
2023年新年号 電機連合群馬地協 第139号

－ －

でんきぐんま
電機連合群馬地協 全日本電子・電機・情報関連産業労働組合連合会群馬地方協議会

〒379-2166群馬県前橋市野中町361-2 発行責任者 木闇 裕治
E-mail：denki.gunma@jeiu.or.jp TEL.027-263-8080 FAX.027-263-8480
URL：https://www.jeiu.jp/gunma/ 

新春メッセージ

我々の働く仲間の代表者、地域で活躍
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新年あけましておめでとうございます。
昨年は、北京冬季五輪に始まり冬季パラリンピック、

野球や陸上を始め多くのスポーツから勇気と笑顔と感動
をいただきました。記憶に新しいところでは、日本人の
「魂」と「誇り」をもって初のベスト８まであと一歩の所まで
近づいたサッカーワールドカップでは、個の力で勝るチーム
に対し、「組織力」で勝利できることを証明してくれました。
私たち電機群馬の強みも間違いなく「組織力」です。

本部の示す新たな時代の労働運動の構築に向けては、
「時間」と「空間」を共有することで親密な関係をつくり、
最終的には加盟組織の発展と組合員の笑顔につながる
と信じています。

新年あけましておめでとうございます。
電機群馬の皆様におかれましては、ご家族やご友人の皆様
とともに、新たな年をお迎えになったことと存じます。
本年は、食農循環システムの構築による生ごみの削減やデ
ジタル化の推進による事業の効率化を図り、そこから捻出され
た財源で地域課題になっている、ごみステーションの整備やヤ
ングケアラーに対する支援を拡充し、子どもらしく生活できる環
境整備を推進するなど、子どもや子育て世帯への支援を拡充
し、未来への投資をさらに推進していきます。
最後に組合員の皆様の地域生活における課題や困りごとの
改善、解決に向け、引き続き取り組み、皆様とスクラムを組ん
で共に未来を創っていきたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。

今年はラグビーワールドカップの年になります。日本で
開催された前回大会から４年が経過したことになります。
このラグビーワールドカップの年は統一地方選挙の年でも
あります。私たちの代表として太田市議会で活躍いただ
いている「久保田たかし」議員は５期目の挑戦をさせて
いただきます。これまでの経験と知識と人脈を最大限に
活かし、太田市のみならず皆さんが働く地域、暮らす地
域の課題の解決に全力で取り組んでいます。引き続き
活躍いただくために、電機群馬の「組織力」を発揮したい
と思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。
今年は卯年です。12年前の2011年は「東日本大

震災」の年となります。あれから地震や自然災害に対す
る考え方、エネルギーに対する考え方が変わる契機となり
ました。過去の歴史や経験から学び、新たな時代の労
働運動の「契機になる」年となることで、電機群馬が「飛
躍する」年になることを祈念し、年頭の挨拶とさせていた
だきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

関根議長
（パナソニック エアコン・コールドチェーン）

大泉町議会議員

佐藤 久芳
（パナソニック エアコン・コールドチェーン）

太田市議会議員

久保田 俊
（パナソニック エアコン・コールドチェーン）

あけましておめでとうございます。
電機の仲間の皆さんにおかれましては、ご家族おそろいで
輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
日頃の議員活動に対しまして、深いご理解と力強いご協
力をいただき心より感謝申し上げます。
太田市は、スポーツでまちを盛り上げる取り組みを進めて
います。プロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」
のホームスタジアムがもうすぐ完成します。太田市運動公園
全体をバリアフリー化し、居心地のいい空間が創り出されま
す。 新年度からは太田市の小中学校の給食費が無料化
されます。子育てトップランナーのまちとして継続して取り組め
るよう知恵を出し、提言を続けていきます。
これからも働く現場と生活の現場の課題解決に全力で取
り組めるよう、本年も明るく元気に活動してまいりますので、
皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
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卯年はどんな年？ 今年は「卯年（うさぎどし）」です。
卯年は、芽を出した植物が成長していき茎や葉が大きくなる時期で
目に見えて大きく成長する年だといわれています。
また、うさぎは跳びはねることから、飛躍するという象徴になります。さらに
たくさんの子を産むことから、豊穣、子孫繁栄のシンボルになっています。
そんな卯年生まれの20名の組合員の今年の抱負を語ってもらいました。

アドバンテスト労働組合
村岡 駿さん 1999年８月生まれ

新年あけましておめでとうございます。
最近になって食べ盛りが再来してきて、趣味の一つが
美味しいご飯屋さん巡りになっています。
つい食べすぎてしまう事が増えてしまったので、今年も
健康に気をつけながら、好きな食べ物を堪能します！

パナソニックAP空調冷設機器労働組合
秋山 浩介さん

1987年９月生まれ

新年あけましておめでとうございます。
コロナウイルスの影響で仕事も私生活も制限
されることも多々ありますが、去年より楽しいと
思える一年にしたいと思います。
趣味のバレーボールやゴルフが継続してできる
ようにトレーニングも継続して行きたいです！

沖電気工業労働組合
夛胡 絢芽さん
1999年７月生まれ

新年、あけましておめでとうございます。
今年の抱負は推し活を頑張ることで
す。コロナ禍でハマったハロプロに去年
から本格的に推し活を始めました。
今年も体調等に気を付けながら推し
活していけたらなと思います。

新年あけましておめでとうございます。
2022年は新部署への異動、新居
への引っ越しと慌ただしく、変化の
多い１年でした。
2023年は少し落ち着くかと思いま
すので、最近ご無沙汰になっている
趣味の草野球をもう少しできたら、
と思います！

ルネサスグループ労働組合連合会
大竹 涼太さん
1987年12月生まれ

（向かって左側が夛胡さん）

光電労働組合
越田 康平さん
1999年７月生まれ

新年あけましておめでとうございます。
以前スパルタンレースという障害物マラ
ソンに参加しました。キツイ競技ではあ
りますが、時間制限は無いため友達と
一緒にとても楽しめると思います。今年
は上位を目指して参加してみようと思
います！ 日本では年に２回開催して
いるのでぜひ参加してみてください！

明電舎労働組合 井野口 和也さん
1999年１月生まれ

今年の目標は「思い立ったらすぐ行動」です。
昨年度はやりたいな～と思ったこともあれこれ考
えているうちに面倒臭さが勝ってしまいやらないこ
とが多かったです。今年はすぐに行動出来るよう
にして色々なことに挑戦したいです。

イチカワ労働組合 羽鳥 宏幸さん
1987年９月生まれ

新年あけましておめでとうござい
ます。
昨年は、長男が誕生し、妻と２
人でドタバタな年でした。
今年の抱負は息子の手本とな
れるような父親を目指し、健康
には気を付けて１年過ごしたい
と思います。

新年あけましておめでとうございます！ 今年で36歳、中年太
りが加速している今日この頃。休みの日は娘と遊ぶことが多い
のですが、元気に走り回る娘を追いかけるだけで息が上がる始
末… 今年こそは運動を再開し、公私ともに脱兎の如く動き
回れるよう頑張ります！！

三菱電機労働組合
大河原 正義さん
1987年１月生まれ

日新労働組合
福本 大輔さん
1975年８月生まれ

新年明けましておめでとうございます！早
いもので４回目の年男、最近は目の衰え
に抗いながらも、息子と一緒にペーパーク
ラフトを楽しんでいます。労組事務所に作
品が飾られている時もありますので。。。
お立ち寄りの際には、是非探してみて下さ
い。今年は、季節ごとの作品を飾れる様
にがんばります！

（向かって右側が越田さん）
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ナカヨ労働組合
千明 大輔さん
1987年11月生まれ

執行部に就任して来年で6年となり、まだ
まだ賃金闘争や職場環境の向上に向け
て勉強していかなくてはと考えています。
弊労組は23年７月に改選が予定されて
いますが、改選後は更に組合員に期待さ
れる活動を行えるよう日々の組合業務に
取り組んでいきたいと思います。

ＦＤＫ労働組合
丸岡 千尋さん
1999年１月生まれ

私の今年の抱負としましては、スケジュール管
理をしっかりと行うことです。スケジュールを立て
時間を有効に使うことで、仕事は勿論のこと、
組合活動やプライベートでも充実した一年にし
たいと考えております。

ヨコオ労働組合
狩野 一総さん

1987年２月生まれ

新年あけましておめでとうございます。
卯年はその飛び姿から「飛躍」を、また
訓読みで卯(しげる)と読むことから
「成長」を象徴し、新しいことに挑戦する
のに最適な年と言われているそうです。
今年は名字にも因んで新たな可能性に
挑戦し実りある１年にしたいです。

ＦＪＦＳ労働組合
永尾 健児さん
1963年12月生まれ

新年あけましておめでとうございます。
今年こそ気兼ねなく出かけられる日
常が戻ると良いですね。遠乗りを難
なくこなせるように、鈍った身体を鍛
えなおして、美しい風景を探すのんび
りツーリングを楽しみたいと思います。

パナソニックエレクトリックワークス朝日
労働組合

篠原 岳大さん
1999年２月生まれ

新年あけましておめでとうございます。今年
もコロナには負けず、仕事も遊びも全力で
楽しみたいと思います！特に最近釣りに
ハマっているので、今年は色んな魚を釣り、
おいしい魚をたくさん食べます！

オン・セミコンダクター労働組合
小内 伸久さん

1975年12月生まれ

あけましておめでとうございます。
今年の抱負は、しばらく遠ざかっていた趣味
のサッカーを再開し楽しみたいです。
好きなことができることを当たり前と思わず、
仲間と家族への感謝の気持ちを大切にした
いです。

モメンティブ労働組合
藤田 耕治さん
1987年10月生まれ

2023年は卯年ということもあり
飛躍する１年にします。
自己研磨で新たに知識を身につ
け、周囲の人たちと共有し、仕
事やプライベートを通して社会を
より良い方向へと向かっていきた
いと思います。

日立Astemo労働組合
河田 佑太さん
1987年３月生まれ

新年あけましておめでとうございます。気が
つくと３回目の年男を迎えてしまいました。
まだまだコロナの影響も予断を許さない状
況ですが、今年も長年続けているキャンプ
やスキーが続けられるように、健康に気を付
け良い一年にしていきたいです。

太陽誘電労働組合
栁井 星流さん
1999年12月生まれ

新年明けましておめでとうございます。
今年の抱負は東京ディズニーシーのミラコス
タホテルに泊まることです。お金をコツコツ貯
めて、妹と一緒にディズニーホテルを満喫した
いです☻
仕事もプライベートも楽しめる１年になれた
らいいなと思ってます！

新年あけましておめでとうございます。
単身赴任で愛媛から群馬へ来て、
早４年が経とうとしていますが、趣味
の山歩きやキャンプを通して、心身のリ
フレッシュを忘れず、健康維持に努め、
これからも家族を支え続けたいと思い
ます。

ＰＨＣ労働組合
永易 真一さん

1975年２月生まれ

新年あけましておめでとうございます。
次の年男を迎えられるよう、健康づく
りに励みます。
10月の健康診断の結果、１年間で
中性脂肪値が３倍、肝臓と血液で
基準値オーバーでした。
その時から筋トレを始めたり食事に気
を付けており、まずは１年間継続する
ようにします！

パナソニック
エアコン・コールドチェーンユニオン
斉藤 優樹さん
1987年8月生まれ
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新年あけましておめでとうございます。
コロナによる活動制限が徐々に緩和されつつある
中、職場で「これから宴会に行くぜ！」という話
もよく聞くようになりました。一時期オンライン
飲み会もやっていましたが、今はリアルでの飲み
会が主流になっているようです。やはりコミュニ
ケーションを図るためには単純に会話するだけで
はなく“時間と空間”を共有する方が楽しいし、
ニーズがあるということですね！世間では職場の
飲み会に“参加したくない”という声が５割弱も
あるようですが・・・ （青いハンカチ）

★応募方法★

※ご応募は１人１点とさせて頂きます。

※別紙ぬりえ用紙の下方へ答えを記入

して、各組合・支部へ持参して下さい。

※当選発表は賞品の発送をもって代えさ

せていただきます。また、当選者へは

組合を通じて、賞品をお渡しいたします。

応募締切 ２月1３日（月）

第138号クイズ解答と応募数
回答 Q１① Q２ ② Q３ ③

クイズ応募総数 １８６名 正解者 １８５名 （不正解 １名）

≪ぬりえ応募数 １４７枚≫

☆たくさんのご応募ありがとうございました☆

編 集 後 記

4

浅野さとしさん年頭メッセージは入れますか？

-第56期-

青年女性委員会が活動を開始しました
-第56期-

青年女性委員会が活動を開始しました

浅野さとしさん年頭メッセージは入れますか？

第56期【青年女性委員会】が総勢20名で活動を開始しました。

今期は多くの委員が入れ替わり、初めての参加者も多いことから、

コミュニケーションを重視した活動をスタートしています。

この新しい空気感を楽しみながら、創造性を持って皆さんで活動し

ていけたらと思っています。

今期の活動テーマは現在検討中ですが、メンバー全員が一丸と

なって取り組めるテーマにしていきます。

これまでと同様に充実した活動が出来るよう、職場の皆様のご理

解とご配慮をよろしくお願いいたします。
第56期青年女性委員会２役

（左から）FDK労組 丸岡さん、アドバンテスト労組 河田さん
パナソニックAP空調冷設機器労組高橋さん、明電舎労組 荒木さん

KLJKLJ 第139号クイズ JKLJKLJK

正解者の中から抽選で３0名の方に、図書カード
５００円分をお贈りします。

Ｑ１．2023年の干支は？

① ウサギ ② サル ③ イノシシ

Ｑ２．2022年の流行語年間大賞は？

① きつねダンス ② 悪い円安 ③ 村神様

Ｑ３．2022年のワールドカップ開催国は？

① ブラジル ② カタール ③ 日本

JKLJKLJKJKLJKLJKJKLJKLJKJKLJKLJKJKLJKLJKJ

〈新春メッセージ〉

本年もよろしくお願い申し上げます

衆議院議員 浅野 さとし

皆様の声を国政の場へ届けます

これからの活動にご期待下さい！

第56期で委員長を務めます「河田 有紀」です。
まだまだコロナ禍ではありますが、委員の皆様を全
力でサポートし、協力し合い、楽しく学べる雰囲気
づくりを目指します。

委員長 あいさつ
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