
 

ご安全に 

 本号は、10 月 1 日（火）に開催した第８回総会の経過を中心に基幹労連第 17 回定期大

会、退職者連合全国高齢者集会の概要を報告します。 

 加えて、連合、退職者連合等が展開しています「核兵器廃絶 1000万署名」取り組みへの

協力要請を掲載しています。 

 

 

基幹労連シニアクラブ 第 8 回総会を開催 
 

 第 8 回総会が、10 月 1 日（火）15

時より愛知県豊橋市「ロワジールホテル

豊橋」において、各県退職者の会代表

33 名とシニアクラブ本部役員に県本部

事務局長・基幹労連本部シニアクラブ担

当役員の 10３名出席のもとで開催され

ました。 

 総会は、中村充利（長崎県本部退職者の会会長）議長を選出した

のち、宮園会長挨拶、ご来賓としてお迎えした基幹労連 神田健一 中

央執行委員長、日本退職者連合 野田那智子 事務局長、JAM シニア

クラブ 大山勝也 会長より連帯・激励のご挨拶をお受けして議事に

入りました。 

 報告事項、県本部活動報告の確認を得た後、審議事項である活動

計画、予算を満場一致で決定し、最後に 2020・21 年度役員体制

を全体で確立し議事を終えました。 

 今年は、シニアクラブとして各県本部退職者の会と一体となって取り組んだ 7月の参議院

選挙における厳しい結果を受けた総会となりましたが、引き続き「高齢者が健康で安心して

暮らせる社会の実現」にむけて、基幹労連と連携し運動を進めていくことを確認しあえた総

会となりました。全国のシニアクラブ会員の変わらぬご理解と協力をお願いします。 
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宮園会長挨拶（要旨） 

○ 国民民主党の支持率低迷、投票率の低落傾向が進んでいる中

7月の参議院選挙は残念な結果に終わりましたが、従来以上

の支援活動に感謝を申し上げます。高齢者のみならず働く者

の生活を守るためには、政治への関心とアプローチを緩めら

れる状況ではありません。基幹労連や退職者連合と連携して、

政策実現の取り組みを展開していく必要性はますます高ま

っています。 

○ 本総会が第 4期目の活動のスタートにあたります。シニアク

ラブ本部もより全力をつくしますが、活動の主体は各県本部

退職者組織であり、引き続き各々の組織拡大や運営の充実に

努め「力を発揮できる組織づくり」を推進していこうではあ

りませんか。 

神田基幹労連委員長挨拶（要旨） 

○ シニアクラブのみなさんの第 25 回参議院選挙における懸命な

取り組みに感謝を申し上げます。結果は大変厳しいものとなり

ました。しかし、課題は山積しており政策実現取り組みの重要

性は、一層高まっています。高齢者の生活も含め全ての労働者

のために、今後の取り組みをどう構築していくべきか組織的に

総括を行い、次に進んでいきます。引き続きのご理解とご協力

をお願いします。 

○ 今 65歳定年にむけて労使の議論が終盤にあります。超高齢化社会において必要不可欠な

課題です。これは社会保障制度とも大きくかかわる働き方改革でもあります。基幹労連は、

全ての労働者が迎える老後を左右する社会保障の未来にむけて、みなさんとともにシッカ

リ政治にものを言っていきます。ともに頑張っていきましょう。 

県本部活動報告をいただいたみなさん 

 今回も地方ブロックを代表して、６県本部退職者の会から活動報告を受けました。 

             

岩手県本部  佐藤事務局長 栃木県本部  加藤副会長   愛知県本部  飯田会長 

            
兵庫県本部  松浦代表   愛媛県本部  園部会長  鹿児島県本部 下小園事務局長 



シニアクラブ 2020・21 年度役員体制 

 第 3号議案 役員選出において確立した役員体制 

会 長   宮園 哲郎  日本製鉄労連    

副会長   兼子 昌一郎 ＪＦＥｽﾁｰﾙ労連（新）  澤田 和男 ＩＨＩ労連（新） 

      吉岡 正親  三菱ﾏﾃﾘｱﾙ総連（新） 

事務局長  操谷 孝一  ＪＦＥｽﾁｰﾙ労連 

副事務局長 木村 暢之  基幹労連中執（新）  椎野 幸作 基幹労連中執（新） 

幹 事   越野 隆義  住友重機械労連    鈴木 幹雄 三井Ｅ＆Ｓ労連（新） 

      瀧澤 健二  ＪＦＥｽﾁｰﾙ労連    中里 良直 大同特殊鋼労連 

      野村 昭典  東亜道路労組（新）  吉沢 勇次 三菱重工労組（新） 

      渡辺 強   ＩＨＩ労連（新） 

会計監査  入口 信茂  日鉄日新製鋼労組（新） 坪田 英明 基幹労連中執（新） 

参 与   和田口具視  基幹労連副委員長 

 

第 8 回総会で退任された本部役員のみなさん 

副会長   江畑 健一  三菱ﾏﾃﾘｱﾙ総連    小栗 啓豊 ＪＦＥｽﾁｰﾙ労連 

西澤 昇治郎 ＩＨＩ労連  

幹 事   斎藤 敏郎  住友重機械労連   船木 孝治 DOWA労連  

   米内 顕ニ  三菱重工労組  

会計監査  田中 勉   三井Ｅ＆Ｓ労連 

 

 

新旧役員一同 

 



基幹労連第 17 回定期大会 

人を真ん中 軸をぶらさず たゆまぬ前進 
 

9月 5日（木）～６日（金）、大阪府・

大阪府立国際会議場において基幹労連第

17 回定期大会が開催され、基幹労連シ

ニアクラブからは宮園会長が出席しまし

た。 

基幹労連の運動は第 10 期に入ります。

取り巻く環境は米中貿易摩擦など厳しい

状況が続いていますが、いかなる状況に

あろうとも働く者・生活者の幸せを追求

する労働運動を立ち止まることなく展開していくこと、益々必要性が高まっている政策実現

活動についても第 25 回参議院選挙の総括に立って前進を期すこと、などが確認され、役員

改選により確立した神田委員長 2期目の新体制が力強くスタートしました。 

基幹労連シニアクラブとしても引き続きシッカリと連携してい

きます。 

【第 10期三役体制】 

 中央執行委員長  神田 健一 日本製鉄大分労組 

 中央副執行委員長 和田口具視 JFE ｽﾁｰﾙ福山労組 

          森岡 祥浩 川崎重工労組播州支部（新） 

上野 達也 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ岐阜製作所労組 

 事務局長     津村 正男 三菱重工ｸﾞﾙｰﾌﾟ労連神船地区本部（新） 

 

退職者連合 2019 全国高齢者集会 
 

9月 17日（火）恒例の 2019全国高齢者集

会が、神津連合会長、枝野立憲民主党代表、玉

木国民民主党代表、福島社会民主党副代表を来

賓に迎え、全国から約 2000名の参加を得て東

京・文京シビックホールにおいて開催されまし

た。基幹労連シニアクラブからは、22名が参加

しました。 



集会司会を基幹シニア操谷事務局長が担うとともに、林基幹シニア大阪

府本部退職者の会会長が、退職者連合近畿ブロックを代表して「秋のハイ

キング」取り組みの報

告を行うなど基幹労連

シニアクラブの役員が

盛会の一助となる役割

を果たしました。 

集会終了後は、デモ

行進を行い退職者連合の政策実現取り組み

をアピールしました。 

 

 

 

核兵器廃絶にむけて１０００万署名を成功させよう！ 
           

  2020年 5月に国連で開かれる核兵器不拡散条約（NPT）再検討会議にむけた標記署

名運動が、連合、原水禁、KAKKIN の３団体の呼びかけにより実施されています。 

退職者連合は 5 月 15日開催の第 5回幹事会において取り組むことを確認し、現在署

名活動が展開されているところです。基幹労連も定期大会以降に取り組みをスタートさ

せていますので、基幹労連シニアクラブとしても署名活動を展開していくこととします。 

 

取り組み期間：10月１日～2020年 2 月末まで 

取り組み方法：各県退職者の会は、あらゆる機会を捉え署名を呼び掛けてください。 

       具体的には、この間に開催される諸会議・諸行事の際に、参加者に署

名を呼び掛けて回収することを中心に、各々工夫を凝らして展開する

ものとします。 

署名目標：退職者連合は 150万筆を目標としていますが、基幹シニアとしては目

標を定めず、会員 1名が本人を含め 5人（5人連記用署名用紙を各会

員が全部埋める）を記載することを目指していくこととします。 

※ 署名用紙の住所欄は「〃」「同上」ではなく、フルに記載下さい。 

※ 署名用紙は、本ニュース末尾に添付していますので、増刷して活用下

さい。 

集約  ：署名用紙は、県本部退職者の会ごとに集約してください。 

県本部退職者の会での集約が難しい場合、現役と合わせて基幹労連ルー

トでの集約でもいいですが、基幹シニア分の数だけカウントし、シニア

クラブ本部に連絡するものとします。 

     2020 年 2月中旬に報告用紙を各県本部退職者の会事務局へ送信しま

す。 



 

〈核兵器廃絶を求める署名〉 
 

              様 
              様 
  

  

 私たちは、核兵器廃絶と恒久平和をめざして日本政府と国連に対して次のことを要請します。 

 

○２０２０年ＮＰＴ再検討会議で、核兵器廃絶への着実な道筋について合意すること。 

 

○「核兵器禁止条約」について、日本政府は早急に批准するとともに、各国政府はその発効

をめざし、未来世代に対する役割を果たしていくこと。 

 

○２０２５年までに世界中のあらゆる核兵器の廃絶を実現すること。 

 

 
 

名   前 
 

 
住                 所 

 

  

  

  

  

  

  

       

  

 

 

  

 

 

 

 

＜責任団体＞日本退職者連合 

（取り扱い組織） 

 

 

基幹労連シニアクラブ 

 この署名は、連合が加盟している国際労働

組合総連合（ＩＴＵＣ）も賛同しており、全

世界で取り組まれています。 

〈呼びかけ団体〉 

日本労働組合総連合会(連合)   

原水爆禁止日本国民会議(原水禁)  

核兵器廃絶･平和建設国民会(KAKKIN)  
 

事  務  総  長 
内閣総理大臣 

国際連合 
日 本 国 


