
２０１２年 １月７日～１４日 2012ワーキング・スタディ・ツァー

（平成２４年） １月２７日 新友愛会館竣工式

３月　２日 ＣＳＡ事務所移転

３月　５日 新事務所にて業務スタート

３月　９日 2011年度中間会計監査

３月１６日 ラオス人留学生日本語学校卒業式

３月２１日 第６回常任理事会

３月２７日 第３回評議員会

４月　１日 日本在住ベトナム人協会 正月祝賀会

４月１４日 駐日ラオス大使館 正月祝賀会

４月１５日 在日ラオス人協会 正月祝賀会

４月１７日～２３日

４月２８日 連合第83回中央メーデー出展

４月２９日 日本在住ベトナム人協会「難民条約批准30周年感謝式典」

５月１９日～２５日

７月１８日 第７回常任理事会

８月１８日 在日カンボジアコミュニティＮＰＯ法人祝賀会

８月２９日 2011年度会計監査

９月１１日 第８回常任理事会、第４回評議員会

９月２７日 第32回定期総会

１０月１日～　５日 第29次救援衣類を送る運動　衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10/12)、タイ向け発送（10/14）

１０月３０日 第９回常任理事会

１２月７日～１３日

２０１３年 １月２６日～２月　２日 2013ワーキング・スタディ・ツァー

（平成２５年） ２月２０日 2012年度中間会計監査

２月２７日 第10回常任理事会、第５回評議員会

４月１４日 駐日ラオス大使館 正月祝賀会

４月１６日 第11回常任理事会

４月２１日 在日本ベトナム人協会 建国記念祝賀会

４月２７日 連合第84回中央メーデー出展

５月　５日 日本・カンボジア友好60周年記念祝賀会

５月１６日 ラオス人日本留学生との懇談

５月１７日～２４日 ラオス・タイ訪問　ラオス：基幹労連との現地調査（５/18～
19)、教育省・保健省訪問、同倉庫視察（５/20)、高校生卒寮
式（５/22）、タイ：社会福祉省倉庫視察（５/23）

アジア連帯委員会／年表

ラオス訪問　サンティパープ高校卒寮式（５/20)、高校寮
支援協定更新調印式（５/23）

ラオス・タイ訪問　　ラオス：クッサンバット村小学校（１番
目校）の修理確認、パチャオ村小学校（23番目校）の１年目
点検、タイ：福祉省衣料倉庫視察

ラオス訪問　ナマイ村小学校（22番目校）１年点検、
サンティパープ高校寮訪問
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２０１３年 ６月２３日 ラオス文化協会10周年記念祝賀会

（平成２５年） ７月　５日 カンボジアコミュニティー（湘南ひらつか七夕祭り展示訪問）

７月　７日 日本アセアンセンターイベント・カンボジアフェスタ

７月２０日 第８回ＡＳＥＡＮフェスティバル

７月２２日 第12回常任理事会

７月２４日～２９日

８月２１日 基幹労連と小学校建設・寄贈に関する覚書締結

８月２８日 2012年度会計監査

９月１０日 第13回常任理事会、第6回評議員会

９月２５日 第14回常任理事会、第33回定期総会

１０月７日～１１日 第30次救援衣類を送る運動衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10月14日)、タイ向け発送（10月20日）

１０月２０日 アジア福祉教育財団 第34回日本定住難民の集い

１０月２３日 第15回常任理事会

２０１４年 １月１８日～２５日 2014ワーキングスタディーツァー

（平成２６年） ２月２４日 2013年度中間会計監査

３月　５日 ミャンマー日本事務所閉所式

３月１１日 第16回常任理事会、第７回評議員会

３月１２日 ラオス人日本留学生 日本語研修終了式

３月２０日 ラオス人日本留学サンティパープ高校卒寮生懇談

４月　６日 在日カンボジアコミュニュティ正月を祝う行事

４月１３日 駐日ラオス大使館 新年祝賀会

４月２０日 在日本ラオス協会正月を祝う行事

４月２０日 在日本ベトナム人協会 建国記念祝賀交流会

４月２６日 連合第85回中央メーデー出展

５月　８日 第17回常任理事会

５月１３日～１７日

５月１９日～２４日

７月　７日 ラオス人留学生（サンティパープ高校卒寮生）懇談会

８月２５日 2013年度会計監査

９月　３日 第18回常任理事会、第８回評議員会

９月２４日 第19回常任理事会、第34回定期総会

１０月６日～１０日 第31次救援衣類を送る運動　衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10/15)、タイ向け発送（10/24)

ラオス訪問　基幹労連と小学校建設地視察（７/25)・ファサン
村小学校調印式（７/26)、ホンガム小学校の改修工事確認
（７/27）

タイ・ラオス訪問　　タイ：社会福祉省衣料倉庫視察
（５/15)、ラオス：ホンガム村小学校（２番目校）視察
（５/17）

ラオス訪問　　ファサン村小学校（第24番目校）引き渡し式
（５/21)、保健省倉庫視察（５/22)、サンティパープ高校卒
寮式（５/23）
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２０１４年 １０月１１日 2014年日本留学生協会主催ＡＳＥＡＮフェスティバル

（平成２６年） １１月　８日 在日本ラオス文化センター主催　タートルアン祭

２０１５年 １月１７日～２４日 2015ワーキング･スタディ･ツアー

（平成２７年） ２月２１日～２７日 ラオス訪問（ＪＰ労組東京地本・ラオス代表派遣団同行）

３月　２日 2014年度中間会計監査

３月１１日 日本留学生日本語教育センター卒業式

３月２０日 ラオス人留学生（サンティパープ高校卒寮生）懇談会

３月２７日 第20回常任理事会、第９回評議員会

４月１２日 在日本ラオス協会正月を祝う行事

４月１２日 在日カンボジアコミュニティ 正月を祝う行事

４月１９日 在日本ベトナム人協会建国記念祝賀交流会

４月２５日 カンボジアフェスティバル

４月２６日 駐日ラオス大使館 新年祝賀会

４月２９日 連合第86回中央メーデー出展

５月１７日～２２日

５月２３日 ラオスフェスティバル、日本ラオス外交樹立60周年記念式典

８月１９日 2014年度会計監査

８月２５日 第21回常任理事会、第10回評議員会

９月２８日 第22回常任理事会、第35回定期総会

１０月５日～　９日 第32次救援衣類を送る運動　衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10/12)、タイ向け発送（10/15）

１０月１８日 アジア福祉教育財団 第34回日本定住難民の集い

１２月　１日 第23回常任理事会

１２月　３日 駐日ラオス大使館主催・ラオス独立40周年記念パーティー

２０１６年 １月１６日～２３日 2016年ワーキング・スタディ・ツアー

（平成２８年） ２月２６日 2015年度中間会計監査

３月２５日 第24回常任理事会、第11回評議員会

４月１０日 在日本ベトナム人協会建国記念祝賀交流会

４月１７日 駐日ラオス大使館新年祝賀会

４月２４日 在日本ラオス協会正月を祝う行事

４月２９日 連合第87回中央メーデー出展

５月　７日 カンボジアフェスティバル

ラオス訪問　　基幹労連とファサン村小学校（24番目校）の
１年目点検（５/19)、教育スポーツ省にて高校生寮契約更新
（５/20)、保健省倉庫視察（５/20)、ルアンプラバン県教育
省にて高校生寮契約更新（５/21)、サンティパープ高校卒寮
式（５/21）

シェンレーナ村小学校（14番目校）訪問（２/23)、ラオス保健
省倉庫視察（２/24)、コアティヌン村小学校（13番目校）訪問
（２/25)、サンティパープ高校寮訪問（２/25）
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２０１６年 ５月１４日～２１日

５月２８日 ラオスフェスティバル

７月１０日 駐日ラオス大使館 ラオス大使送別会

７月２５日 ラオス人留学生（サンティパープ高校卒寮生）懇談会

８月２５日 2015年度会計監査

９月　１日 第25回常任理事会、第12回評議員会

９月２８日 第26回常任理事会、第36回定期総会

１０月３日～　７日 第33次救援衣類を送る運動　衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10/10)、タイ向け発送（10/16)

１０月１７日 タイ大使館へ国王の逝去に伴う慰問

１０月３０日 アセアンフェスティバル

１２月　２日 第27回常任理事会

１２月　４日 アジア福祉教育財団 日本定住難民の集い

２０１７年 １月１４日～２１日 2017年ワーキング・スタディ・ツアー実施

（平成２９年） ２月　７日 サンティパープ高校教師、卒寮生と懇親会

３月　２日 2016年度中間会計監査

３月１１日 ラオス人留学生（サンティパープ高校卒寮生）懇談会

３月１３日 留学生（卒寮生）日本語研修卒業式

３月２４日 第28回常任理事会、第13回評議員会

４月　２日 在日本ベトナム人協会建国記念祝賀交流会

４月　９日 駐日ラオス大使館新年祝賀会

４月１６日 在日本ラオス協会正月を祝う行事

４月２９日 第88回連合中央メーデー出展

５月　３日 カンボジアフェスティバル

５月２１日～２７日

６月　３日 ラオスフェスティバル

７月　３日 ラオス人留学生（サンティパープ高校卒寮生）懇談会

８月２１日 2016年度会計監査

９月　１日 第29回常任理事会、第14回評議員会

９月２８日 第30回常任理事会、第37回定期総会（2017年度スタート）

１０月２日～　６日 第34次救援衣類を送る運動　衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10/8)、タイ向け発送（10/16)

１１月１０日 ワーキング・スタディ・ツアー参加者有志懇談会

（平成２８年）

ラオス訪問（セントラル硝子労組ラオス視察団と同行)
保健省訪問・同衣類倉庫視察（５/22)、ナコン村小学校
（16番目校）視察（５/23)、ホアナ村小学校（８番目校）視察
（５/24)、ルアンプラバン県教育省訪問・サンティパープ
高校卒寮式（５/25）

ラオス・タイ訪問　　ラオス：ソムサバット村小学校（４番目
校）訪問（５/16)、シェンレーナ村小学校（14番目校）訪問
（５/16)、教育スポーツ省・保健省・同衣類倉庫視察
（５/17)、サンティパープ高校卒寮式（５/18)、タイ：社会
福祉省倉庫視察（５/19）
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２０１７年 １１月１２日 アジア福祉教育財団 日本定住難民の集い

（平成２９年） １１月３０日 第31回常任理事会

１２月　３日 駐日ラオス大使館主催 ラオス建国42周年祝賀会

２０１８年 １月１３日～２０日 2018年ワーキング・スタディ・ツアー

（平成３０年） ３月　５日 2017年度中間会計監査

３月１３日 ラオス人留学生日本語学校卒業式

３月１７日 ラオス人留学生（サンティパープ高校卒寮生）懇談会

３月２３日 第32回常任理事会、第15回評議員会

４月１４日 ベトナム建国記念祝賀交流会

４月１５日 駐日ラオス大使館新年祝賀会

４月２２日 在日本ラオス協会正月を祝う行事

４月２８日 連合第89回中央メーデーに出展

５月　３日 第４回カンボジアフェスティバル

５月　６日 在日カンボジアコミュニティ総会

５月２６日 ラオスフェスティバル2018

５月２６日～６月　１日

８月２０日 2017年度会計監査

８月３０日 第33回常任理事会、第16回評議員会

９月２７日 第34回常任理事会、第38回定期総会

１０月１日～　５日 第35次救援衣類を送る運動　衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10/12)、タイ向け発送（10/16)

１１月　４日 日本定住難民のつどい

１１月２８日 第35回常任理事会

１２月　２日 駐日ラオス大使館 ラオス建国43周年祝賀会

２０１９年 １月１９日～２６日 2019年ワーキング・スタディ・ツアー

（令和元年） ２月１８日 2018年度中間会計監査

２月１９日～３月　１日

３月２０日 ラオス人留学生（サンティパープ高校卒寮生)懇談会

３月２２日 第36回常任理事会、第17回評議員会

４月１４日 駐日ラオス大使館新年祝賀会

４月１４日 ベトナム建国記念祝賀交流会

４月２１日 在日本ラオス協会ラオス新年を祝う会

４月２７日 第90回中央メーデーに出展

ラオス・タイ訪問（カネボウ労組ラオス視察団と同行)
ラオス：パチャオ村小学校（23番目校）視察（５/28)、
教育スポーツ省にて呼応高校寮契約更新・保健省衣類倉庫訪問
（５/29)、ルアンプラバン県教育省にて高校生寮契約更新・
サンティパープ高校卒寮式（５/30)、タイ：衣料倉庫視察
（５/31）

ラオス訪問　ＪＰ労組東京ラオス視察団と同行　シェンレーナ
村小学校（14番目校）視察（２/25)、保健省衣類倉庫視察
（２/26)、コアティヌン村小学校（13番目校）視察・サンティ
パープ高校視察（２/27）
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２０１９年 ５月２５日 ラオスフェスティバル

（令和元年） ５月２５日～６月　１日 ラオス・タイ訪問（カネボウ労働組合ラオス視察団に同行）

７月　５日 ラオス駐日大使館、会長・事務局長表敬訪問

８月２３日 2018年度会計監査

８月２８日 在ラオス日本大使館大使交代に伴う新旧大使を囲む懇親会

８月２９日 第37回常任理事会、第18回評議員会

９月２７日 第38回常任理事会、第39回定期総会（2019年度スタート）

１０月 ７日～１１日 第36次救援衣類を送る運動　衣類集荷期間

　ラオス向け発送（10/17)、タイ向け発送（10/23)

１０月１７日 駐日ラオス大使館・スンダーラー大使表敬訪問

１０月２０日 日本定住難民感謝の集い

１１月２０日 駐日ラオス大使館訪問 救援衣類輸送対策要請

１１月２６日～３０日 タイ・ラオス訪問（連合茨城30周年記念事業タイ視察団同行）

１２月　１日 駐日ラオス大使館 ラオス建国44周年式典

２０２０年 １月２５日～２月　１日 2020年ワーキング・スタディ・ツアー

（令和２年） ２月２６日 2019年度中間会計監査

３月２６日 第39回常任理事会、第19回評議員会

４月　７日

４月１１日 サンティパープ高校へ卒寮式欠席連絡（コロナ禍渡航不可能）

４月１６日

４月２０日 在ラオス日本国大使館 2020ラオス支援報告

５月　４日

５月１１日 サンテイパープ高校卒寮式記念品、成績優秀者祝品、祝辞送付

５月１４日 緊急事態宣言の区域変更（８都道府県、５月７日～５月31日）

５月１５日 第37次救援衣類集荷日程延期をＨＰへ掲載

５月１８日

５月１８日

５月２５日 緊急事態解除宣言

５月２７日

６月１５日 タイ社会開発福祉省「2021年救援衣類支援要請」公式文書受領

個人会員・支援者宛「救援衣類集荷日程延期のお知らせ」
ハガキ送付

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長
（全都道府県、５月７日～５月31日）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更発令
（全都道府県、４月16日～５月６日）

タイ社会開発福祉省・ラオス保健省 第37次救援衣類集荷延期
公式文書送付

在タイ日本大使館・在ラオス日本大使館 第37次救援衣類日程
延期連絡

ラオス：パチャオ村小学校（23番目校）視察（５/27)、保健省
衣類倉庫視察（５/28)、サンティパープ高校卒寮式（５/29)、
タイ：衣類倉庫視察（５/30）

タイ：社会開発福祉省衣類倉庫訪問（11/27)、ラオス：保健省
訪問・ナオブッタ事務次官に緊急面会し要請、衣類倉庫訪問要
請（11/28）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令
（７都県、４月７日～５月６日）
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アジア連帯委員会／年表

２０２０年 ６月１７日 サンティパープ高校生寮支援金会計報告受領

（令和２年） ６月２５日

６月２６日 サンティパープ高校新型コロナウイルス対策支援要請受領

７月　３日 クッサンバット村小学校外装塗装工事完了連絡受領

７月２２日 サンティパープ高校寮マスク等支援物資寄贈

８月２１日 2019年度会計監査

８月２６日 第40回常任理事会、第20回評議員会

９月３０日 第41回常任理事会、第40回定期総会

１０月１日～３０日 会長・事務局長、常任産別本部表敬訪問実施

１０月１２日 日本在住ベトナム人協会情報交換

１１月１０日 凸版印刷労組来訪（ラオス小学校支援品受領）

１１月１６日 ラオス保健省から「救援衣類支援要請」公式文書受領

１１月２６日

１２月　４日

１２月　７日

１２月２３日 サンティパープ高校寮下水工事着手

２０２１年 １月　８日 緊急事態宣言発令（４都県、１月８日～２月７日）

（令和３年） ２月　２日

２月１９日 2020年度中間会計監査

３月２５日 第42回常任理事会、第21回評議員会

３月２９日 ラオス ナラオ村小学校分校建設見積書受領

４月　５日 日本在住ベトナム人協会 情報交換

４月１１日 駐日ラオス大使館主催ラオス新年祝賀会＜中止＞

４月１８日 日本在住ベトナム人協会主催建国記念祝賀交流会

４月２３日 緊急事態宣言発令（４都府県、４月25日～５月11日）

４月２６日 ラオス・保健省官房長（救援衣類輸送対策）連絡文書受領

４月２９日 連合第92回中央メーデーＷＥＢリンク参加

５月１１日 在タイ日本国大使館（タイ向け救援衣類対策）情報交換

５月１７日 在ラオス日本大使館（ナラオ村小ＯＤＡ連携等）情報交換

５月２８日

６月　９日

６月２５日

外務省民間援助連携室へラオス公式文書受領報告と「後援」
事前要請

第37次救援衣類集荷日程再延期連絡（常任理事・監事・
評議員）

個人会員・支援者宛「救援衣類集荷日程再延期のお知らせ」
ハガキ送付

緊急事態宣言の期間延長・区域変更発令
（10都府県、２月８日～３月21日）

緊急事態宣言の期間延長発令
（10都道府県、６月１日～６月20日）

在ラオス日本国大使館 新型コロナウイルス感染状況等情報
交換

在ラオス日本国大使館へ保健省救援衣類要請文書受領報告連携
要請

環境省アジア水環境改善モデル事業・サンティパープ高校寮
排水改善提案受領
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アジア連帯委員会／年表

２０２１年 ７月　８日

７月　９日 タイ・社会開発福祉省「2021救援衣類輸送再延期文書」送付

７月　９日 ラオス・保健省「2021救援衣類輸送再延期文書」送付

７月　９日 在日本ベトナム人協会来訪（コロナ禍支援要請文書受領）

７月１３日

７月２３日 東京オリンピック開会（７月23日～８月８日閉会）

８月　２日 緊急事態宣言４府県発令２都県延長（６都府県８.31迄）

８月　２日 ラオス教育省サンティパープ高校寮運営協定書受領

８月　６日 在日本ベトナム人協会へマスク（24,000枚）支援・寄贈

８月１８日 2020年度会計監査

８月２０日

８月２０日 在日カンボジアコミュニティへマスク（6,000枚）支援・寄贈

８月２４日 東京パラリンピック開会（８月24日～９月５日閉会）

８月２５日 第43回常任理事会・第22回評議員会（ＺＯＯＭ）

８月２７日 緊急事態宣言の区域変更（21都道府県、９月12日迄）

９月１３日

９月３０日 第44回常任理事会・第41回定期総会（ＺＯＯＭ）

緊急事態宣言の期間延長・区域変更
（19都道府県、９月30日迄）

緊急事態宣言の期間延長・区域追加
（13都府県に、８月20日～９月12日迄）

（令和３年）

緊急事態宣言の期間延長・区域変更発令
（東京都・沖縄県、７月12日～８月22日）

ＪＩＬＡＦタイ事務所（救援衣類輸送再延期代替マスク支援
等）情報交換
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歴代役員名簿 
 

第32回総会 2012年度(2012年９月～2013年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 金杉 秀信 アジア連帯委員会 元会長

 大木 明石 アジア連帯委員会 前会長

会 長 吉井 眞之 連合 元副会長、元造船重機労連委員長

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

事 務 局 長 渡邉ひな子 連合 元国際局長 

事務局次長 山岡みゆき 前教育文化協会ディレクター（連合）

常 任 理 事 坂  貴之 連合 連帯活動局長 

 滝澤八千子 ＵＩゼンセン同盟 常任執行委員

 三瀬  明 ＪＡＭ 組織調査グループ 副グループ長

 東條 義彦 基幹労連 事務局次長 

 佐藤 克彦 自治労 国際部長 

 安藤 京一 情報労連 組織局長 

 大森  誠 電機連合 国際部長 

 赤池 浩章 日教組 国際部長 

 近藤 泰志 連合東京 副事務局長 

評 議 員 結城ソムプ 在日ラオス協会 元会長 

 ファム･タイ･リン 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 木村 好伸 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 中井 勇太 味の素労組 中央執行委員

 高橋 義治 印刷労連 副中央執行委員長

 瀬村 浩芳 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 長谷部 学 基金労組 中央執行委員長

 川田 義明 共済ユニオン 理事長 

 吉田 一道 建設連合 副中央執行委員長

 金子 公亮 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 総務部長 

 松原 弘明 国税労組 副中央執行委員長

 坪井 義範 ＪＲ連合 会長 

 西村 智雄 ＪＰ労組 中央執行委員 

 佐藤 和弘 自動車総連 組織活動局部長

 越野 隆義 住友重機労連 中央執行委員長

 海野  恒 セイノ―通関㈱ 大井営業所主任

 磯村 幸紀 生保労連 社会政策広報委員長

 馬場 紀仁 全国ガス労連 中央副執行委員長

 白井 陽一 ㈳労金協会 総務統括部営業支援次長

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員 石田 義弘 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 脇本 依子 全日空労組 常任中央執行委員

 渡部 慶二 海員組合 総合政策部長 

 高野  智 全労済 営業企画部次長 

 澤木 泰秀 損保労連 事務局長 

 佐藤 正行 地球2001 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 岩村真奈美
 

中央ろうきん 社会貢献基金

経営企画部ＣＳＲ企画次長
 芹田  敦 電力総連 組織局部長 

 久保 秀明 東京交通労組 執行委員長

 浅野喜久夫 都市交 中央副執行委員長

 諸原 雄大 凸版印刷労組 財政部長 

 鮫島 栄造 日産労連 リック局福祉部長

 板倉 裕光
 

日本医療事務センター労組

中央執行書記長 
 服部 光朗 ㈶日本労働会館 理事長 

 山本 健二 フード連合 副事務局長 

 梶原 義則 ㈶富士社会教育センター 理事

 石田  孝 三菱自工労組 中央執行委員長

 白田 春雄 三菱重工労組 中央執行委員長

 宮崎 泰造 明治安田生命 組織開発法人部部長

 須賀 俊行 ＵＩゼンセン同盟 ルックユニオン書記長

 髙木 英見 連合茨城 副事務局長 

 橋本  弘 連合神奈川 副事務局長 

 村田 憲彦 連合近畿 地方ブロック連絡会

監 事 山河  博 ＵＩゼンセン同盟 副書記長

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第33回総会 2013年度(2013年９月～2014年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 前会長

会 長 吉井 眞之 連合 元副会長 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

 渡邉ひな子 連合 元国際局長 

事 務 局 長 山岡みゆき 元教育文化協会ディレクター（連合）

常 任 理 事 西村 智雄 連合 連帯活動局長 

 滝澤八千子 ＵＩゼンセン同盟 常任執行委員

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織調査グループ副グループ長

 東條 義彦 基幹労連 事務局次長 

 佐藤 克彦 自治労 国際部長 

 安藤 京一 情報労連 組織局長 

 大森  誠 電機連合 国際部長 

 赤池 浩章 日教組 国際部長 

 近藤 泰志 連合東京 副事務局長 

評 議 員 久英サンスック 在日ラオス協会 会長 

 ファム･タイ･リン 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 木村 好伸 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 佐藤 宏哉 味の素労組 中央執行委員

 高橋 義治 印刷労連 副中央執行委員長

 瀬村 浩芳 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 高橋 敏浩 基金労組 中央執行委員長

 河瀬 義則 共済ユニオン 事務局次長

 棚橋 滋男 建設連合 中央執行委員長代行

 島  大貴 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 政策部長 

 中村 充宏 国税労組 副中央執行委員長

 松岡 裕次 ＪＲ連合 会長 

 下原田 寿 ＪＰ労組 中央執行委員 

 須崎  計 自動車総連 組織・政治局部長

 宮沢 恒行 住友重機労連 中央執行委員長

 海野  恒 
 

セイノ―通関㈱ 

営業・業務１課課長代理 
 山村 直人 生保労連 中央副執行委員長

 植村 武史 全国ガス労連 中央副執行委員長

 鯉渕  浩 
 

㈳全国労働金庫協会  

営業統括部調査役 
 梨木 譲二 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 枦山 和彦 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員 浦  隆幸 全日本海員組合 総合政策部長

 横溝 大介 全労済 経営企画部調査国際課長

 澤木 泰秀 損保労連 事務局長 

 佐藤 正行 地球2001 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

岩村真奈美
 

中央ろうきん 社会貢献基金

ＣＳＲ企画チーフマネージャー
 石原 政将 電力総連 組織局部長 

 安田  潔 東京交通労組 執行委員長

 川尻  聡 凸版印刷労組 副書記長 

 鮫島 栄造 日産労連 リック局福祉部長

 田中 英二
 

ＵＡゼンセン ソラストユニオン

中央執行書記長 
 服部 光朗 ㈶日本労働会館 理事長 

 羽倉 祐一 フード連合 組織・中小局長

 梶原 義則 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 田島  旬 三井造船労連 書記長 

 石田  孝 三菱自工労組 中央執行委員長

 津村 正男 三菱重工労組 中央執行委員長

 宮崎 泰造
 

明治安田生命保険  

組織開発法人部長 
 金  芳彦 ＵＡゼンセン ルックユニオン 書記長

 髙木 英見 連合茨城 副事務局長 

 橋本  弘 連合神奈川 前副事務局長

 村田 憲彦 連合近畿地方ブロック連絡会 幹事

監 事 山河  博 ＵＡゼンセン 副書記長 

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第34回総会 2014年度(2014年９月～2015年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 前会長

会 長 吉井 眞之 連合 元副会長 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

 渡邉ひな子 アジア連帯委員会 前事務局長

事 務 局 長 山岡みゆき 元教育文化協会ディレクター（連合）

常 任 理 事 西村 智雄 連合 連帯活動局長 

 滝澤八千子 ＵＡゼンセン 常任中央執行委員

 和久井孝昭 自治労 国際部長 

 倉田 秀樹 電機連合 国際部長 

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織調査グループ副グループ長

 赤池 浩章 日教組 国際部長 

 風澤  勝 基幹労連 事務局次長 

 安藤 京一 情報労連 組織局長 

 近藤 泰志 連合東京 副事務局長 

評 議 員 久英サンスック 在日ラオス協会 会長 

 ファム･タイ･リン 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 木村 好伸 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 山下慎太郎 味の素労組 中央執行委員

 高橋 義治 印刷労連副 中央執行委員長

 栄原 美和 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

 瀬村 浩芳 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 高橋 敏浩 基金労組 中央執行委員長

 河瀬 義則 共済ユニオン 事務局次長

 蛯谷 美子 ㈲勤労者旅行会 代表取締役

 棚橋 滋男 建設連合 中央執行委員長代行

 中山 博久 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 政策部長 

 土屋陽太郎 国税労組 副中央執行委員長

 泉田 和洋 ㈱コンポーズ・ユニ 代表取締役社長

 下原田 寿 ＪＰ労組 中央執行委員 

 上村 良成 ＪＲ連合 会長 

 永島 理絵 自動車総連 組織・政治局部長

 戸島 章治 森林労連 中央執行委員 

 宮沢 恒行 住友重機労連 中央執行委員長

 海野  恒 
 

セイノ―通関㈱  

営業・業務１課課長代理 
 山村 直人 生保労連 中央副執行委員長

 植村 武史 全国ガス労連 中央副執行委員長

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員 鯉渕  浩
 

㈳全国労働金庫協会  

営業統括部調査役 
 梨木 譲二 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 新見 善弘 全日本海員組合 総合政策部長

 横溝 大介 全労済 経営企画部調査国際課長

 田名田曜行 損保労連 事務局長 

 佐藤 正行 地球2001 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 岩村真奈美
 

中央ろうきん 社会貢献基金

ＣＳＲ企画チーフマネージャー
 石原 政将 電力総連 組織局部長 

 安田  潔 東京交通労組 執行委員長

 川尻  聡 凸版印刷労組 副書記長 

 鮫島 栄造 日産労連 リック局福祉部長

 間宮悠紀雄 ㈶日本労働会館 事務局次長

 羽倉 祐一 フード連合 組織・中小局長

 梶原 義則 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 佐藤 芳己 ホテルラングウッド 営業部部長

 田島  旬 三井造船労連 書記長 

 石田  孝 三菱自工労組 中央執行委員長

 津村 正男 三菱重工労組 中央執行委員長

 宮崎 泰造
 

明治安田生命保険  

組織開発法人部長 

 
藤沼 伸一

 

ＵＡゼンセン アルペン労働組合

中央執行委員長 

 
田中 英二

 

ＵＡゼンセン ソラストユニオン

中央執行書記長 

 金  芳彦
 

ＵＡゼンセン ルックユニオン

書記長 
 髙木 英見 連合茨城 副事務局長 

 佐藤  進 連合神奈川 前副事務局長

 村田 憲彦 連合近畿地方ブロック連絡会 幹事

監 事 橋本 和秀 ＵＡゼンセン 副書記長 

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第35回総会 2015年度(2015年９月～2016年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 前会長

会 長 吉井 眞之 連合 元副会長 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

 渡邉ひな子 アジア連帯委員会 前事務局長

事 務 局 長 山岡みゆき 元教育文化協会ディレクター（連合）

常 任 理 事 大木 哲也 連合 連帯活動局長 

 滝澤八千子 ＵＡゼンセン 常任中央執行委員

 和久井孝昭 自治労 国際部長 

 倉田 秀樹 電機連合 国際部長 

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織調査グループ副グループ長

 赤池 浩章 日教組 国際部長 

 風澤  勝 基幹労連 事務局次長 

 梅田 伸二 情報労連 組織局長 

 近藤 泰志 連合東京 副事務局長 

評 議 員 久英サンスック 在日ラオス協会 会長 

 ファム･タイ･リン 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 木村 好伸 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 山下慎太郎 味の素労組 中央執行委員

 宍戸 良太 印刷労連副 中央執行委員長

 栄原 美和 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

 瀬村 浩芳 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 海保 順一 基金労組 中央執行委員長

 河瀬 義則 共済ユニオン 事務局次長

 蛯谷 美子 ㈲勤労者旅行会 代表取締役

 中山 博久 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 政策部長 

 土屋陽太郎 国税労組 副中央執行委員長

 若林 英幸 ㈱コンポーズ・ユニ 代表取締役社長

 上村 良成 ＪＲ連合 総合組織・政策局長

 北﨑  衛 ＪＰ労組 中央執行委員 

 永島 理絵 自動車総連 組織・政治局部長

 戸島 章治 森林労連 中央執行委員 

 宮沢 恒行 住友重機労連 中央執行委員長

 海野  恒 
 

セイノ―通関㈱  

営業・業務１課課長代理 
 山村 直人 生保労連 中央副執行委員長

 植村 武史 
 

全国ガス労連 中央副執行委員長

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員
 

中川 義一
 

㈳全国労働金庫協会  

営業統括部調査役 
 梨木 譲二 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 浦  隆幸 全日本海員組合 総合政策部長

 十河 由美 全労済 広報渉外課課長代理

 岩瀬 太郎 損保労連 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 岩村真奈美
 

中央ろうきん 社会貢献基金

ＣＳＲ企画チーフマネージャー
 石原 政将 電力総連 組織局部長 

 安田  潔 東京交通労組 執行委員長

 中村 信也 凸版印刷労組 中央執行委員

 近藤 清美 日産労連 リック局福祉部副部長

 間宮悠紀雄 ㈶日本労働会館 事務局次長

 羽倉 祐一 フード連合 組織・中小局長

 梶原 義則 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 佐藤 芳己 ホテルラングウッド 営業部部長

 田島  旬 三井造船労連 書記長 

 八角 慎一 三菱自工労組 中央執行委員長

 津村 正男 三菱重工労組 中央執行委員長

 小林  晋
 

明治安田生命保険  

組織開発法人部長 

 
藤沼 伸一

 

ＵＡゼンセン アルペン労働組合

中央執行委員長 

 
田中 英二

 

ＵＡゼンセン ソラストユニオン

中央執行書記長 
 金  芳彦 ＵＡゼンセン ルックユニオン 書記長

 綿引 哲也 連合茨城 副事務局長 

 佐藤  進 連合神奈川 前副事務局長

 村田 憲彦 連合近畿地方ブロック連絡会 幹事

監 事 橋本 和秀 ＵＡゼンセン 副書記長 

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第36回総会 2016年度(2016年９月～2017年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 前会長

会 長 吉井 眞之 連合 元副会長 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

 渡邉ひな子 アジア連帯委員会 前事務局長

事 務 局 長 山岡みゆき 元教育文化協会ディレクター（連合）

常 任 理 事 大木 哲也 連合 連帯活動局長 

 新   敦 ＵＡゼンセン 常任中央執行委員

 田中 浩二 自治労 国際部長 

 倉田 秀樹 電機連合 国際部長 

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織調査グループ副グループ長

 丹野  久 日教組 国際部長 

 渡辺  強 基幹労連 事務局次長 

 梅田 伸二 情報労連 組織局長 

 山崎  悟 連合東京 副事務局長 

評 議 員 久永チャンスック 在日ラオス協会 会長 

 ファム･タイ･リン 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 木村 好伸 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 宍戸 良太 印刷労連副 中央執行委員長

 栄原 美和 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

 瀬村 浩芳 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 海保 順一 基金労組 中央執行委員長

 
鈴木 睦男 

 

共済ユニオン東京千葉  

副理事長兼事務局長 
 蛯谷 美子 ㈲勤労者旅行会 代表取締役
 行徳 健太 航空連合 副事務局長 
 鎌田 佳伸 交通労連 調査部長 

 錦邊 亮二 国税労組 書記次長 

 若林 英幸 ㈱コンポーズ・ユニ 代表取締役社長

 上村 良成 ＪＲ連合 総合組織・政策局長

 北﨑  衛 ＪＰ労組 中央執行委員 

 永島 理絵 自動車総連 組織・政治局部長

 戸島 章治 森林労連 中央執行委員 

 宮沢 恒行 住友重機労連 中央執行委員長

 海野  恒 
 

セイノ―通関㈱  

営業・業務１課課長代理 
 高橋 桂子 生保労連 中央副執行委員長

 関内 直樹 全国ガス労連 中央副執行委員長

   

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員
 

中川 義一
 

㈳全国労働金庫協会  

営業統括部調査役 
 白石 稔彦 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 浦  隆幸 全日本海員組合 総合政策部長

 十河 由美 全労済 広報渉外課課長代理

 岩瀬 太郎 損保労連 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 岩村真奈美
 

中央ろうきん 社会貢献基金

ＣＳＲ企画チーフマネージャー
 石原 政将 電力総連 組織局部長 

 安田  潔 東京交通労組 執行委員長

 中村 信也 凸版印刷労組 中央執行委員

 近藤 清美 日産労連 リック局福祉部副部長

 間宮悠紀雄 ㈶日本労働会館 事務局次長

 山岡 隆文 ㈱Nｅｔｙ 代表取締役 

 鷲崎 英雄 フード連合 組織・中小局長

 鈴木 晴彦 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 佐藤 芳己 ホテルラングウッド 営業部部長

 田島  旬 三井造船労連 書記長 

 八角 慎一 三菱自工労組 中央執行委員長

 津村 正男 三菱重工労組 中央執行委員長

 小林  晋
 

明治安田生命保険  

組織開発法人部長 

 大野 弘二 ㈱友愛会館 代表取締役 

 
藤沼 伸一

 

ＵＡゼンセン アルペン労働組合

中央執行委員長 

 

 

田中 英二

 

ＵＡゼンセン ソラストユニオン

中央執行書記長 

 阿久津靖之
 

ＵＡゼンセン ルックユニオン

書記長 
 綿引 哲也 連合茨城 副事務局長 

 佐藤  進 連合神奈川 前副事務局長

 藤原 一也
 

連合近畿地方ブロック連絡会

連合大阪副事務局長 

監 事 橋本 和秀 ＵＡゼンセン 副書記長 

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第37回総会 2017年度(2017年９月～2018年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 前会長

会 長 吉井 眞之 アジア連帯委員会 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

 渡邉ひな子 アジア連帯委員会 

事 務 局 長 山岡みゆき アジア連帯委員会 

事務局次長 鈴木  隆 前ＵＡゼンセン茨城県支部長

常 任 理 事 大木 哲也 連合 連帯活動局長 

 新   敦 ＵＡゼンセン 常任中央執行委員

 舩山  整 自治労 総合企画総務局長兼国際部長

 倉田 秀樹 電機連合 国際部長 

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織調査グループ副グループ長

 丹野  久 日教組 国際・広報部長 

 渡辺  強 基幹労連 事務局次長 

 水野 和人 情報労連 組織対策局長 

 山崎  悟 連合東京 副事務局長 

評 議 員 久永チャンスック 在日ラオス協会 会長 

 ファム･タイ･リン 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 松下 真幸 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 宍戸 良太 印刷労連副 中央執行委員長

 河本 寛子 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

 瀬村 浩芳 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 海保 順一 基金労組 中央執行委員長

 武井 英樹 キャタピラージャパン労働組合

 
鈴木 睦男 

 

共済ユニオン東京千葉  

副理事長兼事務局長 
 蛯谷 美子 ㈲勤労者旅行会 代表取締役

 行徳 健太 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 調査部長 

 錦邊 亮二 国税労組 書記次長 

 若林 英幸 ㈱コンポーズ・ユニ 代表取締役社長

 中山 耕介 ＪＲ連合 総合組織・政策局長

 三村 寿宏 ＪＰ労組 組織局次長 

 宮崎 健太 自動車総連 組織局部長 

 佐藤賢太郎 森林労連 書記次長 

 宮沢 恒行 住友重機労連 中央執行委員長

 海野  恒 
 

セイノ―通関㈱  

営業・業務１課課長代理 

 高橋 桂子 生保労連 中央副執行委員長

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員 関内 直樹 全国ガス労連 中央副執行委員長

 小川 俊明
 

㈳全国労働金庫協会  

営業統括部調査役 
 白石 稔彦 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 浦  隆幸 全日本海員組合 総合政策部長

 佐藤 嘉一 全労済 経営企画部調査渉外室

 岩瀬 太郎 損保労連 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 岩村真奈美
 

中央ろうきん 社会貢献基金

ＣＳＲ企画チーフマネージャー
 末竹  亮 電力総連 組織局部長 

 宮崎 昌治 東京交通労組 執行委員長

 井筒 智義 凸版印刷労連 財政部長 

 近藤 清美 日産労連 リック局福祉部副部長

 
矢ケ崎光純

 

日本エンタープライズ・ 

メンテナンス㈱ 取締役 
 間宮悠紀雄 ㈶日本労働会館 事務局次長

 山岡 隆文 ㈱Nｅｔｙ 代表取締役 

 鷲崎 英雄 フード連合 組織・中小局長

 鈴木 晴彦 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 佐藤 芳己 ホテルラングウッド 営業部部長

 久保本慎一 三井造船労連 書記長 

 永瀬 秀樹 三菱自工労組 中央執行委員長

 津村 正男 三菱重工労組 中央執行委員長

 
濱内 洋樹

 

明治安田生命保険 広域組織法人部

組織開発法人営業課長 

 大野 弘二 ㈱友愛会館 代表取締役 

 
 

藤沼 伸一

 

ＵＡゼンセン アルペン労働組合

中央執行委員長 

 
田中 英二

 

ＵＡゼンセン ソラストユニオン

中央執行書記長 

 
吉村 隆幸

 

ＵＡゼンセン ポケットカードユニオン

中央執行書記長 
 阿久津靖之 ＵＡゼンセン ルックユニオン 書記長

 綿引 哲也 連合茨城 副事務局長 

 佐藤  進 連合神奈川 前副事務局長

 藤原 一也
 

連合近畿地方ブロック連絡会

連合大阪副事務局長 

監 事 橋本 和秀 ＵＡゼンセン 副書記長 

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第38回総会 2018年度(2018年９月～2019年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 前会長

会 長 吉井 眞之 アジア連帯委員会 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

 山岡みゆき アジア連帯委員会 

事 務 局 長 鈴木  隆 アジア連帯委員会 

常 任 理 事 森  啓記 連合 連帯活動局長 

 和田 水穂 ＵＡゼンセン 常任中央執行委員

 
舩山  整 

 

自治労 総合企画総務局長

兼国際部長 

 細川 哲孝 電機連合 国際部長 

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織調査グループ副グループ長

 渡辺  強 基幹労連 事務局次長 

 塩崎 孝江 日教組 国際部長 

 水野 和人 情報労連 組織対策局長 

 大澤  健 連合東京 国民運動局長 

評 議 員 結城ソンプ 在日ラオス協会 会長 

 ファム･タイ･リン 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 松下 真幸 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 古賀 初代 印刷労連副 中央執行委員長

 河本 寛子 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

 瀬村 浩芳 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 海保 順一 基金労組 中央執行委員長

 武井 英樹 キャタピラージャパン労働組合

 林道 明彦 共済ユニオン東京千葉 事務局長

 蛯谷 美子 ㈲勤労者旅行会 代表取締役

 川原 鉄平 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 調査部長 

 五十嵐一浩 国税労組総連合 書記次長

 若林 英幸 ㈱コンポーズ・ユニ 代表取締役社長

 中山 耕介 ＪＲ連合 総合組織・政策局長

 三村 寿宏 ＪＰ労組 組織局次長 

 宮崎 健太 自動車総連 組織局部長 

 佐藤賢太郎 森林労連 書記次長 

 宮沢 恒行 住友重機労連 中央執行委員長

 海野  恒 
 

セイノ―通関㈱  

営業・業務１課課長代理 
 高橋 桂子 生保労連 中央副執行委員長

 関内 直樹 全国ガス労連 中央副執行委員長

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員
 

青山 浩之
 

㈳全国労働金庫協会  

組織渉外部副部長 
 白石 稔彦 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 和泉 雄貴
 

全日本海員組合  

総合政策部専任部長 
 小宮明紀江 全労済 経営企画部調査渉外室

 野口 純子 ㈶総評会館 事務長 

 松浦 秀明 損保労連 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 有竹 丈司
 

中央ろうきん  

総合企画部（ＣＳＲ）担当部長
 末竹  亮 電力総連 組織局部長 

 宮崎 昌治 東京交通労組 執行委員長

 井筒 智義 凸版印刷労連 財政部長 

 森田  智 日産労連 リック局副部長

 
松木 健一

 

日本エンタープライズ・ 

メンテナンス㈱ 業務部長
 間宮悠紀雄 ㈶日本労働会館 業務部部長

 山岡 隆文 ㈱Nｅｔｙ 代表取締役 

 鷲崎 英雄 フード連合 組織・中小局長

 鈴木 晴彦 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 佐藤 芳己 ホテルラングウッド 営業部部長

 久保本慎一 三井造船労連 書記長 

 永瀬 秀樹 三菱自工労組 中央執行委員長

 津村 正男 三菱重工労組 中央執行委員長

 

 

濱内 洋樹

 

明治安田生命保険 広域組織法人部

組織開発法人営業課長 

 大野 弘二 ㈱友愛会館 代表取締役 

 
藤沼 伸一

 

ＵＡゼンセン アルペン労働組合

中央執行委員長 

 
田中 英二

 

ＵＡゼンセン ソラストユニオン

中央執行書記長 

 
六車 達彦

 

ＵＡゼンセン ポケットカードユニオン

中央執行委員長 
 阿久津靖之 ＵＡゼンセン ルックユニオン 書記長

 綿引 哲也 連合茨城 副事務局長 

 佐藤  進 連合神奈川 副事務局長 

 香川  攻
 

連合近畿地方ブロック連絡会

連合大阪副事務局長 

監 事 大濵 直之 ＵＡゼンセン 副書記長 

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第39回総会 2019年度(2019年９月～2020年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 元会長

 吉井 眞之 アジア連帯委員会 前会長

会 長 澤田 和男 アジア連帯委員会 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

 山岡みゆき アジア連帯委員会 

事 務 局 長 鈴木  隆 アジア連帯委員会 

常 任 理 事 森  啓記 連合 連帯活動局長 

 和田 水穂 ＵＡゼンセン 常任中央執行委員

 榎本 朋子 自治労 国際部長 

 細川 哲孝 電機連合 国際部長 

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織グループ副グループ長

 小西 啓介 基幹労連 事務局次長 

 塩崎 孝江 日教組 国際部長 

 水野 和人 情報労連 組織対策局長 

 大澤  健 連合東京 副事務局長 

評 議 員 結城ソンプ 在日ラオス協会 会長 

 南海 泰平 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 門脇  匠 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 古賀 初代 印刷労連 副中央執行委員長

 河本 寛子 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

 花鳥賊昭広 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 三島 久美 基金労組 中央執行委員長

 
武井 英樹 

 

キャタピラージャパン労働組合

中央執行委員長 
 林道 明彦 共済ユニオン東京千葉 事務局長

 蛯谷 美子 ㈲勤労者旅行会 代表取締役

 川原 鉄平 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 調査部長 

 五十嵐一浩 国税労組総連合 書記次長

 
佐々木祐介 

 

こくみん共済 経営企画部

調査渉外室長 

 中島 武志 ㈱コンポーズ・ユニ 代表取締役社長

 今井 孝治 ＪＲ連合 企画部長 

 川本 秀幸 ＪＰ労組 組織局次長 

 宮崎 健太 自動車総連 組織局部長 

 佐藤賢太郎 森林労連 書記次長 

 宮沢 恒行 住友重機械労連 中央執行委員長

 海野  恒 セイノ―通関㈱ 営業・業務部部長

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員 山本 由美 生保労連 中央副執行委員長

 長島 哲也 全国ガス労連 中央副執行委員長

 青山 浩之
 

㈳全国労働金庫協会  

組織渉外部副部長 
 白石 稔彦 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 和泉 雄貴 全日本海員組合 執行部員

 野口 純子 ㈶総評会館 事務長 

 串田 晃一 損保労連 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 末竹  亮 電力総連 組織局部長 

 三浦  慎 東亜道路労働組合 中央執行委員長

 福田  智 東京交通労組 執行委員長

 井筒 智義 凸版印刷労連 財政部長 

 森田  智 日産労連 リック局副部長

 
松木 健一

 

日本エンタープライズ・ 

メンテナンス㈱ 業務部長
 間宮悠紀雄 ㈶日本労働会館 業務部部長

 山岡 隆文 ㈱Nｅｔｙ 代表取締役 

 鷲崎 英雄 フード連合 組織・中小局長

 鈴木 晴彦 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 佐藤 芳己 ホテルラングウッド 営業部部長

 久保本慎一 三井Ｅ＆Ｓ労連 書記長 

 永瀬 秀樹 三菱自工労組 中央執行委員長

 津村 正男 三菱重工労組 中央執行委員長

 白崎 貴嗣 明治安田生命保険 法人営業課長

 大野 弘二 ㈱友愛会館 代表取締役 

 藤沼 伸一 アルペン労働組合 中央執行委員長

 
戸梶 貴明

 

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス労組

中央執行書記長 

 田中 英二 ソラストユニオン 中央執行委員長

 
六車 達彦

 

ポケットカードユニオン  

中央執行委員長 
 阿久津靖之 ルックユニオン 書記長 

 綿引 哲也 連合茨城 副事務局長 

 佐藤  進 連合神奈川 副事務局長 

 香川  攻
 

連合近畿地方ブロック連絡会

連合大阪副事務局長 

監 事 大濵 直之 ＵＡゼンセン 副書記長 

  堀  紀子 日産労連 リック局サービス部部長
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第40回総会 2020年度(2020年９月～2021年９月)

役 職 名 氏   名 備   考 

顧 問 大木 明石 アジア連帯委員会 元会長

 吉井 眞之 アジア連帯委員会 前会長

会 長 澤田 和男 アジア連帯委員会 

副 会 長 山根木晴久 連合 総合組織局総合局長

事 務 局 長 鈴木  隆 アジア連帯委員会 

常 任 理 事 森  啓記 連合 連帯活動局長 

 田中  智 ＵＡゼンセン 常任中央執行委員

 榎本 朋子 自治労 国際部長 

 高橋 英司 電機連合 国際部長 

 大谷 直子 ＪＡＭ 組織グループ副グループ長

 小西 啓介 基幹労連 事務局次長 

 寺澤  環 日教組 国際部長 

 水野 和人 情報労連 組織対策局長 

 大澤  健 連合東京 副事務局長 

評 議 員 結城ソムプ 在日ラオス協会 会長 

 南海 泰平 日本在住ベトナム人協会 会長代行

 門脇  匠 ＩＨＩ労連 中央執行委員長

 古賀 初代 印刷労連 副中央執行委員長

 桐谷奈望子 ＡＮＡ労組 中央執行副委員長

 花鳥賊昭広 カネボウ労働組合 中央執行委員長

 三島 久美 基金労組 中央執行委員長

 
武井 英樹 

 

キャタピラージャパン労働組合

中央執行委員長 
 林道 明彦 共済ユニオン東京千葉 事務局長

 蛯谷 美子 ㈲勤労者旅行会 代表取締役

 川原 鉄平 航空連合 副事務局長 

 鎌田 佳伸 交通労連 調査部長 

 鷲沢 直弥 国税労組総連合 書記次長

 
佐々木祐介 

 

こくみん共済 経営企画部

調査渉外室長 

 大森  誠 ㈱コンポーズ・ユニ 代表取締役社長

 今井 孝治 ＪＲ連合 企画部長 

 川本 秀幸 ＪＰ労組 組織局次長 

 関向 信昌 ＪＰ労組東京 執行委員 

 宮澤 典子 自動車総連 組織局部長 

 
森岡 秀行 

 

シンフォニアテクノロジー労組

中央執行委員長 

 佐藤賢太郎 森林労連 書記次長 

役 職 名 氏   名 備   考 

評 議 員 弥久末 顕 住友重機械労連 中央執行委員長

 海野  恒 セイノ―通関㈱ 営業・業務部部長

 山本 由美 生保労連 中央副執行委員長

 長島 哲也 全国ガス労連 中央副執行委員長

 山口 美和 ㈳全国労働金庫協会 組織渉外部副部長

 沖中  康 セントラル硝子労組 中央執行委員長

 和泉 雄貴 全日本海員組合 執行部員

 野口 純子 ㈶総評会館 事務長 

 串田 晃一 損保労連 事務局長 

 澤田  勝 中央発送㈱ 代表取締役社長

 酒井 一樹 電力総連 組織局部長 

 三浦  慎 東亜道路労働組合 中央執行委員長

 福田  智 東京交通労組 執行委員長

 井筒 智義 凸版印刷労連 財政部長 

 
松木 健一

 

日本エンタープライズ・ 

メンテナンス㈱ 業務部長
 間宮悠紀雄 ㈶日本労働会館 業務部部長

 山岡 隆文 ㈱Nｅｔｙ 代表取締役 

 松下 徳陽 フード連合 組織・中小局長

 鈴木 晴彦 ㈶富士社会教育センター 常務理事

 佐藤 芳己 ホテルラングウッド 営業部部長

 田島  旬 三井Ｅ＆Ｓ労連 中央執行委員長

 永瀬 秀樹 三菱自工労組 中央執行委員長

 神宮 洸寿 三菱重工グループ労連 会長

 白崎 貴嗣 明治安田生命保険 法人営業課長

 田中 久弥 ㈱友愛会館 常務取締役 

 藤沼 伸一 アルペン労働組合 中央執行委員長

 
戸梶 貴明

 

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス労組

中央執行書記長 

 鈴木 教子 ソラストユニオン 中央執行委員長

 
六車 達彦

 

ポケットカードユニオン  

中央執行委員長 
 矢澤 秀一 ルックユニオン 書記長 

 綿引 哲也 連合茨城 副事務局長 

 佐藤  進 連合神奈川 副事務局長 

 香川  攻
 

連合近畿地方ブロック連絡会

連合大阪副事務局長 

監 事 大濵 直之 ＵＡゼンセン 副書記長 

  中島 基史 自動車総連 国際局局長 
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アジア連帯委員会 会員団体一覧 

連合 

ＵＡゼンセン 

自治労 

電機労連 

ＪＡＭ 

基幹労連 

日教組 

情報労連 

連合東京 

在日本ラオス協会 

日本在住ベトナム人協会 

ＩＨＩ労連 

ＡＮＡ労組 

アルペン労組 

印刷労連 

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス労組 

カネボウ労組 

基金労組 

キャタピラー日本労組 

共済ユニオン東京千葉 

(有)勤労者旅行会 

航空連合 

交通労連 

国税労組総連合 

こくみん共済ｃｏｏｐ（全労済） 

(株)コンポーズ・ユニ 

ＪＲ連合 

ＪＰ労組 

ＪＰ労組東京 

自動車総連 

シンフォニアテクノロジーグループユニオン 

森林労連 

住友重機械労連 

セイノー通関(株) 

ソラストユニオン 

生保労連 

全国ガス労連 

(一社)全国労働金庫協会 

セントラル硝子労組 

全日本海員組合 

(公財)総評会館 

損保労連 

中央発送(株) 

電力総連 

東亜道路労組 

東京交通労組 

凸版印刷労連 

日産労連 

日本エンタープライズメンテナンス(株) 

(一財)日本労働会館 

(株)Ｎｅｔｙ 

フード連合 

(公財)富士社会教育センター 

ホテルラングウッド 

ポケットカードユニオン 

三井Ｅ＆Ｓ労連 

三菱自動車工業労組 

三菱重工グループ労連 

明治安田生命保険(相) 

モンテローザ労組 

(株)友愛会館 

ＵＡゼンセン茨城県支部 

   同   群馬県支部 

   同   千葉県支部 

   同   東京都支部 

   同   栃木県支部 

   同   山梨県支部 

ルックユニオン 

連合茨城 

連合神奈川 

連合近畿地方ブロック連絡会 

 ※ 太字９組織は常任理事選出組織、以下の在日協会以外の組織名は50音順 
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＜資料４＞

単位：円

救援衣類輸送募金
小学校建設・補修

募金
高校生支援募金 その他の募金 募金合計

2011年度 5,454,997 870,850 340,000 11,520 6,677,367

2012年度 4,971,791 554,482 507,524 13,911 6,047,708

2013年度 5,442,223 752,179 537,634 28,207 6,760,243

2014年度 7,025,401 1,358,408 500,246 1,021,200 9,905,255

2015年度 6,664,785 746,551 486,500 33,720 7,931,556

2016年度 6,823,361 1,358,923 684,000 31,500 8,897,784

2017年度 6,534,461 1,545,193 526,900 41,068 8,647,622

2018年度 6,431,631 1,224,529 564,600 48,500 8,269,260

2019年度 7,166,168 842,077 291,177 18,000 8,317,422

募　　金　　額
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＜資料５＞

常任理事を出している
団体数(内数)

2011年度 53団体 9団体 48人

2012年度 53団体 9団体 49人

2013年度 57団体 9団体 57人

2014年度 56団体 9団体 53人

2015年度 57団体 9団体 54人

2016年度 59団体 9団体 54人

2017年度 61団体 9団体 58人

2018年度 62団体 9団体 58人

2019年度 64団体 9団体 44人

2020年度 71団体 9団体 46人

＜備考＞

2012年度 入会：三井造船労連　　退会：都市交（自治労と統合の為）

2013年度 入会：アルペン労働組合、㈱コンポーズ・ユニ、ホテルラングウッド、森林労連、

　　　㈲勤労者旅行会　　退会：建設連合（基幹労連と統合）

2014年度 退会：地球2001事務局（個人会員へ変更）

2015年度 入会：㈱友愛会館、(株）Nety　　退会：味の素労組（フード連合と統合）

2016年度 入会：日本エンタープライズメンテナンス㈱、ポケットカードユニオン

2017年度 入会：（公財）総評会館、キャタピラージャパン労働組合

2018年度 入会：東亜道路労組、SMBCコンシューマーファイナンス労組

退会：中央ろうきん社会貢献基金（全国労働金庫協会と統合）

2019年度 入会：シンフォニアテクノロジー労組、JP労組東京

2020年度 入会：モンテローザ労組、UAゼンセン茨城県支部、同群馬県支部、同東京都支部、

　　　同山梨県支部、同千葉県支部、同栃木県支部

団体会員数

会　　員　　数

個人会員
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印 刷 ㈱コンポーズ・ユニ 

東京都港区三田１丁目10番３号 電機連合会館２Ｆ 

 

フンペン・メカシンさん 

Mr. Houmpheng MECKHASINH 

ＣＳＡ設立40周年おめでとうございます。 

これからも一生懸命ＣＳＡのお手伝いをしたいと

思います。 

ヌーソン・チョンラオサイさん 

Mr. Nouxiong CHONGLAOXAI 

ＣＳＡが造ってくれたサンティパープ高校生寮の

第１期卒寮生です。 

これからもよろしくお願いいたします。 
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