


┐総会日程（案） 

１５：００ 総会開会 

１５：０５ 大会議長選出       

総会役員選出 

      ●議事運営委員（ 1名 ）福保労 

      ●資格審査委員（ 1名 ）医労連 

      ●選挙管理委員（ 2名 ） 

１５：２０ 青年協議長あいさつ 

１５：２５ 来賓あいさつ 

       愛知県労働組合総連合 吉良多喜夫（事務局長） 

       民青同盟愛知県委員会 渡辺 裕（副委員長） 

 祝電・メッセージ紹介 

１５：４５ 資格審査・議事運営報告 

１５：５０ 議案提案（１号議案・財政報告） 

１６：１０ 討論   ※発言は一人５分以内 

休憩 

１７：００ 総括答弁 

１７：１０ 議事運営・資格審査報告 

１７：１５ 議案採択 

１７：２０ 役員選挙 

休憩 

１７：３０ 選挙結果報告 

１７：３５ 総会議長・総会役員の解任 

      新任役員・退任役員の紹介・あいさつ 

      団結がんばろう！ 

１７：４５ 閉会予定 

       

１８：３０ 懇親会開始予定 
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第 22 回愛労連青年協議会議案・目次 

□はじめに 

 

[１]情勢 

１．世界・日本の特徴     

２．青年の置かれた労働環境    

３．青年部の組織強化と学習    

 

[２]とりくみの総括と今後の方針 

１．青年の交流・連帯  

 ◆第２１回愛労連青年協定期総会 
 ◆１１年度代表委員会 

（１）県政・市政に向けて 
   ◆マゼコゼナイト＆青年市政・県政連絡会 
（２）東日本大震災に向けて 
   ◆支援活動 
（３）全国青年大集会２０１１に向けて 
   ①standup 集会 
   ②あいち青年大集会２０１１“若コレ” 
   ③全国青年大集会２０１１ 
（４）第 20 回東海北陸ブロック・サマーセミナーin 焼津に向けて 
   ①お花見＆屋形船 
   ②震災ボランティア報告会 
   ③フレンド・オブ・ミュージック 
   ④サマーキャンプ 
   ⑤第 20 回東海北陸ブロック・サマーセミナーin 焼津 

 

２．平和と民主主義     

 ①原水爆禁止世界大会    

 ②日本平和大会     

 ③平和折り鶴宣伝     

 

３．権利・労働条件向上のたたかい 

 ①愛労連セミナー     

 ②賃金学習会     

 ③最賃生活体験（＆生計費）・ハン・スト  
 ④貧困撲滅のための国際デーあいち集会 

 ⑤トヨタ総行動     

 

４．愛労連建設の一翼 

 ①組織強化    

 ②機関会議    

 ③上部・共闘団体     

 ④機関紙（AIAI）＆ニュース発行     
 

５．今後の予定 

 
２０１２年度運動方針（案）    
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愛労連青年協第 22 回定期総会 第 1号議案 

 

愛労連青年協 
２０１１年度総括と２０１２年度運動方針案（案） 

（２０１０．１２～２０１１．１１）（２０１１．１２～２０１２．１１） 

 

□はじめに 

今年の 3 月 11 日東日本大震災が発生しました。その直後に襲った大津波が重なり未曾有の

被害をもたらしました。また福島第一原発事故での、放射能被害は収束する見通しもまだた

っていません。被災地の生活再建にはまだまだ多くの困難を抱えています。 

 

今回の震災では、労働組合として直後からの物資支援やボランティア活動、義援金活動な

ど被災地を支えてきました。 

「労働組合でいろいろな支援ができるんだ」と改めて労働組合の役割とネットワーク、支

え合いの力を感じました。まだまだ復興には時間がかかると思います。長い支援をしていか

なければと思います。 

 

・「労働組合の役割ってなんだろう？」 

愛知・三菱の派遣切り裁判では、「派遣先・三菱電機の偽装請負を認定し、違法を断罪する」

派遣先企業の責任・違法を認めた画期的な判決でした。 

以前、派遣切りにあった方からお話を聞きました。「仕事をするのに派遣・正社員関係なく

誇りをもって仕事をしている。」その表情は悔しさの中にも、仕事に対する誇りに満ちていま

した。 

簡単に首を切るなんで許せない。あきらめない。泣き寝入りしない。権利が権利として守

られていないことがたくさんあります。一人じゃ難しいけれど、つながれば大きな力になり

ます。 

 

私は労働組合に入ってたくさんの仲間たちに出会い、「しんどいのは一人じゃない」「ひと

りの力は小さいけれど、つながれば少しずつ変えていける」ことを教えてもらいました。 

 愛労連青年協に関わる中でたくさんの仲間がいることを感じ、支えられ勇気づけられました。 

  

まだまだ労働組合って知られていない。一人で悩んでいる青年がたくさんいると思います。

「一人で抱え込まないで」「仲間はたくさんいるよ」一人でも多くの青年に労働組合のよさを

知ってもらいたい。そんなキッカケに青年協がなれればと思います。 

 
 
 
 
 

愛労連青年協議長   

仲野 陽子 
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[１]情勢 

１．世界・日本の特徴 

今年の 3 月 11 日に 1000 年に一度といわれる東日本大震災、そして甚大な被害を招いた福島原発事

故が起こりました。まさに時代を揺るがした年と言っても過言ではありません。今年度の特徴として、

春闘から一変し、震災を理由にした賃上げなしや労働条件の引き下げなどの動きが顕著となっていま

す。企業は震災を「儲けの機会」とし、経団連による「復興特区構想」提言など、震災を口実とした

労働者ないがしろの動きを見せています。 
政府は、この震災を口実に環太平洋連携協定(TPP)を推進しようとしています。野田首相は、来月

開催予定のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議までに TPP 参加に向けた意思を決定すると

発言しました。TPP 参加で、340 万人が失業、食料自給率は 13％に落ち込むと試算されており、食

料の安全基準、医療保険制度、看護師、介護福祉士等の海外からの移動、公共事業の入札などあらゆ

る分野での影響は必至です。「普天間基地移設」問題やオスプレイ配備問題、米軍のための「思いや

り予算」など震災とは無関係に、粛々と国民棚上げで進められています。政権交代の後 3 人目の首相

となっても、依然として対米追従、大企業優遇の姿勢は変わりません。さらに、民主党政権は、憲法

改正に向けての動きも加速させています。5 月には憲法改正の審議会を参議院で成立させ、憲法改正

にむけて予断を許さない状況です。 

また、政府・与党は消費税増税を盛り込んだ「社会保障と税の一体改革」とし、消費税率を段階的

に 10％まで引き上げ、年金支給を 3 年程度で 2.5％削減し、 終的に支給年齢を 70 歳に引き上げよ

うとしています。 
一方、世界では中東において、チュニジアから広がる長年に渡る独裁政治など圧迫政治からの脱却

を目指した「民主化運動」が起こりました。そして、アメリカでは、ウォール街において貧困格差是

正などを求めて、金融界が米政界を支配する米国の「金融界独裁体制」をやめさせようとする「民主化運

動」が起こっています。現在、世界的に株価が暴落しており、ギリシャの財政破綻、アメリカの財政赤字

の長期化、米国債の格下げやドルへの信用失落など世界経済は混沌としています。 
SNS など情報技術の革新は急速に発達・拡大し、グローバルな社会へと加速してはいますが、資本主義

は疲弊し、今後の社会では「技術革新」よりも「制度革新」が強く求められることは明らかです。 
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２．青年の置かれた労働環境 

青年の置かれた労働環境は劣悪を極めています。その特徴は、青年労働者に非正規雇用が集中し

ていることです。在学中を含む 15 歳から 24 歳の青年労働者の非正規比率は約半数の 46.7％にもの

ぼります。女性労働者の場合、全体の非正規率は、

54.0％と過半数を占める。しかも全年齢層をつうじ

て３分の１を超えています。非正規労働者の平均年

収は正社員の半分程度であり、生涯賃金でみれば男

性でおよそ１億円、女性でおよそ 8千万円もの差が

生まれています。しかも社会保険や年金も保証され

ておらず、不安定な労働を余儀なくされています。

こんな状態では結婚もできず、現に未婚率は急上昇

し、子どもの出生率は低下し続けています。 

一方で財界・大企業は、雇用

の安定化や内需拡大の努力より

も、賃金カットと雇用流動化を

中心とする人件費削減や下請け

企業への犠牲転嫁を一層強めて、

一部の大企業だけが「V 字回復」

する企業中心主義を強めていま

す。これらの大企業の身勝手な

振る舞いと、年間 3 万人を超え

る自殺者、子供への虐待、DV、

孤独死の増加など問題は深刻で

す。 
震災の影響による非正規労働者の雇い止め（4 月 7 日まで）は 3155 人としていますが、実態はは

るかに深刻とみられます。愛知も例外ではありません。トヨタの国内生産台数が震災後の 3～4 月に

は 8 割減となったことから、下請け企業は震災後２か月間で７割が休業、1 割以上の企業が人員削減

を行ったといわれています（5/29 朝日）。そんな中でも企業の横暴に負けないで闘う青年たちがいま

す。 
仙台市内のパチンコなどの複合娯楽施設「コロナ」は、震災の被害を受けて営業休止、アルバイ

トには「1 万円を支払い解雇する」と個別に連絡をしました。「1 万円で解雇するのか」と怒ったア

ルバイトの青年 6 人が宮城県労連の労働相談に行き労働組合を結成し、その後メールやツイッターな

どのつながりで 100 人を超える人が加入しました。 
宮城県多賀城市に工場があるソニー仙台テクノロジーセンターは、震災による事業縮小を理由に、

150 人の期間社員全員を 3 ヶ月の雇用延長の末に雇い止めようとしています。「俺達がソニーを支え

て来た」という誇りと悔しさを胸に、雇い止めを受けた青年 22 人が雇用の延長を求め、労働組合に

加入し、声を上げています。 
安売りのコンビニエンスストア「SHOP99」の元店長は、権限のない「名ばかり管理職」で残業

代なしの過酷な長時間労働で健康を壊したとして、未払い残業代と慰謝料を請求する訴訟を起こしま

した。その判決が 5 月 31 日東京地裁立川支部であり、「名ばかり管理職」だったことが認められ、
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会社側に対し残業代など 164 万円を支払うように命じました。 
10月に発表されたILO

の報告書によれば、青年

労働者はいま、高失業率

や不安定雇用の増加に加

え、ワーキングプア（働

く貧困層）の存在という

多難な状況に直面してい

ると指摘しています。世

界経済が後退している時

代に労働市場に入る世代

の“不運”は、失業や不完全雇用、社会的ストレスなどとして顕在化するだけでなく、低賃金状態が

将来にわたり続き、政治、経済体制に対する不信を募らせるなど、今後も長期にわたって影響を及ぼ

す可能性があるとも述べています。 

青年の間では、パートタイム労働などの非正規労働しか見つけられない現状は否めません。また、

青年の失業者数は、2009 年の 高時（7,580 万人）から 10 年末には 7,510 万人、11 年には 7,460 万

人（予測）へとわずかに減少しています。しかし、これは青年が求職活動をしなくなったことが原因

だともいわれています。2008 年のリーマン・ショック後の世界経済後退の後遺症が今後も長期にわたっ

て続き、若い世代に「傷痕」を残さないためにも、私たちは絶えず声を上げて、その活動をこれからも進

めていかなければなりません。 
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男女，年齢階級
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求人の年齢
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人要件に満
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　2006年 - 9.0 3.6 19.9 7.2 33.1 9.0 18.1

　　202008年 - 9.0 3.9 18.1 5.8 32.3 11.6 19.4
　　222010年 - 6.4 2.5 19.2 7.4 31.0 16.7 16.7

　15～24歳 - 3.6 3.6 3.6 10.7 39.3 14.3 25.0
　25～34歳 - 6.1 2.0 2.0 10.2 42.9 18.4 18.4

　　222010年 - 5.6 18.4 14.4 6.4 28.8 10.4 16.0
　15～24歳 - 4.3 13.0 - 8.7 39.1 13.0 21.7
　25～34歳 - 6.3 18.8 - 9.4 34.4 9.4 21.9

注）割合は，仕事につけない理由別内訳の合計に占める割合を示す。

出典：総務省統計局「労働力調査」
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３．青年部の組織強化と学習 

今年の全労連東海北陸ブロック・サマーセミナーは、「東日本大震災から見えた、労働組合の力～

つながり・支えあい・助け合い」をテーマに掲げ、20 回目で過去 多 120 名が参加しました。これ

ほど多くの参加者が集まった要因としては、大震災以降、青年の一人ひとりが何かしなくてはという

思いが湧いて、それがいつまでも消えていかない気持ちにあると考えられます。全国各地で多くの青

年がボランティア活動を行うなど、いまの自分にできることを一人ひとりが考え、行動へと移してい

ます。 
今、世界中の青年が動き出していま

す。ＮＹのウォール街から、貧困と格

差に対し、「強欲で腐敗した 1％のため

の社会を変えよう」と訴える青年の行

動が始まり、韓国でも同様に、青年の

貧困格差が拡大したため各地で行動

が起きています。 
青年を取り巻く状況は“閉塞”的です。高止まりした失業率や、買手市場の労働条件で、心（メ

ンタル）の病に苦しんでいる青年は少なくありません。また、3.11 の震災を契機とした福島原発の

事故処理にあたっての政治不信・マスコミ不信は深刻です。仲間を信じ、手を取り合うことができる

のは労働組合です。こうした閉塞を打開していくのは私たち青年です。次世代を担う私青年の連帯と

行動が、社会を動かす力にもなり得ます。そのためにも、みんなで考えて、必要ならば専門家を呼ん

で学習することが重要になってきます。青年協は、自分たちの権利を学び、青年の想いや感じたこと

を声に出して表現してもらい、つながりを深めあう場をつくり続けていきます。 
 

[２]とりくみの総括と今後の方針 

 

◆第 21 回愛労連青年協定期総会 

 

 昨年 11 月に第 21 回青年協幹事会をおこないました。参加者は 34 名（検数３、医労連４、自治労連

４、全国一般２、全印総連２、愛高教３、尾中ユニオン１、ＡＴＵ２、福保労６、きずな２、建交労１、

ＪＭＩＵ１、生協１（幹事、記念講演のみも含む））でした。関西勤労協の中田進先生の講演の後、総

会をおこないました。来賓は 2名と少々寂しい感じがありましたが、愛労連事務局長の吉良さんの沖縄

のとりくみと若者への期待、そして民青同盟愛知委員長の串田さん（当時）からの愛労連との連帯「つ

ながればかえられる」というキーワードで、それぞれ力強い挨拶を頂きました。 

 総会内での討論では、主に昨年度の活動（ＮＰＴ、

福保労の中央集会、医労連の平和ツアー、仙台での初

級講座、全国青年大集会 2010、ボウリング大会など）

について報告がありました。中でも臨時教員の取り組

みについては、これまでつながりがあまりなかったと

ころからの発言でした。来年度も愛労連青年協ととも

に様々な活動ができればいいなと確認し合いました。

その後、新幹事が選出され、団結頑張ろうと 2011 年



~ 7 ~ 
 

度がスタートしました。また、夜の懇親会でも大いに盛り上がり、新たな年度の始まりに大きな期待が

湧くものとなりました。 

 

◆11 年度代表委員会 

 

2011 年 11 月 8 日、全体で１３人（自治労連１、愛高教２、医労連２、福保労３、全印総連２、全国

一般１、ＪＭＩＵ１、建交労１）の参加で１１年度第一回目の代表者委員会を開催しました。 
 総会議案を事務局長が提案した後、各代表委員

からは「定例で青年部委員会行っているが、仕事

で忙しくて集まりが悪い。青年部だけではなく、

平和活動や女性部の組織に青年を巻き込んで活

動していこうという流れになってきている。」（愛

高教）「今年は青年協の企画にも多くの青年に呼

びかける事ができた。同じ人だけではなくいろん

な人に参加してほしい。」（福保労）「今は青年部

活動がなかなかできていない状況だけど、これか

ら青年部を立て直していきたい。」（自治労連）「サ

マーセミナーや青年協の企画参加で止まってしまい、その先に進むことができない。世代交代がスムー

ズにできないのが悩み。」（全印総連）「青年部をつくりましょう！と提案しているがなかなかできない。

自世代育成（自分が育ち、自分で育つ）の学習会を年に一回行っている」（全国一般）「青年が分会長や

支部長などを受け持っている現状があり、青年部としての組織が作りづらい。横のつながりを大切にし

て活動していきたい。」（医労連）「青年部準備委員会を立ち上げ、３～４カ月に一回会議を行っている。

青年は自分たちの会社をもっとよくしていきたいというつながりを大事に活動しようとしています。」

（ＪＭＩＵ）「毎年のように代表者が変わっていて青年部をまわしていくので精一杯な状況。活動も何

をしてよいのかわからない。愛労連からおりてきた情報を配信していきたい。」（建交労）など職場の現

状や取り組みの発言がありました。 
 まとめの答弁として、執行部から

「どの職場も世代交代ができないと

いう共通の悩みがある。青年部が組

織されてないところでもこれから作

っていきたいと前向きな発言もあり、

共にみんなで頑張っていきましょ

う！横のつながりも大切にし、大き

な力にしていきましょう！」と発言

し代表委員会を終えました。終了後

には有志で懇親会を行い、交流を深

めました。 
 

 

１．青年の交流・連帯  

（１）県政・市政に向けて 

◆マゼコゼナイト＆青年県政・市政連絡会 
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今年行われた名古屋市長・愛知県知事選挙に向けて、昨年 11 月に

自治労連青年部や民青同盟ら青年有志で青年連絡会を結成しました。

青年として県政・市政に向けて、中小企業の技術（地域の宝）、若

者の雇用（次世代の宝）、日本の農業（国の宝）などの“宝”をキ

ーワードにした要求を掲げ、愛知県かの青年が連帯してとりくみま

した。 

年頭には、“新春マゼコゼナイト”と称して、金山のクラブ「SARU」

を貸し切ってその結成集会前夜祭を行うことになりました。「マゼコ

ゼナイト」という名前は、労働組合に加入している青年も、加入し

ていない青年も関係なく参加してもらいたい、ということで決まり

ました。3 つ単産の旗開きなどで「青年にたくさん参加してもらい

たい」と訴え、120 名以上が集まり、太鼓や 3 つのバンド演奏も含

めて大盛り上がりになりました。 
青年連絡会では、青年の要求を掘り起こそうと“ヴォイスミッショ

ン”として、青年１０００人の声を集めることを目標に活動しました。

1月の成人の日では、成人式会場で新成人から声を集め、「就職できる

か心配」「休みがちゃんと取れるか？」などの不安の声が聞かれ、将

来への危惧が新成人までにも広がっている現実を知ることができまし

た。 

また同日には、結成集会が行われ、約 30 人の青年有志が集まり、

情勢学習の後、愛労連青年協、民青、農民連の各分野からそれぞ

れ決意表明がなされました。本集会では、学習会を行うことや、

ヴォイスミッションにとりくむことなどの行動提起があり、会場

からの力強い拍手により賛同の意志が示されました。 

その後、青年連絡会として 8 回街頭宣伝などを行い、新春マゼコ

ゼナイトから生まれた青年のつながりを大きな力にかえることが

できました。 
 

（２）東日本大震災支援に向けて 

 ◆支援活動 

  3.11 東日本大震災後、私たちにも何かできることはないかと、青年協、サマセミ実行委員会を中

心に街頭での募金活動を行ってきました。 
3 月 18 日金山駅前、3 月 27 日、4 月 2 日鶴舞公園（4 月 23 日名古屋港駅前は大雨のため中止）

と 3 回に渡って青年が集まり募金活動を行いました。参加者はのべ

100 人以上（自治労連、名古屋市職、福保労、医労連、全印総連、民

青、うたごえ、岐阜青年ユニオン、一般の方、愛労連など）で、集ま

った募金は、約 123,590 円でした。募金活動で特徴的なことは、「募

金する側もされる側も、若者が頑張っている！」という点でした。例
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えば、部活帰りの若者達が、募金箱の前に順番に列を作

って全員してくれたということや、家族連れが、子ども

にお金を持たせて募金箱に入れさせるといった光景も、

多く見られ、みなさんの支援しようという気持ちにとて

も温かい気持ちになった募金活動でした。また、今回は

じめて街頭に立つ青年も多く、初めは声を出せなかった

けれど、時間がたつにつれ大きな声で募金を

呼び掛けるようになったり、仙台の身内と未

だ連絡が取れないという青年が、栄での募金

活動で声をかけたのがきっかけで参加してく

れたりということがあり、被災地・被災者に

対して、誰もが当事者意識で活動することの

表れだと感じられました。 
   その後も有志でフリーマーケットを行い、

てづくりお菓子や物資販売で義援金活動も行ったり、5 月には震災ボランティア報告会を行ったり

と、震災について風化させることのないように青年なりに真摯に考え、とりくむことができました。 

 

（３）全国青年大集会２０１１に向けて 

 

①standup 集会（あいち青年大集会決起集会） 

  

全国青年大集会へと 3 ステップで向かうための決起集会です。参加者は 31 名（自治労連４、医労

連３，福保労２、国公１、生協１、民青７、愛労連１、その他）でした。10 月 10 日のあいち青年大

集会で予定している青年実態アピールに意欲的にとりくんでもらうために、愛労連議長・榑松さんに

震災後の青年を取り巻く雇用情勢の報告を受けました。参

加者から「（高所得者は）どのように所得を使うのか？」、

「今の不条理な状況の根本問題は？」などの質問にたいし、

榑松さんは「低所得者ほどその消費は 100％に近い」、「お

かしいことには声を上げ、行動に移すことが必要」とさら

なる決起を促しました。後には、実行委員長による行動提

起で、事前に街頭でアンケートを行うことを満場一致の拍

手により確認されました。 

 

 

②あいち青年大集会“若コレ（若者コレクション）” 

10 月 10 日、昨年 200 名の参加で成功を収めたイブニングメーデーからつながりを持った、愛労

連青年協・民青同盟ら 7 団体で作った「つながればかえられる実行委員会」が主催をする、「愛知青

年大集会 2011“若コレ（若者コレクション）”」が若宮ミニスポーツ広場で開催されました。本集会

は、若者から声をあげようと集まることから名づけられ、同月 23 日に東京・明治公園で開催される

全国青年大集会 2011 のプレイベントの位置付けでおこないました。 
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失業・就職難・解雇や内定取り消し、長時間労働、低賃金と

穴だらけの社会保障…青年からは「なんとかしたい」という声

があがり、東日本大震災の後、「まともな仕事と人間らしい生活

を！」といる青年の願いは切実になっています。そんな、声を

集めて全国青年大集会に届けようと愛知でのプレイベントが開

催されました。 
当日は、主催者挨拶として実行委員長の都出浩介さんが、「若

者が声を上げ、希望がもてる社会をつくろう」と訴え、青年実態

調査アンケートを積み上げようと提起しました。本集会で、愛労連

青年協議会は寸劇を取り入れた原発や 賃についてのクイズに取

組み、笑いの中にも学習を取り入れるコーナーを作ることができ

ました。その他には、各種パフォーマンスや労働・平和・学生な

どの現状報告を聞いた後、50 人近い青年が街頭に出て、青年実態

調査アンケートを「栄アンケート大作戦」と称してとりくみまし

た。約 40 分で 40 枚近くのアンケートを採ることができました。 
集会アピールでは、安定した雇用と就職難の解決、労働者派遣

法の抜本改正、長時間労働の是正、学費負担の軽減、失業・貧困

から抜け出す社会保障の拡充、「被災者が主人公」の復興と生活再

建、原発からの撤退などを求めて、青年が団結して「『震災だから』

じゃすまされない！まともな仕事と人間らしい生活を！と訴えていました。本集会を通じて、全国に

向かって声を上げていきます 
 

③全国青年大集会 2011 

10 月 23 日に晴天の下、東京・明治公園で「全国青年

大集会 2011」が開かれ、愛知から 122 人が参加し青年

協からも参加しました｡ 
午前中の分科会には 12 の分科会が開かれて、それぞ

れで医療、保育、派遣切り、原発、 低賃金などの講演

が行われ、集会では、各地で運動を展開する多くの青年

組織が舞台にあがり発言をしました。連帯の挨拶では、

反貧困ネットワークの湯浅誠さんが「世界では 30 分に

1 人が自殺をし、日本では 15 分に 1 人が自殺をしてい

る異常な状態だ。99％のみなさん、NY のウォ―ル街か

ら貧困と格差に対し、富を集中している 1％のための社

会を変えようと訴える若者の行動がはじまり、世界に広

がっています。日本をかえるのも、私達の協力した行動

が大切です」と訴え、「格差を無くそう、青年に将来あ

る未来を」等、力強いコールを参加者と共に会場に響か

せました。 
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集会後は都内をパレードしました。参加者では、福島農家の人が「今も牛たちを見捨てることが

出来ず、事故原発から 14 ㌔地点で留まり世話を続けている。私の体内の被爆量、病院で測っても

らったら 3400 シーベルトでした！でも牛たちを見捨てて逃げることは出来ない！！」と涙ながら

に訴えていました。愛知の参加者も「つながればかえられる」等のプラカードを持ち、「青年をモ

ノ扱いするな！」「震災を口実にした首切り、賃下げは許さないぞ！」の声を響かせていました。

パレードは、参加者自身が元気になれ、また沿道からも大きく手を振る光景が見られるなど、初参

加者にとっても元気の出るものとなりました。 
 

（４）第 20 回東海北陸ブロック青年部サマーセミナーin 焼津に向けて 

節目となる第 20 回サマーセミナーに向けて、今年のあいちサマセミ実行委員会は、例年に以上に

盛り上がりをみせました。 
1 月に実行委員会を立ち上げて、愛労連青年協、労働学校、自治労連、民青、うたごえ青年部な

どから青年が集まり、9月の本番にむけて宣伝・参加者拡大のためにプレ企画を5回行ってきました。

これらのプレ企画を通じて、毎回のように新しいつながりができ、サマセミ当日も参加したいという

人を増やすことができました。 
 

①お花見＆屋形船パーティー 
春と言えばということで、皮切りに 4 月に鶴舞公園での“お花見”

を企画しました。サマセミの企画を通じて知り合った仲間で結成され

たバンド「いきおいがかり」の演奏や、うたごえによる歌などで、70
名もの参加者が、他の組織の人とのつながりもできとても盛り上がり

ました。 
また、同月には港職労青年の発案による“屋形船パーティー”を続け

て企画しまし、40 名近くの青年が参加しました。名古屋港から出発し

て納屋橋まで船に揺られながら食事を楽しみ、交流をしました。それぞ

れの企画で、サマセミの宣伝したり、今後の企画の話をしたりして新た

な仲間のつながりを開拓することに成功しました。それと同時に、あい

ちサマセミ実行委員会として、企画の前に震災支援の募金活動にも取り

組み、その活動の幅を広くすることもできました。 
 

②震災ボランティア報告会 
震災から 2 カ月経過した 5 月に、被災地・被災者の現状を知りた

いという要求に基づき、募金活動を経験した実行委員が中心となっ

て、震災ボランティア報告会を企画しました。被災地にボランティ

アに行った 4 名（民医連、自治労連、弁護士、東海市職）の方に依

頼し、写真や映像を交えながら現地の報告をしてもらいました。そ

の内容は、津波の被害が大きかった陸前高田市でのガレキ撤去の活動

や、医療ボランティア、自治体業務の援助、ローンを抱えたまま被災

した方などへの法律相談など活動は様々で、中にはショッキングな映

像などがあったりしましたが、実際の現地での経験談を聞くことがで
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きたのはとても貴重な機会でした。実際の被災地の写真や映像などをみると、今回の被害がかなり

大きかったことを改めて痛感します。 
ボランティア報告の後、グループにわかれて私たちにできることってなんだろう？を柱にして討

論しました。グループ討議では、「震災を教訓に私たちも日頃か

ら備えることが必要」「今だけではなく、引き続き長い支援が必

要」など出されました。個々の思いなどを出し合って討論時間が

足りないくらい白熱しました。新聞社にも多く取り上げられ（5
社：中日、読売、産経、赤旗、愛知民報）たくさんの人に私たち

の活動が伝えられました。当日は物資活動も行い、義援金にあて

ることができ、今後も引き続き震災支援をおこなっていこうと参

加者全員で確認しました。 
 

③フレンド・オブ・ミュージック 
7 月には、「みんなで音楽を楽しもう！」と、シンプルに交流を図るための企画をしました。新春

マゼコゼナイト以来、青年の音楽イベントへの要求

は強く、それを具現化しようと試みました。参加者

は 20 名でしたが、青年有志で作ったバンド「いき

おいがかり」の演奏で始まり、ゲームしたりうたご

えメンバーの人が中心となり、歌いながら、振りを

つけてみんなで円になって踊ったりして、参加者同

士の交流がより一層深まりました。 
 

④サマーキャンプ 
8 月には、愛知農民連青年部との共同企画でサマーキャンプを

愛知県民の森にて 1 泊 2 日で行いました。20 名が参加しました。

今までにつながりのなかったところでの交流企画として、難しい

側面も多少なりあったものの、初日にはそれぞれの得意をもちよ

って、農民連の人に食材を提供してもらったり、みんなでマキを

割ったり、火の番を交代でしたりなど共同作業でカレ

ーライスを作りました。みんなで汗を流して作ったカ

レーは格別でした。2 日目には労働組合や農民連から、

それぞれの視点で、講師も自前で TPP の問題につい

て学習しました。労働や農業分野について、TPP で

起こる問題をみんなで勉強して、自分の仕事などに置

き換えて考えながら話し合いできて、参加者も「他人

事ではないんだ！」と実感できたと思います。この 2
日間で学習に交流にととても充実したキャンプにな

りました。 
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⑤第 20 回全労連東海北陸ブロック・サマーセミナーin 焼津 

記念すべき 20 回目のサマーセミナーが 9 月 23 日～25 日に静岡県焼津市で開催されました。3.11
の震災後に行われたブロック会議では、東日本大震災で

労働組合はどんな役割を果たしたのかを学ぼうと、テー

マを『東日本大震災から見えた、労働組合の力～つなが

り・支え合い・助け合い』として、スローガンを、サマ

セミに参加した人たち一人ひとりがどのように感じて前

に進むかを考えてもらおうという意味で『前へ・・・』

としました。 
そうしたテーマで行われたサマ

セミは、参加者が過去 高の 120
名となり、愛知からは 63 名（昨

年の 2 倍以上）、東海北陸ブロッ

ク（愛知、岐阜、三重、静岡、福

井、富山、石川）の 7 県以外では、

岩手、東京、千葉、高知からも 1
名ずつ参加しました。 

メイン企画では、「震災を考えるシンポ」として、現地報告・ボラン

ティア報告・青年としての支援活動の視点からそれぞれ報告を受けまし

た。いわて生協労連の人が、震災当時の被災地の状況や混乱する生協店

舗内に現地の高校生グループが自らすすんでボランティアとして買い物

客の誘導を行ったことを聞きました。品不足のため少しでも多く購入し

ようとする買い物客に『おひとり 2 個までです』と説明すると、怒って

怒鳴るお客もいたが、高校生たちは頑張って説明を続けたそうです。他

に被災地にボランティアに行った人の報告として、津波で被害にあった

場所の側溝の泥すくいを大人 20 人ちかくで行っても、3 時間で 50ｍく

らいしかできなかった話しがなされ、現地の人から『あなた達はたった

50ｍと感じているけど、私たちにとっては大きな 50ｍなのよ』という言

葉が印象的だったと言います。今回のシンポを通じて、労働

組合として仲間とつながることで継続な支援ができることが

わかり、労働組合の大切さを実感することができました。 
2日目の午前中は①模擬団体交渉 ②アサーショントレーニ

ング＆お茶のいれ方 ③サバイバル体験＆安保問題で学び、

午後の分科会では①ＳＬ乗車＆温泉コース ②お茶摘み体験

＆浜岡原発見学コース ③岩盤浴・温泉コースに参加しました。そ

れぞれの企画青年自身が企画・運営するもので、そのすべてが勉強

になり、楽しく参加できました。 
終日の全体会では、労働組合初級講座として「自分たちのやりた

いこと」「自分たちのスタイル」の組合活動を考えて席の隣の人と話

し合いました。参加者からは、「組合費が知らない内に給料から引か
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れていて、活動には全く参加していなかったから、組合費がどんな

ふうに使われているか分からなかったが、こうした活動に参加して、

自身が組合員だと改めて知った」、「自身の無知を思い知らされ、自

然に学習意欲がわいてきた」、「勉強嫌いが克服できそう」などの感

想がありました。 

後の企画では『思い出の旗づくり』として、参加者から応募さ

れたサマセミにちなんだキャラクターから 5 作品を実行委員会で

選び、サマセミ本番の初日と 2 日目に参加者全員に投票してもら

いました。そして三重県から参加した 20 代の女性が書いた『セミ

様』が選ばれました。キャラクターのイラストを中心に 11 班で作

成したサマセミの思い出を書き込んだ布をつなぎ合わせて、1 枚

の旗に仕上げました。この旗を来年のサマーセミナーにつなげて

いきます。 

 
（５）その他 

 

①ボウリング大会 

10 月 15 日に鶴舞の「スポルト名古屋」で愛労連青年協ボウリン

グ大会を開催しました。４単産から 13 名が参加しました。1 レー

ン３～４人でチームを組み、1 ゲーム目は個人戦、2 ゲーム目はチ

ーム戦で順位を競いました。2 ゲーム目は司会が「後ろ向きで投げ

る」「チームのみんなで投げる」などの条件を発表し、その内容に

したがって投げてもらう企画は、チームの結束や交流を深め、好評でし

た。その後交流会を行い、「次は企画側として参加したい」「久しぶりの

交流で楽しかった」などの声がありました。職種や年齢を超えて仕事の

悩みから趣味まで語る幅の広い交流をすることができました。 
 

②労働学校＆学習の友 

今期 106 期の労働学校は、入学式から多くの青年が受講し、青年同士が学び交流しました。青年協

からも 4 名が受講しました。労働学校の魅力は、“出会い”です。魅力的な講師を始め、受講生同士

でも職場や年齢を超えた出会いがあります。青年協のメンバーも「いろんな経験をしている人と話せ

たことが一番良かった」と言います。また「講義を通じて（経験することで）、人前で発表できるよ

うになった」と、実践的な経験も積むことができます。労働学校は、青年活動の上でつながりを作る



~ 15 ~ 
 

一助となることは間違いありません。 
そして青年協では、労働学校とともに、学習の友の活用もしました。幹事会の冒頭で読み合わせを

行い、その内容につき討論も行いました。十分な回数はできなかったですが、今後も学習の友を活用

していきたいです。 

 

２．平和と民主主義 

 

労働組合が平和活動に取り組むのは、労働者の「生活」を守るためです。労働組合が労働時間や

賃金について要求するのは「生活」を守るた

めであり、戦争はその「生活」を壊す たる

ものだからです。 

 今年も、3・1 ビキニデーや平和行進、原

水爆禁止世界大会に多くの青年が参加しま

した。とくに今年は、福島原発事故による新

たな放射線被害の中で、これらの平和運動が

盛り上がりました。核戦争阻止・核兵器廃絶

とともに、「脱原発」に向けて大きな運動が展開していくことになりました。 
 
①原水爆禁止世界大会 

8 月 7 日～9 日にかけて、長崎県において原水爆禁止 2011 年世界大会が開催されました。原爆投下

から 66 年目を迎えた今年は、大きな転換点となりました。福島

原発事故を受けたことに加え、昨年の国連総会において、核兵器

禁止条約の交渉開始を求めたマレーシア提案の決議が133カ国の

賛成を得ています。この大きなうねりの中で開かれた今大会は、

非常に意義あるものになりました。参加した若者からは、「思い

やり予算で佐世保基地工事を進めているが、この予算を社会福祉

や教育に使えば、安心して暮らすことのできる社会になると思

う」「原爆投下から 66 年経ったが、これだけは絶対に繰り返して

はダメだと伝えたい」といった思いが寄せられました。 

 

②日本平和大会 

11 月 24 日～27 日にかけて、沖縄県において日本平和大会が開催され、青年協からも参加を予定

しています。 

 

③平和折り鶴宣伝 

夏真っ盛りの 7 月 30 日に金山駅にて、毎年恒例の平和折り鶴宣伝

を行いました。参加者は、13 名（民青、青年協、平和委員会、その

他）でした。平和を願う若者が、「どうする核兵器？エネルギー？」
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として反核と反原発につき、シール投票などを行いました。核兵器と原発という

質問に対して、「原発はすぐにはなくせないが、いつかはなくせれたら」という意

見や、シール投票をしてくれた女性からは、「浜岡原発は以前から危険だ

と思っていた。（福島の）事故で、より恐怖がわいてきた」と、原発事故

への恐ろしさを話してくれました。 

 

３．権利・労働条件向上のたたかい 

 

①愛労連セミナー 

  2011 年１月から 7 月まで、豊橋で第 2 回愛労連セミナ

ーが月 1 回行われ、愛労連青年協も参加しました。今年は

三河での開催ということで、豊橋市職労や蒲郡市職労から

の参加者が多かったです。勤労者通信大学の労働組合コー

スを受講して 1時間の講義を受けたあとに、様々なテーマ

で班討論が行われました。40 分ほどの時間があっという

間に無くなってしまうほど、毎回班討論は白熱しました。意見を述べ

合うことで、個々人の中での考えもまとまり、また新たな考え方も学

べてとても勉強になりました。7 月の受講 終日は豊橋ののんほいパ

ーク（豊橋総合動植物公園）で学習が行われて、学習会終了後は園内

を園長さんの案内で見学しました。 

 

②学習企画『私たちの未来のために学ぼう』 

11 月 3 日に学習企画『私たちの未来のために学ぼう』を行いまし

た。全労連 調査局長の伊藤圭一さんを講師にお招きして、16 名の

参加者と学びそして語り合いました。 

「青年の未来と労働組合活動」という講演内容で、現在の青年の雇用

の状況、失業状態、海外との賃金の比較などを聞きました。日本の青

年の給料は低くはないが、社会保障制度が充実していないため、医療

費や学費などの個人負担が大きくなって生活費を切りつめる状況に

なっていることを改めて知りました。 

講演後に参加者からの発言で、ガソリンスタンドでアルバイトとして

朝 8 時から夜 8時まで働いているが、開店準備の時間は無給である実情

や、NPO 職員のボーナスや退職金が出ないため、生活費や貯蓄は毎月の

給料で行わなければならないから、もし病気で仕事ができなくなった時

にすぐに生活できなくなる不安があることを話していただきました。 

第 2 部では講師と参加者全員で、「今の仕事でよかったと感じること」

「職場の悩み」「今、どんなことを求めている？」など、一人ひとり話

し合って互いのことを知りあいました。どの職場にも正職員、臨時職員、

パート勤務がいて、正職員は臨時職員やパート職員の勤務終了後に負担

がかかってくることが共通する悩みであること。臨時職員もパート職員
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も正職員として働くことを希望していること。すべての人が共通する希望は「給料を上げて欲しい」

ことでした。 

伊藤さんは、労働者のためにある労働基準法も一定の

規制があるが、それが守られていない実情があることが

問題なのだと講演のまとめで述べられていました。公務

員の削減のため監督行政の不十分さ、経営者の質の問題、

そして権利を知らないから何も主張しない、怒らない

（青年）労働者が多いことがその原因になっています。

私たちは、私たちの未来のために自分たちの権利を正し

く知り、多くの人と一緒に主張していきたいと思います。

この学習企画は、様々なテーマで続けていきたいと思います。 

 

 

③最賃生活体験（＆生計費）・ハン・スト 

愛労連では 賃生活体験とハンガーストライキをおこなってい

ます。青年協も参加しました。2 月の 1か月間を愛知県の 低賃金

（当時：時給 745 円、現在は 750 円）、1 日 8 時間・月 22 日間労働

としてフルタイム労働で月額約 131,120 円での生活（税金・保険料

を除くと 1ヶ月に使える金額は 108,858 円）に挑戦しました。ほと

んどの人は途中でリタイアしました。体験者からは「食事は友人に

御馳走になったり、カップラーメンばかりで野菜抜きにしたりと節

約したのに、携帯電話とパソコン使用料が払えなかった。これでは

友人との交際も結婚もできず、 低でも月収 18 万円は必要だと思

う」という感想が聞かれました。「 低賃金」というのは本来、

低賃金法の第 1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金

の 低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、

労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事

業の公正な競争の確保に資するとともに、国民

経済の健全な発展に寄与することを目的とする」

というように、その条件で働いてまともに生活

ができる金額が設定されなければならないのに、

時給 745 円ではおよそ人間らしく文化的な生活

ができません。  

「 低賃金の時給 1000 円以上」を求め愛労

連は7月6日、栄広場でハンガーストライキ（＝

水と塩のみしか口にせず抗議・要求アピールする方法）を行いました。愛知県の 低賃金の時給７４

５円にちなんで 745 分のハンガーストライキ。激励を含めて 70 人が参加しました。 
 

④貧困撲滅のための国際デーあいち集会 

 

  10 月 17 日の貧困撲滅のための国際デーにちなんで、愛知で反貧困ネットワークあいちが本集会を

企画し、青年協からも参加しました。現在日本の社会問題となっている「貧困」について、“雇用”
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をテーマに考えました。集会では、青年協が 2 月にとりくんだ「

賃生活体験」を報告し、「欲しいものを我慢した」「お金のことを

考えるだけでストレス」などとその体験を訴えました。また、

賃の水準では、“まともな”生活が送れないことははっきりして

おり、生活に必要な「生計費（時給 1,286 円）」の重要性を改め

て痛感する機会となりました。集会のメイン講演では、風間直樹

さん（東洋経済新報社）が、トヨタの期間工や原発労働者の実態、

多重債務者の雇用対策などを報告し、今後目指すべき社会構造の

ポイントとして、①70～80％が満足する社会、②持続可能な労働システムの構築を挙げました。安定

的な雇用や十分な賃金なくして、貧困をなくすことはできません。本集会を通じて、雇用を改善する

ために私たち一人一人がどうしたらいいかを考えていきます。 

 
 

⑤トヨタ総行動 

2011 年 2 月 11 日、第 32 回トヨタ総行動がしんしんと降る雪の

中で集会が開催されました。県内、東海北陸ブロック、全国から

1000 人が参加し、「トヨタは内部留保を吐き出せ！社会的責任を果

たせ！」と要求してきました。雪のため、例年行われるトヨタ本社

前までのデモ行進は行われませんでしたが、それでも会場となった

公園に集まった参加者の熱気で雪が溶ける程の集会でした。 
 トヨタや日産などは国際競争力の維持・強化のもとに、海外

生産を拡大していき、国内産業の空洞化や下請け労働者に一方

的な負担増を招いています。労働組合として、労働政策のみな

らず産業についても積極的な提言、政策要求を打ち出していく

ことが求められています。 
 

４．愛労連建設の一翼 

 

①組織の強化 

幅広い青年層への呼びかけやうたごえ、愛知農民連など

さまざまな他団体との取り組みにも力を入れ、労働組合活

動の次世代を担う青年を組織するように今年度もさまざま

な企画に取り組みました。 
今年のサマーセミナーは静岡県の焼津で開催し、東海北

陸ブロック各県の青年と共に準備をしてきました。愛知で

はたくさんの青年を誘って参加したいという思いがあり、今

年は特に力を入れてサマセミプレ企画を 5 回行い、サマセミ

当日につなげてきました。その結果、今年愛知からの参加者

は63名で全体の参加者も過去 高の120名となりサマセミを

大成功させることができました。 
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また、その後に行われたあいち青年大集会“若コレ”の

とりくみでは、県学連や民青同盟、高校生フェスティバル

らと共同し、学生層を含む幅広い青年との連帯が実現しま

した。 
これらの活動でつながった青年の仲間たちと今後も一緒

に活動していけるようにこれからも地道な呼びかけや各単

産、単組の青年部に声をかけていくことが必要だと思いま

す。 
 

②機関会議 

議長、副議長、事務局長各 1 名、幹事 4 名で今年度は活動してき

ました。月 2 回の幹事会を定例化して、10 月末までに 20 回の幹事

会を行い、議論を深めてきました。今年度は、ほとんどのメンバー

が入れ替わり新たなスタートとして始まりました。人見知りが多く、

なかなか幹事の中でも打ち解けることができなかったので、会議の

時は男性の間に女性が入るなどして工夫もしたり、幹事の誰かが誕

生日の月は誕生会も開いたりして交流を図ってきました。その他メー

リングリストを活用して幹事同士の連絡を円滑に行うことができまし

た。 
また、今年度は幹事会の集まりもよく、みんなで議題を話し合うこ

とができました。一泊幹事会を開く予定でしたが、予定が合わず、行

うことができませんでした。 
代表委員会は総会前の 11 月に開催しました。今後も愛労連青年協

役員間でのつながりを大切にして、そのチームワークをさらに深めて

いきたいです。 
 

③上部・共闘団体 

全労連青年部常任委員に昨年に引き続き 1 名、東海

北陸ブロックから選出することができました。今年も昨

年に引き続き、全労連青年部のよびかける取り組みに積

極的に参加し、全国の青年ともつながりを強めていきた

いと思います。 

 

④機関紙（AIAI）＆ニュース発行 

愛労連青年協のとりくみを伝える機関紙「AIAI（アイアイ）」は、愛労連新聞の 1 コーナーを設け

て、新鮮な情報や各単産の企画を報告してきました。また、愛労連青年協が行った企画・イベントで

は、不定期ですが、独自のニュースを発行したり、愛労連のホームページ上でもそのとりくみを紹介

したり、その活動を広く伝えることができました。 
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５．今後の日程 

２０１１年 

１２月 ３日(土）   第 22 回愛労連青年協総会    ＠労働会館 

１２月 ３日(土）～ ４日(日) 全労連青年部代表委員会       ＠全労連会館 

１２月１０日(土）～１１日(日） 全労連東海北陸ブロック総会     ＠石川・金沢 

 

２０１２年 

 １月 ６日(金） ８時００分～ 新春大宣伝             ＠ミッドランド前 

 １月 ７日(土）１３時００分～ 新春大学習会            ＠国際会議場 

 １月 ７日(土）１８時３０分～   愛労連旗開き            ＠労働会館ホール 

 ２月１１日(土)           トヨタ総行動            ＠豊田市内 

 ３月 ４日(日)   市民のつどい 2012     ＠国際会議場 

 ３月１１日(日)   3.11 県民集会      ＠久屋市民広場 
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2012 年度運動方針（案） 

スローガン 『つながりを広め、楽しく学んで交流しよう！』 

１．青年協は以下のとりくみを軸に活動します 

 ①第 21 回サマーセミナー（仮：2012 年 9 月頃開催予定）を年間の中心のとりくみとします。但し、運営は実行

委員会を尊重し、青年協からも役員を実行委員として派遣します 

 ②第 21 回サマーセミナー（仮）を通じて、東海北陸ブロック他県で青年協議会ができるよう協力します 

 ③第 21 回サマーセミナー（仮）を 1 つの企画として終わらせず、連動させます 

 ④レクレーション企画と学習企画をおこなう。但し、その次期・内容については情勢や関係各位と協議・検討

の上、青年協が主体的に決定する 

 ⑤愛労連・全労連の活動には積極的に参加し、また役員は出身青年部に参加を呼びかけます 

 ⑥年頭（1～2 月）の「学びのカフェ（仮）」をきっかけに各青年部や青年組織と懇談し共同のとりくみを模索して

いきます 

 ⑦青年協定期総会を９月開催に向け段階的に移行していきます 

 ⑧あいち青年大集会（仮）開催に向けて「つながればかえられる実行委員会（仮）」に役員を実行委員として派

遣します 

 ⑨「つながればかえられる実行委員会（仮）」の拡大を目指し、構成団体を増やす一助を担います 

 ⑩「つながればかえられる実行委員会（仮）」を通じて、青年と学生の連帯・共同を図ります 

 ⑪政治に向けた活動をおこないます 

 ⑫平和については、平和委員会や原水協などの活動に積極的に参加します 

 ⑬東日本大震災に対する支援活動にとりくみます 

 ⑭対外的に労働組合を広告する活動を検討し実行します 

２．青年協は協議会としての機能を生かし、対話・協議を尽くします 

 

（役員について） 

１．役員（議長、副議長、事務局長、幹事）は青年協規約第 3 条「目的および事業」を遵守します 

２．役員は出身青年部の代表として行動します 

 ①青年協および他の青年部の活動を伝えます 

 ②出身青年部の活動を盛り上げます 

 ③次期役員選出に努めます 

 



２０１１年度愛労連青年協活動日誌　（１０年１１月２１日～１１年１２月３日）

月 日 活動内容 場所
11 21 愛・青 第２１回定期総会 労働会館本館
11 22 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
11 26 共闘 市政青年連絡会懇談会 名古屋市職労
11 26 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
12 4 全・青 全労連青年部代表委員会 全労連
12 8 共闘 県政・市政青年連絡事務局会議 自治労連
12 9 愛・青 幹事会① 愛労連
12 12 共闘 市政をしゃべらないと☆ 民主会館
12 13 共闘 県政・市政青年連絡会事務局・政策会議 名古屋市職労
12 17 共闘 県政・市政青年連絡会事務局会議 名古屋市職労
12 17 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
12 19 愛労連 臨時大会 蒲郡市勤労福祉会館
12 20 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
12 24 共闘 県政・市政青年連絡会事務局会議 矢場町
12 24 愛・青 幹事会② 愛労連
12 25 共闘 1・8実行委員会 矢場町
1 6 愛・青 幹事会③ 愛労連
1 8 共闘 マゼコゼナイト クラブSARU
1 10 共闘 県政・市政青年連絡会決起集会 労働会館本館
1 17 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
1 21 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
1 27 愛・青 幹事会④ 愛労連
1 27 共闘 あいちサマセミ実行委員会① 愛労連
1 31 愛労連 最賃・賃金学習会 労働会館本館
2 3 愛・青 幹事会⑤ 愛労連
2 11 愛労連 トヨタ総行動 豊田市
2 12 愛労連 愛労連セミナー① 豊橋市
2 17 愛・青 幹事会⑥ 愛労連
2 20 共闘 民青同盟代表者会議 常滑
2 21 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
2 22 共闘 あいちサマセミ実行委員会② 革新・愛知の会
2 25 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
2 27 共闘 ３・１ビキニデー 静岡県焼津市
3 5 全労連 ユニオン・ユースアカデミー 全労連
3 12 愛労連 愛労連セミナー② 豊橋市
3 14 愛・青 幹事会⑦ 愛労連
3 18 共闘 あいちサマセミ実行委員会③ 愛労連
3 28 共闘 つながればかえられる実行委員会 革新・愛知の会
4 1 愛・青 幹事会⑧ 愛労連
4 2 共闘 サマセミ花見 鶴舞公園
4 9 愛労連 愛労連セミナー③ 豊橋市
4 15 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
4 17 ブロック・青 ブロックサマセミ実行委員会① 岐阜
4 19 愛・青 幹事会⑨ 愛労連
4 21 共闘 あいちサマセミ実行委員会④ 愛労連
4 23 共闘 サマセミ屋形船 名古屋港
4 24 共闘 Love＆ビンボー集会 若宮広場
4 25 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
5 1 愛労連 愛知県メーデー 白川公園
5 3 共闘 憲法市民のつどい 名古屋市公会堂
5 9 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑤ 愛労連
5 14 愛労連 愛労連セミナー④ 豊橋市
5 19 愛・青 幹事会⑩ 愛労連
5 21 共闘 震災支援報告会 ホール



２０１１年度愛労連青年協活動日誌　（１０年１１月２１日～１１年１２月３日）

月 日 活動内容 場所
5 22 ブロック・青 ブロックサマセミ実行委員会② 岐阜
5 23 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
5 27 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
6 2 愛・青 幹事会⑪ 愛労連
6 5 共闘 平和行進（名古屋市内集中日） 若宮広場
6 9 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑥ 愛労連
6 11 愛労連 愛労連セミナー⑤ 豊橋市
6 11 共闘 青年ネット原発学習会 労働会館本館
6 13 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
6 23 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑦ 愛労連
6 25 ブロック・青 ブロックサマセミ＆現地下見 静岡県焼津市
6 29 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
6 30 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑧ 愛労連
7 2 共闘 サマセミ音楽イベント ホール
7 4 愛・青 幹事会⑫ 愛労連
7 6 愛労連 ハンスト 栄小公園
7 9 愛労連 愛労連セミナー⑥ 豊橋市
7 11 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
7 12 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑨ 愛労連
7 17 ブロック・青 ブロックサマセミ実行委員会⑤ 愛労連
7 21 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
7 26 愛・青 幹事会⑬ 愛労連
7 30 共闘 折り鶴平和宣伝 金山駅
7 31 愛労連 第45回愛労連定期大会 中村公会堂
8 1 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑩ 愛労連
8 5 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
8 7 共闘 原水爆禁止世界大会in長崎 長崎県
8 9 その他 第24回三の丸平和納涼まつり 名城東小公園
8 10 共闘 全臨教全国集会in愛知 明山荘
8 13 共闘 サマーキャンプ 愛知県民の森
8 18 愛・青 幹事会⑭ 愛労連
8 20 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
8 21 共闘 教育うたごえ祭典（オズベスターズ） 東京
8 23 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑪ 愛労連
8 25 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
8 28 ブロック・青 ブロックサマセミ実行委員会⑥ 浜松市
8 31 愛・青 幹事会⑮ 愛労連
9 2 共闘 国公ビア・パーティ うりずん名駅店
9 2 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
9 5 共闘 つながればかえられる実行員会 愛労連
9 8 共闘 stand up集会 労働会館本館
9 14 共闘 あいちサマセミ実行委員会⑫ 愛労連
9 15 愛・青 幹事会⑯ 愛労連
9 17 全・青 全労連青年部定期大会 東京
9 22 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
9 23 ブロック・青 第20回サマーセミナー 静岡県焼津市
10 8 愛・青 幹事会⑰ 愛労連
10 9 ブロック・青 ブロックサマセミ総括会議 浜松市
10 10 共闘 あいち青年大集会2011”若コレ” 若宮ミニスポーツ広場
10 14 愛・青 幹事会⑱ 愛労連
10 15 愛・青 ボウリング大会 千早スポルト
10 17 共闘 反貧困国際撲滅デーあいち集会 司法書士会館
10 20 共闘 あいちサマセミ総括会議 労働会館本館
10 18 愛・青 サマーセミナー愛知実委総括会議 愛労連
10 23 共闘 全国青年大集会2011 明治公園
10 25 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
10 25 共闘 つながればかえられる実行委員会⑥ 愛労連
10 26 愛・青 幹事会⑲ 愛労連
10 31 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
11 3 愛・青 学習企画「私たちの未来のために考えよう」 労働会館本館
11 3 全労連 全労連青年部代表委員会 全労連
11 8 愛・青 第1回代表委員会 労働会館本館
11 17 愛・青 幹事会⑳ 愛労連
11 19 全労連 全労連全国集会2011 浜松市
11 24 愛・青 幹事会 愛労連
11 29 共闘 青年ネットスタッフ会議 革新・愛知の会
11 30 共闘 学びのカフェ（仮）実行委員会 愛労連
12 2 共闘 つながればかえられる実行委員会 愛労連
12 3 愛・青 第22回定期総会 労働会館本館


