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新 潟 県 連 合 会

8月の主な活動
3〜6日
平和行動in広島

4日 第4回地協代表者会議

16〜17日
街宣行動（佐渡地内）

11日 土曜相談会

22日 第10回四役会議
第7回青年委員会
第4回県議会議員懇談会
29日 第10回執行委員会

連 合 新 潟
ホームページ
モバイルサイト

日本の社会に働きやすい

めざすために︑労働組合の と講演を受けました︒
役員を含めて現状を再認識
は︑企業側の理解と努力が

し︑取り組みを前進させよ 職場を増やしていくために

これは︑男女間のさまざ うと企画されました︒

講師には﹁新潟県男女共 必要です︒企業側への理解
同参画計画の内容︑進捗状 を深めてもらうためには︑
況および課題﹂と題して︑ 労働組合もその一翼を担わ

６人リレー

日

場

所 東北電力ビッグスワンスタジアム
新潟県スポーツ公園内コース
種

目

● 申込み締め切りせまる ●

2012年８月31日（金）必着

所定の用紙に記入の上、郵送で
申し込んで下さい。

詳しくは連合新潟ホームページへ

七月二四日新潟市・東映 年齢を伸ばし︑連合新潟や

結成二〇年のあゆみを祝う

連合新潟高齢者協議会

スタート 11時30分

の拡大を図り︑名実共に生

宮島舎人会長は﹁組織拡 涯 組 合 員 構 想 を 実 現 し た

総会に引き続き結成二〇

大を進める中で︑Ｊ Ｒ総連 い﹂とあいさつしました︒
連合新潟は男女が共に働 ＯＢ会新潟県協議会の加盟

きやすい職場の確立と︑働 は敬意を表したい︒社会保 年の記念パーティが盛大に

泉田知事をはじめ多くの

の取り組み﹂と題して︑﹁日 るために︑労働組合女性役 は世代格差を考えながら︑ の各産別や地協など二五〇

組合における男女平等参画 る政策・システムを構築す 実を求めるなかで︑高齢者 来賓と関係議員︑連合新潟

局の中島局長からは﹁労働 た生活の両立︑それを支え は︑医療・介護の制度に充

また連合本部・男女平等 きがいのある職場と充実し 障と税の一体改革について 開催されました︒

演いただきました︒

等推進プラン﹂について講

況︑現在改訂中の﹁男女平 事です︒

指標から見る新潟県内の状 組織からはじめることが大

長から︑県民アンケートや まだまだです︒まず自分の されました︒

女平等社会推進課の畠山課 働組合自体も女性の参画が ホテルにおいて総会が開催 各構成組織の協力で︑組織

新潟県県民生活・環境部男 なければなりませんが︑労

第22回
新潟県勤労者駅伝大会

ち合う心を持ちたい︒健康 深めました︒

本全体の危機的状況から︑ 員配置の条件整備やバック 新たな負担を甘受し︑分か 人が参加し︑交流と親睦を
男女平等社会の実現は日本 アップに取り組みます︒
中身にクエン酸と
水を混ぜ団子状に

で︑青年委員会は﹁サマー んで組合員同士の交流を深 ので︑今回はカイ
ロから中身を出す
二日目は講師に粟島漁協 作業と︑団子を作

フェスティバル二〇一二﹂ めました︒
を開催しました︒

このイベントは青年組合 の神蔵幸雄さん︑渡辺栄さ る作業それぞれ一
員の学習・交流を図る場と んを迎え︑使い捨てカイロ 時間ずつの体験で
し︑今回は﹁使い捨てカイ を使った藻場再生活動につ したが︑藻場の再
生についての難し
近年の粟島は地球温暖化 さを実感し︑また

ロを利用した藻の再生にと いて学びました︒
りくもう﹂を学習のテーマ

サザエの漁獲量が激減して を深めることがで

に︑単組・地協から二二名 や鉄分の不足によりアワビ︑活動について理解

天候にも恵まれ︑

一日目は︑海遊びと島周 いることや︑カイロを加工 きました︒

の参加がありました︒

遊の二班に分かれ夏の粟島 して海に入れることで藻が

再生し︑魚や貝の餌となり︑有意義なサマーフ
とても素晴らしく︑充分に 明をうけ︑その後﹁鉄炭団 りました︒

晴天下の海︑山の景色は 漁獲量の増加につながる説 ェスティバルとな

を満喫しました︒

8〜11日
反貧困キャラバン

に働きやすい職場・社会を を救うことと同義である﹂

1日 青年委員会四役会議

七月二一日〜二二日粟島 親会は︑粟島の海の幸を囲 して乾燥させたも

自然環境の再生活動に参加

代市民会館で﹁男女平等研 まな格差をなくし︑お互い

は七月一四日︑新潟市・万

連合新潟男女平等委員会 修会﹂を開催しました︒

男女が共に働きやすい
社会環境をつくる

日本労働組合総連合会

﹁鉄炭団子﹂はカイロの

20年の感謝を述べる宮島会長

容 新潟造船㈱と今代司酒造㈱
２工場の見学と意見交換

内

2012年９月22日（土）
13：00 新潟駅南口集合

時

日

2012年９月15日（土）
期

24.4Km

2012.8.15
第258号
自然を楽しむことができま 子﹂作りを体験しました︒
した︒また民宿での交流懇

粟島に集合した青年たち

▲

http://www.jtuc-rengo.jp/niigata/ 「齋藤会長＠ブログ」発信中！

連合新潟ホームページアドレス

男女平等参画をさらに進めるために
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身近な環境から取り組み

構成組織・地協
女性代表者会議

日 時 2012年9月1日（土）
11：00〜14：00

場 所 新潟市・
万代シルバーホテル

第17回 ユースラリー

テーマ 新潟の「ものづくり」をみ
て回り新潟の魅力を再発見
する

ჟܻʮӍᄀפᓞ˥̊ ̨˫ᷣ
ʱʪʊʬࠓʼ
新潟県・食と環境ネット 潟県環境基本計画に基づく︑
ワークは七月二一日勤労福 各分野の施策や地球温暖化

春男）

佐藤

事務局長

（連合県央地域協議会

祉会館にて新潟県内の環境 防止の取り組み︵ノーレジ
政策や再生可能エネルギー 袋︑ノー白熱電球︑ノーマ

※お届け出来ないエリアもありますのでご了承ください。

の取り組み︑農林水産省で イカーデーなど︶について
また農林水産省農村整備

実施している小水力発電に の講演がありました︒
ついての学習会を開催しま
官・小野寺補佐からは︑小

主催者を代表して齋藤代 水力発電所の特徴や設置状

した︒
表︵連合新潟︶は﹁今回は 況と今後の可能性︑さらに
環境というテーマを切り口 は再生可能エネルギーの固

平和の祈りを川面に浮かべて
新潟地協

﹁新潟県・食と環境ネット と思います︒

に学習会を企画した︒東日 定価格買取制度について講 解を深める運動を引き続き ワーク﹂で担っていきたい
最後に山口副代表︵総合

本大震災と原子力発電所事 演をいただきました︒
故︑ならびに電力不足によ
る節電などによって再生可 生協︶から﹁今後も食と環
八月三日新潟地協恒例の した︒
万代橋上
では︑民謡

れんごうに

いこうよ

フリーダイヤル

能エネルギーに対する関心 境についていろいろな角度

が高まっている︒今後の運 から学習会を開催したい︒﹂
新潟県の第一次産業︑食 されました︒

動 に 活 か し て い き た い︒﹂ とあいさつがありました︒ 信濃川とうろう流しが開催
新潟まつりの協賛行事と 流しが始ま

27%

９月は８日に開催

土曜相談会

100%

80%

60%

とあいさつしました︒
講師の新潟県地球環境対 の安全・安心︑地球環境の

無料相談 0120-154-052（平日9:00〜17:00）

労働で悩んでいる人、あなたの周りにいませんか？

ろう流しに参加してから民 は新潟甚句
謡流しを見物すると言う家 のメロディ
族連れや︑浴衣姿の女性︑ が祭りと一

事務局長から︑ライフプラ
ンセミナーの実施要請と反

政治関係では︑国政選挙 開所された新潟・中越パー

についての報告や︑六月に

八月四日新潟市・ガレッ 状況について報告︑意見交 貧困キャラバンの取り組み
を見つめてい 者会議を開催しました︒

六月の県央地協委員会で についての現状と︑来年任 ソナルサポートセンターの

新地協に移行しライフサ

波立ち︑思う 長︵基幹労連︶より︑挨拶 挙に対し︑解散も視野にい した︒
ように流れな をいただき︑組織関係︑政 れた連合新潟としての体制

いとうろうを︑治関係︑労福協・ライフサ の確立と対策︑また県知事 ポートセンターを開設︑佐
新潟地協の幹 ポートセンター関係などに 選挙の対応には今後の状況 渡を除く六地協に地区労福
を見て検討することを提案 協が設置され︑体制も整い
地域の拠点として︑更なる

たなべの〈かりん糖〉 １袋（10本入）
・・350円

﹃ブレる﹄という
言葉を聞くと何と
なく悪いイメージ︒
﹃揺ぎない信念を
持って︒
﹄と言うと
格好良くて好感度
アップ︒
し か し︑ 揺 る ぎ な い 信 念 を
持った依怙地な人は第三者
の意見に耳を傾けることを
知りません︒
近年ブレないことが一種のス
テータスのようになっていま
すが︑柔軟な思考︑臨機応変
な発想︑かくあれと決め付け
ない姿勢︒そういうものこそ
が今の時代には大切なのでは
ないかと思います︒
緯度と時代が変われば善悪の
基準も変わると言われます︒
本当の意味での中庸というも
のを考えてみたいものです︒
自分の考えを持ちつつ中庸に生
︵宇︶
きる︒難しいものですね︒

震災がれきの受け入れについては賛否両論あるところです。
連合は被災地の一刻も早い復興に向けて、震災がれきの受け
入れを全国の都道府県へ要望しています。たしかに放射能に
よる影響は慎重にならざるを得ません。安全・健康確保のた
めの基準や放射能による影響についてしっかり理解、確認し
たうえでの判断が必要です。
８月のHPアンケートは、最低賃金（時給）に関する質問
です。投票お待ちしています。

労福協・ライフサポート 活動を展開することを確認

組織関係では︑一〇〇〇 しました︒

事の方々が長 ついて論議をしました︒
い棒で︑一生

懸命ながれに 万連合実現プランの達成に

60%
ＹＥＳ

策室・米田室長からは︑新 保全などについて︑より理 してすっかり定着し︑とう り︑遠くに

平和への願いを歌にのせ
中越地協

震災がれきの受け入れについてどちらかといえば賛
成する。

協の山田専務理事と小野塚

質問：

電話／0256-52-0615
田辺菓子舗
住所／加茂市若宮町１-５-１
ＮＯ

40%

20%

0%

長岡市の柿川沿いにある フラダンスやゴスペルの歌 そして仕事を終え駆けつけ 体になり︑

なつかしくてやさしい味

川面は風で 議長に就任した宮口貴章議 期満了を迎える衆議院総選 状況について報告がありま

ました︒

7月のホームページ・アンケート結果発表

ちまたで評判の たなべの〈かりん糖〉 まだ食した事のない
方はぜひどうぞ！
先ず驚くのは、そら豆と同等のビ
ッグサイズ（長さ12cm、幅３cm、
厚さ１cmほど）で食べ応え感抜群。
菜種油でカラッと揚げて、適度のサ
クッと感＆しっとり感で素朴な味
わい。
たなべの〈かりん糖〉 が雑誌や
ブログで取り上げられ、
〈かりん糖〉は
通販や駅などでも購入ができますが、加
茂市のお店は、昔ながらの懐かしいふる
さとの味あふれる老舗のお菓子舗さん
です。

平和の願いを乗せて

࿆حঌอ

ġ

誘導していま 向けて︑各地協の取り組み センター関係では︑県労福 しました︒

13%

検討中

平和の森公園で﹁平和の森 声を披露しました︒約一〇 た組合員に︑地協の青年女 平和で幸せ
り広げられ

コンサート﹂が七月三一日 〇〇人の来場者は音楽に合 性委員がとうろうに火をと な情景が繰

家族は︑願い

̠֚͜ഽ͓̹̞Ȋġ̭͈֝
̠̻͈͈ＢݭΈσιԁ

地域からの活動を
一〇〇〇万連合実現へ展開

毎年参加しているという ました︒

一八時三〇分より開催され わせ︑手拍子をして会場は もし手渡していました︒
平和への願いを歌に乗せ︑

事を書いて静

ました︒このコンサートは 大いに盛り上がりました︒
今年で第一八回を迎えまし

かに流れに乗

再生可能エネルギーに高まる関心
ら進む明かり ソホールで第四回地協代表 換を行いました︒

せ︑ゆれなが

た︒
今回のテーマは﹁祈りと

絆﹂
︒柿川は空襲で多くの

人が逃げ込み︑犠牲となり

ました︒忘れてならない戦

争の記憶を結晶させ︑平和

への祈りと鎮魂の場として

作 ら れ た の が︑
﹁平和の森
公園﹂です︒
コンサートは︑今年三月
に長岡市と米ハワイ州ホノ
ルル市で姉妹都市締結をし
たことを記念し︑
長岡市内・
県内で活動するグループが

今年はフラダンスグループも参加

(2)
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