  奥川宏   

事務局長 福井豊    

      幹事７名  会計監査 ２名 
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☆清水地域勤労協（第 23回） 

日 時  ６月１６日（金） １８：００ 

場 所  おしば会館 

新役員  会長 鈴木禎昭  副会長 小杉光  杉山繁 橋本勝六    

事務局長  宮内朝次  運営委員 秋山一 会計監査２名 

       

☆富士市勤労協（第 51回） 

日 時  ７月１３日（木） １０：００ 

場 所  勤労協会議室 

新役員  会長 外山卓  副会長 小林利夫  事務局長  中川原義則 

  事務局次長 荒岡剛   幹事３名  会計監査１名 

 

富士市勤労協結成５０周年を向かえ記念誌を発行 
 

  

１９６６年１１月１日、富士市・吉原市・鷹岡町の２市１町が合

併して、新富士市が誕生し、富士市勤労者協議会が発足しました。  

 勤労協創立期の活動及び５０年間のあゆみを中心に構成されて

います。 

 静岡県勤労協運動の歴史の１ページに加えていただき活用いた

だければ幸いです。 

（富士市勤労協会長・外山卓） 

 

 

 

 
 

 

☆静岡地区勤労協 

無料法律・生活相談（第２四半期） 
◆相談日 ７月２２日（土） ８月２６日（土） ９月１６日（土） 

◆時間 １４：００～１６：００ 

◆場所 静岡労政会館５階会議室 

◆増本弁護士     ◆勤労協より２名出席 

（通信員 福井豊） 

 

☆袋井市勤労協 

       会員集会開催 

新年度会費集金担当者３３名が出席し 

袋井市介護予防出前講座を開催しました。大石保健師の指導のも

と「ふくろい元気アップ運動」に全員で挑戦しました。健康寿命

日本一の静岡県です。  

「体操をやってみたい。認知症予防のために何かしたい。」とお

各地区活動報告 
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考えの皆様フッピー健康ストレッチ体操に挑戦してみませんか。  

※ストレッチ体操のＤＶＤを希望される方は連絡下さい。 

 

カーブミラー清掃・点検活動 

 

春の全国交通安全運動期間中の４月 15 日田原・西田地区の

６５ヶ所でカーブミラー清掃を 15 名で実施し、点検結果を市

民協働課へ報告しました。 

 

 

 

浅羽海岸松林 下草刈り 

６月４日（日）袋井市農政課の要請により、浅羽海岸

の植樹した松林管理保全活動・草刈りに緑のボランテ

ィアとして参加しました。  

各団体・自治会等大勢参し、年二回実施されます。 立

派な松林とするため、次回 10 月には一緒に汗を流し

ましょう。 

                        （袋井勤協ニュース No422 より抜粋） 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
    

     


