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ご寄付いただきたい食品

ご注意ください!!　連合長崎と連合長崎地協は、共催で１月６日（金）18
時30分から長崎市の「ホテルニュー長崎」において
「2017年新年交歓会」を開催しました。当日は、各級議
員、友好団体等の来賓の皆様、構成組織役員・組合員、県
内各地協・長退連の参加者を含め約300人が参集する
盛大な新年交歓会となりました。
　冒頭、森光一会長は、①政策実現については、ヨコの
広がりとタテの深堀りをキーワードに、社会に向けた
運動と、職場での運動を連動させることにより、更なる
共感と広がりをめざしていく、②2017春闘について
は、昨年の成果をさらに社会に波及させ、地場中小労働
者や非正規労働者の底上げ・底支え、格差是正を進化さ
せていく、③本年予定されている中間自治体選挙では
連合長崎推薦の全ての候補者の当選に向けて全力で取
り組む、また国政選挙については早期の候補者決定を
民進党に要請すると述べたうえで、多くの課題が山積
しているが、構成組織の理解を得ながら活動を展開し

ていく決意を込めたあいさつをしました。
　その後、多くの来賓を代表して、高木義明民進党長崎
県連代表、吉村庄二社民党長崎県連合代表、中村法道長
崎県知事、田上富久長崎市長、大塚崇史長崎労働局長、
劉亜明中国駐長崎総領事からあいさつを受けました。
　続いてステージ上で恒例の鏡割り、辻純長退連会長
の音頭で乾杯が行われました。その後、アトラクション
として中国の伝統芸能である「変面」の披露があり、会
場は大いに盛り上がりました。最後に酒井隆長崎地協
議長の音頭で連合長崎、連合長崎地協、各構成組織の発
展と今後予定されている中間自治体選挙の必勝を祈念
したガンバロー三唱を行い、2017年新年交歓会を終了
しました。
　連合長崎、連合長崎地協は、2017年も構成組織の皆
様と一丸となって各種取り組みを行ってまいります。
各構成組織の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。

連合長崎・連合長崎地協2017年新年交歓会

暮らしの底上げ！底支え！
長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」
を実現する日出生台集会が開催されました！

連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催
「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！

長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！

3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ

フードドライブ実施のお知らせ
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ご注意ください!!

挨拶をする
連合長崎　森会長

団結ガンバロー春闘の定期をする
佐竹副事務局長

（基調講演Ⅰ）
連合本部　安永副事務局長

（基調講演Ⅱ）
ろうきん　湯浅課長

　１月21日（土）、ホテル矢太樓において、約100人の
仲間が集まり「2017春季生活闘争討論交流集会」を開
催しました。
　主催者を代表して連合長崎 森光一会長のあいさつ
の後、「連合2017春季生活闘争方針提起」として連合本
部の安永副事務局長から基調講演がありました。日本
の現状に触れながら、今季春闘の目的として①「経済
の自律的成長」「包括的な社会の構築」「ディーセント
ワーク」実現　②「底上げ・底支え」「格差是正」で「ク
ラシノソコアゲ実現　③働く者・国民生活の底上げを
はかるために果敢に闘おう！　を説明され、また現在
政府で進められている「働き方改革」に対する連合での
取り組みについての説明もありました。基調講演Ⅱと
して「企業年金制度の普及・拡大に向けた取り組み」と
題して九州労金長崎県本部の湯浅課長から説明いただ
きました。確定給付型企業年金・確定拠出年金（企業型・
個人型）と色々な年金制度がある中、その違いやメリッ
トやデメリットなど理解を深めました。
　その後、連合長崎佐竹明彦副事務局長より、「連合長
崎の2017春季生活闘争の取り組みと2017年地域ミニ
マム運動」について提起をおこないました。

　引き続き、２つのグループにわかれ分散会を行い、
「2017春季生活闘争方針」「組織強化・拡大」「職場に
おける非正規に対する取り組みについて」等について各
組織より報告を受け、意見交換を行いました。
　集会の最後には、連合長崎中小闘争本部の副本部長
である鴨川博明 連合長崎副事務局長がガンバロー三
唱を行い、「2017春季生活闘争」の勝利へ向け参加者
全員で意思統一をはかるとともに、連合長崎2017春
季生活闘争のスタートを切りました。

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」
を実現する日出生台集会が開催されました！

連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催
「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！

長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！

連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催
「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！

長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！

3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ

フードドライブ実施のお知らせ
確定拠出型年金の加入者教育
については、ろうきんがサ
ポートします！皆様の中で学
習会等を開きたい場合は是非
ろうきんにご相談ください。
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ご注意ください!!

　２月５日投開票が行われた五島市議選において、連合長崎が推薦
した草野久幸候補は、定数20名に対し22名が立候補した厳しい選挙
戦を制し、前回の得票数を上回り見事６位で再選をはたしました。
構成組織・各地協には短期間において総力を結集したご支援・ご協
力をいただき感謝申し上げます。今後もご支援をよろしくお願いいた
します。

　今後予定されている市長選・市議選の連合長崎推薦候補者です。
　全員の当選を目指して、全力で支援しましょう！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」
を実現する日出生台集会が開催されました！

連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催
「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！

長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！

3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ

フードドライブ実施のお知らせ
連合長崎　推薦候補者

「諫早市長・市議選挙」（３月19日公示・３月26日投票）

宮本　明雄　無所属
（現職・組織外）

林田　　保　民進党
（現職・基幹労連）

松永　隆志　無所属
（元職・自治労）

田中哲三郎　無所属
（新人・組織外）

【諫早市長選挙】 【諫早市議選挙】

「西海市長・市議選挙」（４月16日公示・４月23日投票）

田中　隆一　無所属
（現職・組織外）

清水　正明　無所属
（新人・自治労）

【西海市長選】 【西海市議選】
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ご注意ください!!ご注意ください!!ご注意ください!!

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」
を実現する日出生台集会が開催されました！

連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催
「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！

長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！ 　今年は「らくらくストレッチヨガ」教室を開催します。自分の身体を見つめなおし、ストレス解消の一つとして、

ストレッチヨガを体験してみませんか？肩こり・腰痛などでお悩みの方や日頃運動不足の方にお勧めです。会場

の都合で、参加人数が例年より少ない人数での開催となりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

男性の参加も可。託児も準備いたします。参加希望の方は、加入されている組合を通して、申込みください。

　日時：３月４日（土）14：30～16：30

　場所：長崎地区労会館（長崎市桜町9-6・連合長崎が入っている長崎県勤労福祉会館の隣の建物になります）

　講師：岡西　康子　先生（ロータスブルームヨガ代表）

　今年の３.８国際女性デーでは、新たに「フード

ドライブ」の取り組みをします。皆様のご家庭で

余っているお米や乾麺・缶詰・インスタント食品

などをお持ちよりください。賞味期限が切れてい

るもの、賞味期限が１ヶ月を切っているもの、食

べかけや生鮮食品はお受付できませんので、注

意してください。フードバンク（長崎フードバンク

システムズ）を通じて、必要とされている方に寄

付をします。皆様のご協力をよろしくお願いいた

します。

3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ

フードドライブ実施のお知らせフードドライブ実施のお知らせフードドライブ実施のお知らせ
●  ご家庭で余っている食料品をお持ちよりください  ●

　ユニオニオンのＬｉｎｅスタンプが発売されました！売上は「愛の
カンパ」に寄付されます。
　ぜひこの機会に可愛いユニオニオンのＬｉｎｅスタンプをご購入
ください。

・お米
・パスタ、素麺などの乾麺
・缶詰・レトルト食品・インスタント食品
・のり・お茶漬け・ふりかけ
・粉ミルク・離乳食・お菓子
・調味料（醤油、食用油、味噌など）

下記の食品はお取引できません。

・賞味期限が明記されていない食品
・賞味期限が切れている食品
・賞味期限が１ヶ月を切っている食品
・開封されているもの（食べかけ）
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
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ご注意ください!!

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

　2017年１月28日（土）、連合九州ブロック連絡会・
連合大分主催による「『米軍基地の整理・縮小』と『日
米地位協定の抜本的見直し』を実現する日出生台集会」
が大分県玖珠郡玖珠町（玖珠川河川敷）で開催され九
州各地から4,809人が結集、連合長崎からは森会長
をはじめ121名が参加しました。
　大分県の日出生台演習場では、米軍が沖縄で行って
いた県道104号線越えの実弾砲撃演習を本土５ヶ所に
移転した1997年以降、米軍による実弾砲撃訓練が行
われています。本訓練は、「沖縄と同質・同量」の負担
という約束であったにも関わらず、沖縄では実施され
ていなかった夜間砲撃訓練が実施されるなど、その内
容が質・量ともに強化されてきており、「訓練の拡大・
恒常化」「基地のばら撒き」となっている。連合九州ブ
ロック連絡会・連合大分は1999年から日出生台集会
を開催し、「在日米軍基地の整理・縮小」と「日米地位
協定の抜本的見直し」を求めています。

　集会では、地元実行委員会による「地元の思い」の訴
えに続き、主催者を代表して連合九州ブロック高島代
表幹事、また連合本部を代表して神津会長が挨拶を行
いました。続いて、半田滋氏（東京新聞　論説編集委員）
から、昨年の米軍属の男性による沖縄での女性殺害事
件や今回のオスプレイの墜落事故を初めとする繰り返
される米軍の事故など問題点を明らかにし、「反対の声
を上げ続けていくことが大切である」とご講演いただ
きました。
　最後に、「基地を抱える地元の重圧を少しでも軽減す
るために『米軍基地の整理・縮小』、そして1960年に
締結されて以来、一度も見直されていない『日米地位
協定』の抜本見直しを実現する運動を、引き続き地域
や職場において全力で展開していく」とする集会宣言
を採択し、連合大分佐藤会長の団結ガンバローで集会
を閉会しました。

「米軍基地「米軍基地の整理・縮小」整理・縮小」と「日米地位協定「日米地位協定の抜本的見直抜本的見直し」
を実現実現するする日出生台集会日出生台集会が開催開催されましたされました！

「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」
を実現する日出生台集会が開催されました！

連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催
「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！

長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！

3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ

フードドライブ実施のお知らせ
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地協のニュースも連合長崎のホームページに掲載をしています。
ぜひ、各地協の活動に注目ください！

連合速報へのご意見・ご感想はこちらまで  →  r-masumoto@nagasaki.jtuc-rengo.jp

ご寄付いただきたい食品

ご注意ください!!

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

五島市議選  草野久幸氏  みごと再選はたす！

「米軍基地の整理・縮小」と「日米地位協定の抜本的見直し」
を実現する日出生台集会が開催されました！

連合長崎2017春季生活闘争討論交流集会を開催
「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲを実現しよう！

長時間労働撲滅でハッピーライフの実現を！

3.8国際女性デー長崎集会のお知らせ

フードドライブ実施のお知らせ

2017年連合長崎  地域協議会・ブロック連絡会議  役員紹介 （2017年2月1日現在）

地域協議会名 議　　　長 事務局長 書　　記

長 崎 地 域 協 議 会 酒井　　隆

（基幹労連）

芳川孝太郎

（電力総連）

長崎地域協議会
西彼北部ブロック連絡会議

田邉　孝広

（電力総連）

諫早・島原地域協議会
大木　　豊

（日教組）

入江　良美

（交通労連）

岩永　利男

（ＪＰ労組）

山口　　潤

（自治労）

大東・壱岐・対馬地域協議会
対馬ブロック連絡会議

鶴岡幸太郎

（ＪＰ労組）

大塔　克彦

（自治労）

佐 世 保 地 域 協 議 会 菊永　昌和

（自治労）

鴨川　博明

（基幹労連）

諫早・島原地域協議会
島原ブロック連絡会議

田尻　正行

（私鉄総連）

大東・壱岐・対馬地域協議会
副島　康義

（自治労）

塩入　高志

（ユニオン）

佐世保地域協議会
北松ブロック連絡会議

五 島 地 域 協 議 会

五島地域協議会
上五島ブロック連絡会議

金子　圭史

（自治労）

杉島　洋人

（電力総連）

谷川　　隆

（自治労）

高井良芳行

（ユニオン）

草野いづみ

（ユニオン）

池田多佳子

（ユニオン）

本郷　栄子

（ユニオン）

川本　文子

（ユニオン）

大島　鶴恵

（ユニオン）

松岡　　貢

（自治労）

深浦　哲也

（自治労）

大東・壱岐・対馬地域協議会
壱岐ブロック連絡会議

山川　秀光

（自治労）

森　　　徹

（自治労）


