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　ご家族おそろいで、健やかなる新年をお迎えのこ
とと、心よりお喜び申し上げます。また、職場で新
年を迎えられた組合員の皆さん、大変ご苦労様です。
　昨年を振り返ると、デフレからの脱却を政策運営
の柱に据えた“アベノミクス”と称する金融緩和政
策を背景とした期待感から、株高や円安により景気
は回復基調にあり、一部企業には改善の兆しも見ら
れます。
　しかし、我々勤労者を取り巻く環境は、消費税の
増税ならびに労働者保護ルールの改悪が想定される
など、連合群馬の社会的役割と責任はますます高

まっています。
　連合群馬は、産別・単組、地域協議会が一体とな
り知恵と力を最大限に発揮し、県民の安心・安全に
向け努力することが求められています。
　連合群馬が目指すべき姿として示している「すべ
ての県民が安心して暮らせる地域社会」の実現に向
け、昨年の10月26日に開催した第18回年次大会に
おいて、①「1000万連合実現」に向けた組織拡大
の取り組み強化、②労働条件や労働環境を改善する
ための「働く仲間への支援」、③地域に根差した顔
の見える活動を展開するための「地協活動の強化・
充実に向けた『組織・財政検討委員会』での論議」、
を活動の柱に据え、「男女平等参画推進」など、しっ
かりと将来も念頭に置いた中で、連合群馬の総力を
結集し、一歩一歩着実に前進させることとします。
　皆様とご家族の皆様のご健康とご多幸を心からご
祈念するとともに、連合運動に対する皆様のご協力
による“連動”（ともに動き出す）をお願い申し上げ、
新年のあいさつといたします。
　ともに頑張りましょう。

　皆様には健やかなる新春を迎えられたことと、心
よりお喜び申し上げます。また、日頃から群馬の労
使関係の安定にご理解、ご協力を頂き厚く御礼申し
上げます。
　昨年、日本全体に蔓延していた閉塞感は、アベノ
ミクスの第一の矢（金融緩和）、第二の矢（財政出動）
により期待感に変わりました。期待感が先行し、株
高や円安になっていますが、期待感だけでは長続き
しませんし、財政出動もＧＤＰの二倍以上の借金を
考えれば、これを継続することは不可能です。
　今年は第三の矢（経済成長戦略）でアベノミクス
の総仕上げの年と位置付けたいと思います。金融緩
和や財政出動は、政府主導で行える施策ですが、経
済成長戦略は政府のみでは達成不可能です。官民が

協力し合い、その達成に向けた努力が必要です。
　今年が日本再生の正念場であり、ラストチャンス
と捉え、閉塞感のある以前の日本に逆戻りしないよ
う労使で力を合わせようではありませんか。
　労使が協調し、一体となり道を拓いていくことが
重要です。連合群馬の皆様の一層のご支援、ご協力
をお願い致します。
　結びに、本年が皆様にと
りまして実り多い年となり
ますよう祈念申し上げ、新
年の挨拶といたします。

明けましておめでとうございます。

謹賀新年

一般社団法人　群馬県経営者協会
会長　児玉　三郎

　連合群馬
　会長　北川　秀一
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謹 賀 新 年
今年も元気一杯頑張ります。

皆様からの変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

本店営業所 ℡０２７－２５２－７１１１
太田営業所 ℡０２７６－３１－７１１１

今年も皆様の変わらぬご愛顧を
心からお願い申し上げます。

㈱群馬福祉対策協会

マイホーム・リフォームをお考えの方ご相談下さい。
ご予算から完成まで一緒に“夢”の実現を‼

アフラックの生きるためのがん保険「Days」と、
ちゃんと応える医療保険「ＥＶＥＲ」で先進医療も保障。
　　　　　　　　　　　　　　　安心が更に広がります。
〒371-0852 前橋市総社町総社2905-5　☎027-253-3001

迎春迎春
福対協

謹んで新年のごあいさつを
　　　　　　　　　　　　　　　申しあげます
謹んで新年のごあいさつを

　　　　　　　　　　　　　　　申しあげます

群馬地区役職員一同

みなさまに親しまれる
福祉金融機関として

お役に立てるよう頑張ります
本年もどうぞ宜しくお願いします

（代表）☎027-255-6311 

前橋支所 ☎027-252-0123 
高崎支所 ☎027-386-5631 
太田支所 ☎0276-61-3631 

謹んで新年のお慶びを
申し上げます
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群馬県本部
（群馬県労働者生活協同組合）

役職名 氏　名 産別名 組織名

前
　
橋

議　　長 鈴木　克志 ＪＡＭ 日本精工労組

副 議 長

中山　嘉康 ＪＰ労組 ＪＰ労組
飯塚　敏美 自動車総連 富士機械労組
原田　　健 電機連合 ＦＪＦＳ労組
樋口　哲夫 自治労 前橋市職労

事務局長 高草木　悟 連合群馬 （連合群馬兼務）

事務局次長
小見　　豊 情報労連 ＮＴＴ労組
高野　裕司 電力総連 東電労組
長岡　武史 ＪＲ総連 ＪＲ東労組

高
　
崎

議　　長 丹野　隆行 電機連合 沖電気労組

副 議 長

佐藤　佳英 ＪＡＭ NSKニードルベアリング労組
玉上　順一 ＪＲ総連 ＪＲ東労組
関口　　亮 電力総連 東電労組
横山　　隆 ＪＰ労組 ＪＰ労組

事務局長 小板橋保徳 自治労 高崎市職

事務局次長
越澤　恭行 電機連合 ルネサスエレクトロニクス労組
伊能　耕司 連合群馬

桐
　
生

議　　長 佐藤　辰家 自動車総連 ミツバ労組

副 議 長
高木　茂房 ＪＡＭ 山田製作所労組
堀内　利之 情報労連 小倉クラッチ労組
小暮　貴志 ＵＡゼンセン スナガ労組

事務局長 髙草木郁夫 自治労 桐生市労連

事務局次長
町田　千江 自治労 岸病院労組
井上　　勝 電力総連 東電労組

伊
勢
崎

議　　長 渡辺　　聡 ＪＡＭ サンデン労組

副 議 長
根岸　慎一 電機連合 日立オートモティブシステムズ労組
髙橋　弘光 ＪＡＭ ＪＳテック労組
引田　正二 ＵＡゼンセン グンセン労組

事務局長 関口　茂美 電機連合 ホシデン労組

事務局次長
新井　智和 自動車総連 千代田工業労組
中野　　厚 自治労 伊勢崎市職労
漆原　壱長 ＪＰ労組 ＪＰ労組

太
　
田

議　　長 吉岡　圭一 自動車総連 富士重工労組

副 議 長
田中　博久 電機連合 明電舎労組
鈴木　穂澄 ＪＰ労組 ＪＰ労組
山田　浩之 電力総連 東電労組

事務局長 高橋　之雄 自治労 太田市職労
事務局次長 峯崎　三郎 連合群馬

役職名 氏　名 産別名 組織名

沼
　
田

議　　長 宮下　昌文 自治労 沼田市職労

副 議 長
野村　　丞 電力総連 東電労組
吉田喜久雄 自治労 猿ヶ京咲楽職組

事務局長 斎藤　孝昭 ＪＲ総連 ＪＲ東労組
事務局次長 織田澤幸市 ＪＰ労組 ＪＰ労組

館
　
林

議　　長 権田　英二 電機連合 三洋電機労組

副 議 長
山口　秀人 自動車総連 カルソニックカンセイ労組
今井　靖浩 自治労 大泉町職労
新田　　規 UAゼンセン 日清紡労組

事務局長 川村　暢志 電機連合 アドバンテスト労組
事務局次長 厚川　英俊 自動車総連 ファルテック労組

渋
　
川

議　　長 羽鳥　宏一 基幹労連 大同特殊鋼渋川労組

副 議 長
佐藤　孝之 電力総連 東電労組
福島　伸久 自治労 渋川市職労

事務局長 渡辺　春彦 ＪＥＣ連合 関東電化労組
事務局次長 塚田　　博 ＪＰ労組 ＪＰ労組

藤
　
岡

議　　長 飯塚　弘光 基幹労連 ダイヤメット労組

副 議 長
朝倉　　宙 自動車総連 ミツバ労組
萩原　信行 自治労 藤岡市職労

事務局長 小此木将人 基幹労連 東邦亜鉛労組
事務局次長 本田　勝美 ＪＰ労組 ＪＰ労組

富
　
岡

議　　長 伊藤　　誠 基幹労連 IHI労連
副 議 長 鈴木　　尚 自治労 富岡市職労
事務局長 高木　良次 自動車総連 ミツバ労組
事務局次長 大塚　訓弘 電機連合 光電労組

安
　
中

議　　長 栁澤　孝司 交通労連 関東西濃運輸労組

副 議 長
斉藤　啓一 ＪＲ総連 ＪＲ東労組
白石　健志 基幹労連 東邦亜鉛労組

事務局長 山田　　茂 化学総連 信越化学労組
事務局次長 久保庭高明 自治労 安中市職労

吾
　
妻

議　　長 町田　一夫 電機連合 太陽誘電労組

副 議 長
高橋　　忍 電力総連 東電労組
櫻井　雅和 自治労 長野原町職

事務局長 寺嶋　正春 自治労 東吾妻町職
事務局次長 西山　　茂 自治労 中之条町職労

各地協年次総会を開催し、新たな体制で第13期後半期の活動をスタート

青字は新任役員
※ 詳 細 は、 連 合 群 馬 ホ ー ム ペ ー ジ 地 協HOT PHOTO 

ALBUMをチェックしてください。
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