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～３名追加加盟・54名体制で活動をスタートします。～ 

 

三浦半島地域連合ＯＢ会齊藤雄治会長挨拶 
 

 日頃より、三浦半島地域連合ＯＢ会の諸活動に対し、ご理解・ご協力そしてご支援を賜り誠にありが

とうございます。 

 三浦半島地域連合ＯＢ会第 25回定期総会の開催にあたり、ご挨拶を申し上げます。 

 本来であれば１月 22日（金）に横須賀三浦教育会館にて、ＯＢ会会員や三浦半島地域連合の三役参

加のもと総会（予定）を開催し、その後三浦半島地域連合の新春の集いに参加し交流を深め、ＯＢ会活

動スタートしていました。 

 しかし、昨年からの新型コロナウイルス感染拡大が続き、年末には過去最高の３波が来て、１月８日

に政府は神奈川県をはじめとする４都県に対し、緊急事態宣言を発出するに至っております。 

 今年度のＯＢ会の活動は昨年１月に総会を行って以降は６月の意見交換や 11月の構成組織代表者合

同懇親会などが感染防止の観点から中止せざるを得なかった事は誠に残念でした。 

 緊急事態宣言の発出を受けて、第 25回の定期総会についても、ＯＢ会役員とメールや電話にて、史

上はじめてとなりますが書面持ち回りでの開催を確認し、議案書を提示させて頂くことにしました。何

卒、趣旨ご理解の上、定期総会の報告事項及び議案について、書面での審議をよろしくお願いいたしま

す。なお、報告に対する了承の可否、議案に対する賛否につきましては、２月４日までに三浦半島地域

連合事務局にご連絡いただきますようお願いいたします。 

 また、総会議案書とともに会員の皆さんの加盟継続確認も行います。脱会される場合は同様に三浦半

島地域連合事務局にご連絡いただきますようお願いいたします。 

 最後になりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の勢いは増すばかりで、昨日も神奈川県は過去最

多 622名となっています。 

ＯＢ会としても、皆さんの

これまでの努力を無にするこ

とのない「新しい活動様式」

に対応した活動を模索してい

きたいと思っております。 

三浦半島地域連合ＯＢ会の

皆様には、健康にはくれぐれ

もご留意され益々のご活躍さ

れるとともに、写真の様な意

見交換が出来る生活に一日も

早く戻ることを祈念申し上げ

ご挨拶とさせて頂きます。 

 

令和３年１月８日 三浦半島地域連合ＯＢ会会長 齊藤 雄治 

 

 

 

 

2019年６月ＯＢ会意見交換風景 
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【議 案】 

●議案１  2021年度活動方針 

（１）会則に従い、入会希望を確認（加入届の提出を求める）し、会員の把握及び会費納入率ＵＰに努めま

す。(今年度は会員相互協力体制を強化して 100％を目指します。) 

 

（２）会員相互の親睦をはかるため、ＯＢ会主催の行事を企画します。企画の検討は幹事会及び事務局で行

うこととします。 

 

【具体的な活動】 

 ①第 25回ＯＢ会総会 

■日時 2021年２月４日（木） 

■場所 書面持ち回り 

 ②2021年度幹事会 

  ■日時 2021年度内、新型コロナウイルスの感染状況をみながら別途決定とする。  

  ■場所 ヴェルクよこすか（予定） 

  ■内容 ＯＢイベント及び会活動の充実・役員の改選・会費納入などを議論予定 

 ③ＯＢ会意見交換会  

■日時 2021年６月  日（ ）18時～ 

■場所 順番では逗子方面の居酒屋 

■内容 開催日時は６月として、新型コロナウイルスの感染状況をみて別途決定 

2019年度は６月 14日（金）１８時～ 横須賀中央の「市場食堂」にて、開催しました。 

 

●議案２  役員体制について（案） 

2018年度に役員任期を２年と定め、今年は役員改選年ではないことから、昨年同様となりました。 

     

 会   長   齊藤 雄治（自動車総連）       再任 

 副  会  長   山口 裕司（基幹労連）        再任 

副 会 長   茂泉 晃 （電機連合）         再任 

    副  会  長   小田 泰司（ＪＡＭ）         再任 

    事務局長     早坂 公幸（自治労）         再任 

幹   事   飯島 智幸（全駐労）         再任 

    幹   事   笹本 敦史（全水道）         再任 

    幹   事   北村 清治（基幹労連）        再任 

幹   事   岸本 隆巳（神教協）         再任 

幹   事   大津 弘道（ヘルスケア労協）     再任 

    会   計   篠原 恭久（地域連合事務局長）    再任 

    会計監 査   橋本 尚 （ＵＡゼンセン）      再任 

 

  相 談 役    加藤   泉（自治労）         

 

 

●議案３  ＯＢ会会員について（案） 

ＯＢ会会員への加盟継続確認及び 2020 年度三浦半島地域連合退任役員に加盟確認を行ったところ、下記

になりました。 

 

【退会者】 

 今年度の退会者はいません。 
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【新規入会者】 

下記の３名が新規に加盟します。 

ＪＡＭ ＪＶＣケンウッド労働組合 横須賀支部     抜井健司 

ＪＰ  鎌倉三浦北支部                荒井 昭 

ＪＰ  鎌倉三浦北支部                杉山純一     

 

 

第 25回総会ＯＢ会終了時点名簿           ３増で 54名体制 

 

ＮＯ 役員氏名 氏名 役職 ＮＯ 役員氏名 氏名 役職

1 自動車総連 齊藤雄治 会長 28 神教協 丸茂　忍

2 自動車総連 郡司典好 29 神教協 伊東良祐
3 自動車総連 土橋雅一 30 基幹労連 山口裕司 副会長
4 自動車総連 滋野秀昭 31 基幹労連 甲木裕之
5 電機連合 薦野　彰 32 基幹労連 北村清治 幹事
6 電機連合 安村伊三夫 33 基幹労連 河南高之
7 電機連合 野尻信良 34 ＪＡＭ 伊関功滋
8 電機連合 橋本誠 35 ＪＡＭ 小田泰司 副会長
9 電機連合 茂泉　晃 副会長 36 ＪＡＭ 新田尊士
10 電機連合 宮下寿幸 37 ＪＡＭ 抜井健司 【新】
11 電機連合 小高大 38 ＵAゼンセン 橋本尚 会計監査
12 自治労 鈴木政雄 39 ＵAゼンセン 渕信寛
13 自治労 加藤泉 相談役 40 ＵAゼンセン 奥田誠一
14 自治労 早坂公幸 事務局長 41 全駐労 飯島智幸 幹事
15 自治労 森田洋郎 42 全駐労 乙川寛喜
16 自治労 渡辺紳一郎 43 海員組合 宮川吉雄
17 自治労 小川慎 44 全水道 角井基
18 自治労 佐野秋次郎 45 全水道 笹本敦史 幹事
19 自治労 宮原弘和 46 全水道 安藤広一
20 自治労 遠藤利一 47 ヘルスケア労協 大津弘道 幹事
21 神教協 竹田邦明 48 ＪＰ 荒井　昭 【新】
22 神教協 藤本泰成 49 ＪＰ 杉山純一 【新】
23 神教協 芹沢秀行 50 組織内議員ＯＢ 和田猛美
24 神教協 天野順太郎 51 組織内議員ＯＢ 山本文夫
25 神教協 岸本隆巳 幹事 52 組織内議員ＯＢ 岡田和則
26 神教協 齋藤辰二 53 組織内議員ＯＢ 大村博信
27 神教協 宮本敦実 54 組織内議員ＯＢ 横山純子  

 


