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【抜粋版・議案のみ】 

 
2022年２月４日(金)書面持ち回り 
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三浦半島地域連合ＯＢ会会長挨拶 
 

 

 新年明けましておめでとうございます。 

日頃より会員の皆様には、三浦半島地域連合ＯＢ会活動に対し、ご理解とご協力を頂いておりますこと

に対し御礼申し上げます。また、三浦半島地域連合の皆様にはＯＢ会の諸活動に対しご支援ご協力を頂

いていることに対し御礼申し上げます。 

 

さて、本来であれば１月に会員の皆様とともに親しく顔を合わせてＯＢ総会を開催し、2021年度の

活動の振り返りと 2022年度の活動の方針を決定するところではありますが、新型コロナウイルスの感

染拡大により、昨年に続き「書面による持ち回りの総会」になりましたことは誠に残念に思います。 

新型コロナウイルスの感染拡大が少し落ち着いた昨年 12月 7日に 2年振りとなる三役会を開催し、第

26回総会の開催と 2022年度の活動について検討しましたが、オミクロン株の感染拡大が予測される中、

多くの人が集まる総会の開催については慎重に検討すべきとの意見が多く、今年も「書面による持ち回

り総会」となった次第です。何卒ご理解のほど宜しくお願いします。 

 

2022年度も新型コロナウイルスの感染状況を慎重に見極めながらの活動の開催となりますが、４月

７日に開催を予定している幹事会において、６月の意見交換会など諸活動について検討し改めてご案内

させていただきます。 

 

第 26回ＯＢ総会議案書を送付させていただきましたので、ご確認いただきたく宜しくお願いします。

また、会員の継続と退会の申し出もあわせて確認させていただきますので２月４日までに事務局にご連

絡願います。 

新型コロナウイルスの感染拡大により私たちの生活や社会活動が大きく制約をうけていますが、ＯＢ会

会員の皆様には健康管理にくれぐれもご留意いただき、いつかは来る再会を楽しみに待ちたいと思いま

す。本年もどうぞ宜しくお願いします 

  

2022年１月 24日 

                        三浦半島地域連合ＯＢ会会長  齊藤 雄治 

 

  

 現時点で最後となっています。2019年６月ＯＢ会意見交換風景 
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【議 案】 
 

●議案１  2022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 26回ＯＢ会総会 

 ＯＢ会総会については対面で、かつ懇親会付きで開催したいと考えており、会員数 50 名を超える懇親会

が出来る状況ではないこと、総会のみＷＥＢ開催も選択肢としてないわけではないが、ＯＢ会会員のご自宅

の環境・対面で顔合わせが重要であることなどを考慮して、昨年同様に書面持ち回り開催としたいと思いま

す。 

 

 ②2022年度幹事会 

  ■日時 2022年４月７（木）16時～  

  ■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 

  ★新型コロナウイルス感染状況により、三役会とする場合があります。 

  ★この会議で下記６月の意見交換の詳細を決めて、案内をします。 

 

 ③ＯＢ会意見交換会  

■日時 2022年６月  日（ ）18時～（４月７日幹事会で決定後に会員に案内します。） 

■場所 未定 

■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。 

   2020.21年は新型コロナウイルスの感染防止の観点から２年連続で中止 

 

（１） 三浦半島地域連合の活動に参加し、側面からサポートします。 

 

【具体的な活動】 

 

①三浦半島地域連合新春の集いへの参加 

 

2022三浦半島地域連合新春の集いが中止となったため参加なし 

 

②クリーンキャンペーンへの参加 

■日時 2022年 10月 15日（土）時間未定～ 

■場所 三浦海岸駅、ミカン狩りを兼ねます。 

 

③構成組織代表者会議合同懇親会及び交流会への参加 

■日時 2022年 11月 16日（水）18時～会議のみ開催します。 

 

野外交流会は切り離し、第７回チャリティー交流会として 10月 31日（月）を予定しています。 
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④三浦半島地域連合第 32回年次総会への参加 

■日時 2022年 11月 28日（月）15時～ 

■場所 ヴェルクよこすか 6階ホール（予定）※会長が代表参加して挨拶をする予定です。 

 

●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、今年は役員改選年となりますが、基本現行体制を維持することを確認

し、現役員へ確認した結果、下記の役員体制とします。 

     

 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）         新 

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 

 

退任役員  幹   事   岸本 隆巳（神教協） 

 

●議案３  ＯＢ会会員について（案） 

【2014年確認事項】 

次年度より、ＯＢ会総会の案内時に入会継続の有無を確認し、入会する場合は会費を納めて頂く様にシス

テムを構築します。（入会するが総会には出席出来ない方は会費を振り込みとする。） 

また、２年以上、会費が納められない及び連絡がない方は自動的に退会となります。と案内に記載したい

と思います。 

上記の決定に基づき 

毎年、総会・新春の集いの案内とともに確認を行っていますが本年度は 12/25現在未実施 

今回、議案書と総会案内をして、加盟確認を行い、会員名簿は確定にしたいと考えています。 

また、第 31回三浦半島地域連合定期総会で退任した役員に、11月 30日にＯＢ会への入会確認をしました。 

確認の結果、今年度の会員数 55名（１減２増）の予定で下記となります。 

 

 

【退会者】 

 岡田和則 ４月の選挙で鎌倉議員に復活となったため 

 

【新規入会案内対象者】 

組織内議員ＯＢ  山田直人（2021年４月の選挙に出馬せず、勇退） 入会 

基幹労連     松本好雄（2021年 11月 29日定期総会で退任）  入会 

自動車総連    浅倉圭一（2021年 11月 29日定期総会で退任）  日産として役員継続のため 

入会はしない 
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第 26回定期総会名簿【確定】 

                 2022 年２月現在 

 

★２増１減の 55名体制となります。 

★総会書面持ち回りと同時に加盟継続確認を行っていますので、退任者が出る可能性があります。 

★書面持ち回り確認の結果退任希望者はいませんでしたので、下記名簿を確定とします。 

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 29 神教協 伊東良祐

2 自動車総連 郡司典好 30 基幹労連 山口裕司 副会長
3 自動車総連 土橋雅一 31 基幹労連 甲木裕之
4 自動車総連 滋野秀昭 32 基幹労連 北村清治 幹事
5 電機連合 薦野　彰 33 基幹労連 河南高之
6 電機連合 安村伊三夫 34 基幹労連 松本好雄 【新】
7 電機連合 野尻信良 35 ＪＡＭ 伊関功滋
8 電機連合 橋本誠 36 ＪＡＭ 小田泰司 副会長
9 電機連合 茂泉　晃 副会長 37 ＪＡＭ 新田尊士
10 電機連合 宮下寿幸 38 ＪＡＭ 抜井健司
11 電機連合 小高大 39 ＵAゼンセン 橋本尚 会計監査
12 自治労 鈴木政雄 40 ＵAゼンセン 渕信寛
13 自治労 加藤泉 相談役 41 ＵAゼンセン 奥田誠一
14 自治労 早坂公幸 事務局長 42 全駐労 飯島智幸 幹事
15 自治労 森田洋郎 43 全駐労 乙川寛喜
16 自治労 渡辺紳一郎 44 海員組合 宮川吉雄
17 自治労 小川慎 45 全水道 角井基
18 自治労 佐野秋次郎 46 全水道 笹本敦史 幹事
19 自治労 宮原弘和 47 全水道 安藤広一
20 自治労 遠藤利一 48 ヘルスケア労協 大津弘道 幹事
21 神教協 竹田邦明 49 ＪＰ 荒井　昭
22 神教協 藤本泰成 50 ＪＰ 杉山純一
23 神教協 芹沢秀行 51 組織内議員ＯＢ 和田猛美
24 神教協 天野順太郎 52 組織内議員ＯＢ 山本文夫
25 神教協 岸本隆巳 53 組織内議員ＯＢ 横山純子
26 神教協 齋藤辰二 幹事 54 組織内議員ＯＢ 大村博信
27 神教協 宮本敦実 55 組織内議員ＯＢ 山田直人 【新】
28 神教協 丸茂　忍



6 

 

 

 

日本労働組合総連合会 神奈川県連合会 

 

三浦半島地域連合 OB 会 
 

〒238-0006 

横須賀市日の出町１丁目 5 番地 ヴェルクよこすか３階 

ＴＥＬ:046-821-0005   ＦＡＸ:046-821-3705 

Ｅ－ＭＡＩＬ:miurahantou05@yacht.ocn.ne.jp 


