
 

12月１日(木)17時から、第 27回三浦半島地域連合ＯＢ会総会

＆意見交換会を３年振りとなる対面にて開催しました。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、総会は２年連続

書面持ち回り、意見交換会は３年連続中止となり、実に３年半振

りの対面開催となりました。 

総会は 17 時から全駐労会館２階会議室を借り、感染対策（検

温・手先消毒・飛沫ボード設置）を万全に行い開催、齊藤ＯＢ会

会長からは久々の対面開催できた喜びを、続いて来賓として、連

合神奈川吉坂会長からは現在の連合の活動状況を、及川地域連合

議長からは議長になってすぐ新型コロナウイルス感染拡大にな

り厳しい３年間であったことなどの挨

拶がありました。 

その後、2022年度の活動報告、2023

年度活動方針や役員体制など満場一致

で可決しました。 

役員体制は中間年のため、全員再任、

会員は１現・６増の 60名体制となりま

した。 

2023年度の活動につきましては、新

型コロナウイルス感染状況をみつつ、

早急に開催し、より具体的な活動を提

案していくことにしました。 

 

総会終了後 18 時からはよこすか平

安閣に場所をうつして、意見交換会を、

今年６月予定を 12 月に延期して開催

ＮＯ 組織名 氏名 役職 ＮＯ 組織名 氏名 役職

1 自動車総連 齊藤雄治 会長 31 神教協 明口祥幸 【新】

2 自動車総連 土橋雅一 32 基幹労連 山口裕司 副会長
3 自動車総連 滋野秀昭 33 基幹労連 甲木裕之
4 電機連合 薦野　彰 34 基幹労連 北村清治 幹事
5 電機連合 安村伊三夫 35 基幹労連 河南高之
6 電機連合 野尻信良 36 基幹労連 松本好雄
7 電機連合 橋本誠 37 ＪＡＭ 伊関功滋
8 電機連合 茂泉　晃 副会長 38 ＪＡＭ 小田泰司 副会長
9 電機連合 宮下寿幸 39 ＪＡＭ 新田尊士
10 電機連合 小高大 40 ＪＡＭ 抜井健司
11 電機連合 髙橋　洋 【新】 41 ＵAゼンセン 橋本尚 会計監査
12 自治労 鈴木政雄 42 ＵAゼンセン 渕信寛
13 自治労 加藤泉 相談役 43 ＵAゼンセン 奥田誠一
14 自治労 早坂公幸 事務局長 44 ＵAゼンセン 佐藤幹也 【新】
15 自治労 森田洋郎 45 全駐労 飯島智幸 幹事
16 自治労 渡辺紳一郎 46 全駐労 乙川寛喜
17 自治労 小川慎 47 全駐労 酒井一豊 【新】
18 自治労 佐野秋次郎 48 海員組合 宮川吉雄
19 自治労 宮原弘和 49 全水道 角井基
20 自治労 遠藤利一 50 全水道 笹本敦史 幹事
21 自治労 長澤剛 【新】 51 全水道 安藤広一
22 神教協 竹田邦明 52 ヘルスケア労協 大津弘道 幹事
23 神教協 藤本泰成 53 ＪＰ 荒井　昭
24 神教協 芹沢秀行 54 ＪＰ 杉山純一
25 神教協 天野順太郎 55 ＪＲ総連 小島勇 【新】
26 神教協 岸本隆巳 56 組織内議員ＯＢ 和田猛美
27 神教協 齋藤辰二 幹事 57 組織内議員ＯＢ 山本文夫
28 神教協 宮本敦実 58 組織内議員ＯＢ 横山純子
29 神教協 丸茂　忍 59 組織内議員ＯＢ 大村博信
30 神教協 伊東良祐 60 組織内議員ＯＢ 山田直人

齊藤 OB 会会長 吉坂連合神奈川会長 及川地域連合議長 

 

 会   長   齊藤 雄治（自動車総連）       再 

 副  会  長   山口 裕司（基幹労連）        再 

副 会 長   茂泉 晃 （電機連合）         再 

    副  会  長   小田 泰司（ＪＡＭ）         再 

    事務局長    早坂 公幸（自治労）         再 

幹   事   飯島 智幸（全駐労）         再 

    幹   事   笹本 敦史（全水道）         再 

    幹   事   北村 清治（基幹労連）        再 

幹   事   齋藤 辰二（神教協）         再 

幹   事   大津 弘道（ヘルスケア労協）     再 

    会   計   篠原 恭久（地域連合事務局長）    再 

    会計監査   橋本 尚 （ＵＡゼンセン）      再 

 

  相 談 役    加藤   泉（自治労）        再 



しました。会場のよこすか平安閣には感染対策を万全にお願いし、飛沫ボードだらけの中ではありま

したが、久々に会うＯＢ会員 30 名、連合神奈川吉坂会長、三浦半島地域連合現役五役（６名）の合

計 37名で懇談が出来ました。 

司会は小田副会長と北村幹事が担当し、終始笑いが絶えない雰囲気の中でテーブルごとに近況報告

を行い、①ＯＢ会設立経緯、②現在の仕事や健康状態報告、③地域連合時代の秘話など、各会員が思

い思いに話しをし、途中で会員から質問や歓声があがるなど大変盛り上がりました。 

あっという間の２時間が経過、最後は参加者全員で記念写真を撮影し終了しました。 

 


