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	 主催者挨拶（市毛議長）	 挨拶（上澤こくみん共済課長）	 挨拶（冨山労金宇都宮支店長）	 挨拶（田野井労金宇都宮東支店長）

	来賓挨拶（渡辺立民県連副代表）	 来賓挨拶（駒場国民県連代表）	 男子優勝　見目さん	 女子優勝　斉藤さん

見目さん(男子の部)・斎藤さん(女子の部)が優勝!!
〜2022宇河地協ボウリング大会を開催〜

　6 月 11 日 ( 土 ) 宇都宮ゴールドレーンにて「2022 宇河地協ボウリング大会」を加盟組合員並びにご家族

計 58 名の参加で各種感染対策を講じ無事に開催しました。こくみん共済 coop さんに加え今回から中央

労金さんにも共催に加わっていただき賞品も豪華になり盛大に開催することが出来ました。

　※今年も成績上位者を中心に 4 チームを編成し 12 月 17 日 ( 土 ) 開催予定の労福協主催の栃木県労働組合

　　ボウリング大会に宇河地区の代表として出場予定です。

【結果】（点数は 2 ゲーム合計）

　男子の部　優勝 見目　守さん（SUBARU 労組）397 点　 　準優勝 梅野晃太郎さん（SUBARU 労組）357 点

　女子の部　優勝 斉藤りかさん（クボタ宇都宮ユニオン）256 点　準優勝 南木みなみさん（NTT 労組） 　243 点

集　合　写　真

来年も更に盛大に開催出来るよう多くの参加をお待ちしています。
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	 開会式の様子	 	市毛議長挨拶	 優勝旗返還（ジェイ・バス）

	 来賓の方々	 選手団	 審判団

	 選手宣誓（ＪＰイースト）	 始球式（渡辺立憲県連副代表）	 始球式（駒場国民県連代表）　

　3年振りに「第 24回宇都宮・河内地区労働組合野球大会」を 7月 30 日（土）、8月 7日（日）、21日（日）

の 3日間、栃木県総合運動公園野球場で計 12チームがエントリーし（途中棄権チームも出ましたが）各種感

染対策を講じながら熱戦を繰り広げました。優勝はシグナルクラブ（日本信号労組）が初優勝の快挙を達成し

MVPはシグナルクラブの山崎選手が受賞しました。

　コロナ禍で参加チーム数は少なめでしたが次回は更に多くの参加で盛大に開催出来る事を期待しています。

優勝：シグナルクラブ　準優勝：上三川町役場　第３位：STARS　第４位：OCC
〜上位４チームは 10月開催の労福協主催「栃木県労働組合野球大会」に宇河地区の代表として出場予定です〜

［参加チーム一覧］（申込順）

　①ジェイ・バス（ジェイ ･バス労働組合）	 ⑦ＡＲＲＯＷＳ（栃木県職員労働組合県庁支部）

　②㈱ＯＣＣ（ＯＣＣ労働組合上三川支部）	 ⑧エージェンツ（栃木県職員労働組合河内支部）

　③村田発條㈱（村田発條労働組合）	 ⑨栃木ファミリーBBC（栃木ファミリー労働組合）

　④シグナルクラブ（日本信号労働組合宇都宮支部）	 ⑩ＳＴＡＲＳ（日産自動車労働組合栃木支部）

　⑤ＪＰイースト（ＪＰ労組宇都宮東支部）	 ⑪ＺＥＢＲＡ（日産自動車労働組合栃木支部）

　⑥上三川町役場（上三川町職員労働組合）	 ⑫スワット（日産自動車労働組合栃木支部）

シグナルクラブ（日本信号労組）が初優勝 !!
〜第24回宇都宮・河内地区労働組合野球大会が3年振りに開催〜
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試合の様子

	 優勝旗授与	 準優勝カップ授与	 大杉副議長	閉会挨拶

	 優勝：シグナルクラブ	 準優勝：上三川町役場

	 ３位：ＳＴＡＲＳ	 ４位：ＯＣＣ

ＭＶＰ
山﨑選手（シグナルクラブ）

熱盛
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2022新緑のつどいを開催！
　5 月 24 日（火）「2022 新緑のつどい」を来賓 18 名と構成組織からの参加者 32 名、総勢 50 名の出席の

もとホテル東日本宇都宮にて開催しました。当初は年明けに「2022 新春のつどい」として計画していまし

たが、新型コロナ第 6 波のため延期し新緑のつどいに名称を変えての開催となりました。規模を大幅に縮小

しての開催でしたが、一堂に会し心合せる事の大事さを改めて感じました。

　参加者の皆さんには「愛のカンパ」と「１人いちご運動」にもご協力いただきました。

議員懇談会との議会報告会を開催

　5 月 24 日（火）ホテル東日本宇都宮にて開催の「2022

新緑のつどい」の前段で 3 月定例議会（宇都宮市・上

三川町）の議会報告会（意見交換会）を行いました。

　宇河地協議員懇から県議 2 名、市議 6 名、町議 1 名

に出席いただき、宇河地協役員 15 名と構成組織から

の傍聴希望者 5 名も参加し活発な意見交換が行われま

した。

市毛議長挨拶

渡辺立憲県連副代表挨拶

吉成会長挨拶

駒場国民県連代表挨拶

星野町長挨拶

いたくら京氏挨拶
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　3 年振りに「2022 政策研修会」を 9 月 17 日（土）に開催しました。見学先は「首都圏外郭放水路（通称：地下

神殿）」と「国会」の 2 箇所です。当初 7 月 16 日（土）に開催予定でしたが見学先の一つ「首都圏外郭放水路」が

直前に埼玉県で発生した豪雨により見学不可となり止む無く延期しての開催となりました。

　昨今の自然災害の多発や政治に対する不信感が増している情勢での今回の見学先は参加者それぞれに得たものが

多く、今後の活動に繋げて行きたいと思います。

　近年多発する自然災害に備え昨年県内の各地域協議会に災害ボランティアチームが設置され、8 月 22 日（月）昨

年に続き「災害ボランティア研修会【基礎編】」を開催しました。講師として宇都宮市社会福祉協議会の八木様をお

迎えし宇河地協災害ボランティアチームと連合栃木災害ボランティアチーム関係者、計 21 名が受講しました。

　研修の最後には 3.11 当日の RADIO BERRY 生放送の試聴や参加者間で 3.11 当日の振り返りも行い、改めて事

前に備えておく事の大切さを学ぶことができました。

3 年ぶりに 2022 政策研修会を開催

2022災害ボランティア研修会を開催



　第 26 回参議院選挙が 6 月 22 日（水）公示、7 月 10 日（日）投開票で行われました。

　栃木選挙区では立憲民主党新人の「いたくら京」氏を推薦し選挙戦を戦いましたが、出馬表明の遅れによる知名

度不足は大きく、野党候補の票の取り合いも重なり、残念ながら当選は果たせませんでした。

　選挙期間中は準備不足の中にも関わらず各産別・単組での頑張りとご協力に改めて感謝申し上げます。

　■結果　（投票率 46.98%）

 ・板倉　　京　 立民 新  127,628 票 【次点】

 ・上野　通子　 自民 現  414,456 票 【当選】

 ・大久保裕美　 維新 新 100,529 票

 ・岡村　恵子　 共産 新 44,310 票

 ・大隈　広郷　 参政 新 30,864 票

 ・高橋真佐子　 Ｎ党  新 19,090 票

●日　時　2022 年 11 月 26 日（土）16:00 〜

●場　所　ホテルニューイタヤ

●議　案　2023 年度活動方針補強（案）

　　　　　2023 年度会計予算（案）

　　　　　2023 年度役員一部改選（案）

　　　　　その他

　　今年も各種感染防止策をとり例年よりも短時間での開催を予定しています。

　　大会代議員として参加予定の方はよろしくお願いします。
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第26回参議院議員選挙（栃木選挙区）の結果

	1 区宇河地域選対総決起集会 開票報告会

今後のイベント情報

2022-2023 政策制度要求と提言の要請予定

　年明けに多くの組合員の皆さんにご協力をいただいた「2022 暮らし

のアンケート」の内容を元に「2022-2023 政策制度要求と提言」をま

とめています。

　今月末を目標に宇都宮市と上三川町に要請予定です。

第 9回年次総会開催のお知らせ


