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～各組織の叡智を結集し活動を推進していこう!～～各組織の叡智を結集し活動を推進していこう!～
　２０２２年９月１６日に第２８回定期大会を開催し、役員・代議員２９名が参加しました。今年はリアルとＷｅｂ
併用のハイブリッド方式にて実施し、すべての議案が承認され新体制がスタートしました。

　本日は、お忙しい中、第28回定期大会にご参加いただき、ありがとうご

ざいます。

　今回の大会は、当初リアル開催を予定していましたが、現状の新型コロ

ナウイルス感染の再拡大の状況から、残念ながら、ハイブリッドの開催と

させていただきました。加盟組合の皆様には、引き続いてのコロナ禍とい

う厳しい環境下の中ではございますが、継続して組合活動にご尽力いただ

いておりますことに敬意を表しますとともに、日頃の西四国地協の活動に

対する、ご支援・ご協力に改めて感謝申し上げます。

　過日施行されました第26回参議院議員選挙につきましては、御存知のよ

うに、矢田わか子さんは、15万票を超える得票数を得ましたが、残念なが

ら2期目の当選を果たすことができませんでした。この結果を忘れること

なく、今回の取り組みや反省を総括し、この経験を今後の選挙活動に繋げなければなりません。

　私たち働く者の暮らしを良くするためには、政治への働き掛けが不可欠であり、そのためには、私た

ちの声を政治の場に直接届けてくれる「私たち働く者の代表」を国会や地方議会に送り出すことも重要

な取り組みです。是非、今後とも、政策制度の実現に向けた取組みへの、ご理解・ご協力を宜しくお願

い致します。

　結びになりますが、今回は改選期ということで、３名が今大会をもって退任となります。今回は、三

役が入れ替わるということで、新三役の皆様には、これまでの活動にとらわれることなく、フレッシュ

な新たな視点で、地協活動を盛り上げていっていただければと思っております。

　最後に、これまでのご支援、ご協力に感謝申し上げると共に、新体制への皆さんの、より一層のご支援・

ご協力をお願い申し上げて、大会開催の挨拶とさせていただきます。

（要約）芥川議長挨拶
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電機連合政治アドバイザー　矢田わか子氏電機連合　副中央執行委員長　近藤英弘氏

２名のご来賓より、激励のご挨拶を頂きました。大 会 来 賓

大 会 風 景

時　期 具体活動

2022年11月　2　日

　　　11月12日

　　　11月22日

　　　12月22日

2023年　1　月19日

　　　　2　月10日

（四国ブロック）男女平等政策委員会

（中国四国ブロック）ユニオンセミナー／Ｗｅｂ

新任役員セミナー

加盟組合闘争懇談会／電機連合共済加入促進担当者会議

№２常任幹事会／電機連合中央委員会議案オルグ

（四国ブロック）男女平等政策委員会

時　期 具体活動

2023年　3　月18日

　　　　4　月　7　日

　　　　6　月　2　日

　　　　6　月23日

　　　　8　月25日

　　　　9　月15日

（四国ブロック）中堅中小労組連絡会

№３常任幹事会

四国電機産業労使懇談会

№４常任幹事会／電機連合大会議案オルグ

№５常任幹事会

第29回定期大会・№１幹事会・ＯＢ会

具体活動計画 開催時期が決定している行事のみ記載

定期大会で確認した２０２２年度の重点取り組み

33 中堅中小労組の組合活動支援と活性化に向けて、個々の課題に応じた勉強会や活動のサポートに取り組む。

地域での産別運動推進と組織強化に向けて、組織拡大に取り組む。44
政策制度の実現に向けて、電機連合組織内議員をはじめ、地域での友好組織議員の支援に取り組む。55
アフターコロナにおける組合活動とＩＣＴを利用した活動のあり方を検討。66

11 組織巡回や組織懇談（Ｗｅｂ）による経営課題・組織課題の把握や地協活動の活性化にむけて情報交換を開催。

22 加盟組合役員の人材育成支援や見識を深めるために、各種セミナーや見学会を開催。



スクリーン　筒井
後列左より　竹箇平、田上、中村、高岡、武隈
前列左より　加幡、十川、岡村、宮岡、福山

新議長挨拶要旨

　私たちの生活や企業活動において、政治は切ってもきれないものです。我々

労働者が政治をあきらめてはいけないと思っています。「浅野さとし」衆

議院議員と矢田さんとともに築いてきた政治の取り組みを引き続き連携し

ながら進めていきたいと考えております。

　この度、議長を仰せつかる事になりましたＰＨＣ労働組合の中村です。

この責任の重さを感じながら新たな役員のみなさまと加盟組合のご協力も

得ながら活動を行っていきたいと思います。

　約２年半、終息に転じたと思ったら、新たな変異株の出現と再拡大を繰り返しています。ここにきて、

新型コロナウイルス感染拡大の第７波が到来し、オミクロン株に対応したワクチン接種が始まろうとし

ている中での地協活動スタートになります。

　活動においてオンラインの取り組みは、意思疎通の難しさがある一方、開催の主旨によっては多くの

参加者が場所や移動を気にせずに参加ができることから、効果が大きいことも実感しています。リアル

での活動とオンラインでの活動との使い分け、With/Afterコロナの活動を引き続き模索していくことが

重要と考えています。

コロナ禍における地協活動について

　引き続き、活動が停滞しないように加盟組合の皆様と連携を図りながら取り組んでいきたいと思いま

すので皆様のご支援、ご協力をお願いします。

電機連合政治アドバイザーとして「矢田わか子」さんが就任

資格審査委員長　福山代議員
（ＥＣＣＵ）

議事運営委員長　永井代議員
（ＴＥＩＣＵ）

議長　中村代議員
（ＰＨＣＵ）

議長　加幡代議員
（ＴＬＵ）
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２０２２・２０２３年度地協役員
中村　智也
田上　　誉
高岡　敏弘
竹箇平 貴隆
武隈　雄也
加幡　寿人
筒井　信行
十川　祐一
岡村　典幸
宮岡　宏幸
福山　　慶

副 議 長

事務局長

ＰＨＣ労働組合
ルネサスグループ連合 西条地区支部
東芝ＥＩコントロールシステム労働組合 四国支部
ルネサスグループ連合 西条地区支部
ＰＨＣ労働組合 愛媛地区
東芝ライテックユニオン 今治支部
エム・セテック労働組合
愛媛電算労働組合
アウトソーシングテクノロジー労働組合 プロダクトソリュ－ションサブブロック
東芝ＥＩコントロールシステム労働組合 四国支部
愛媛電算労働組合

議　　長

常任幹事

会計監査

（退任役員の皆さん）
これまでの活動ご苦労様でした。

（退任役員の皆さん）
これまでの活動ご苦労様でした。

前副議長
濱田 英樹さん

前議長
芥川　正さん

前事務局長
上甲 章史さん
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①子供のころの夢　②趣味・特技　③なんでも一言

（議長）

①小学生時は、パイロット。
中学生で勉強に挫折しオー
トバイレーサー。高校になっ
て楽して儲けれる職業へ就
くこと。大人になって単組
委員長と電機西四国議長！
（うそ）
②昔は、バスケ。働き始めて
ジェットスキーとバーベ
キュー。今は建前上、映画
鑑賞、ドラマ鑑賞
③はま寿司でお寿司を口にし
「はまい！」って言った瞬
間子供に激写された写真で
す
　（川口春奈はかわいいのに、
変なおっさん・・・なかむら
ともや。でした）

中村 智也

①国家の守護神　警察官
②動画視聴（主にゲーム実況
系）

③最近動画で見かけた玩具、
子供の頃と少し変わりまし
たが懐かしさに駆られ大人
買い。新しいの出るたびに
ついつい買っちゃいます。

高岡 敏弘
（副議長）

①作家じゃないよサッカー選
手

②ランニング、スノーボード
③写真は寒風山に登った時の
写真です。体を動かすこと
は好きなので何事もとりあ
えずやってみる精神で昨年
初めて登山に挑戦しました。

武隈 雄也
（常任幹事）

①警察官、パトカーに乗って
みたかったです。今は乗れ
ませんが。。。
②旅行、キャンプ
③最近ソロキャンプにハマっ
てしまいました。キャンプ
というより、野宿に近いで
す。テントをはり、川の音
を聞きながら寝るのが最高
です。

筒井 信行
（常任幹事）

①作家じゃないよサッカー選
手Part.Ⅱ
②キャンプ、車、バイク
③コロナ禍ということもあっ
て、最近キャンプにどっぷ
りハマっています。また夜
な夜な河川敷で気の合う仲
間たちと焚き火会を開催し
ています。ぜひ参加したい！
という方がいらっしゃいま
したらお声掛けください！

宮岡 宏幸
（会計監査）

①鳥になって世界を旅する。
②ポイ活、ギガ活
③中学校の修学旅行で京都タ
ワーに行って以来、高所恐
怖症になりました。出張な
どで時間の都合上仕方なく
飛行機に乗ることが稀にあ
りますが、基本的には地上
を移動します。マイルが全
然貯まりません。

岡村 典幸
（常任幹事）

（副議長）

①船乗り（商船学校を
卒業したが断念）

②夜のパトロールで船
酔い（今は少々自粛
傾向）

③西条市に移住して22
年で初めて石鎚山に
挑戦。何とかギリギ
リ登頂出来たが、体
力・筋力の無さを痛
感！今後のことも考
えて少しでも運動し
ていこうと思い直し
ました。

田上 　誉

（常任幹事）

①（保健）体育の先生
になること

②球技、最近、息子と
けん玉を始めました。

③コロナ禍ということ
もあり家族で遊べる
ことを模索したとこ
ろ、けん玉について
も楽しいことが判明
いたしました。単純
な遊びかと思ってい
ましたが、技の種類
も多くとても奥が深
いです。

　息子とけん玉検定を
受けるぞ！！

加幡 寿人

（常任幹事）

①勇者!?
②ライディン、パルプ
ンテ

③勇者にはなれません
でしたが、勇者のよ
うに、強く、正しい
心を持って生きるこ
とを大切にしていま
す。ちなみにもうレ
ベル４１になりました。
そろそろ魔王を倒せ
ると思うので、何事
にも自信をもって取
り組んでいきます！

十川 祐一

（会計監査）

①コックさん（呼び名
古い?!）

②競馬
③馬が大好きです！あ
の愛くるしい瞳・・・
可愛らしいと思いま
せんか？馬券はなか
なか当たりませんが
（笑）

福山 　慶

（事務局長）

①小学生の卒業文集に
は「トラック野郎」
と書きました。菅原
文太が好きでした。
②ゴルフ！と言いたい
ところですが、練習
嫌いが祟り一向に上
達しません。今は散
歩が趣味です。
③長年住み慣れた西条
を離れ、松山に越し
てきました。自宅す
ぐ近くに海岸があり、
休日には夕日を眺め
ながら海賊王になる
ことを夢みてます
（嘘！）。

竹箇平 貴隆

奇跡奇跡のショット

お ま け コ ー ナ ー

by なかむらともや

①子供のころの夢　②趣味・特技　③なんでも一言新役員紹介！新役員紹介！


