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　（社）教育文化協会（ILEC）は、2008年8月22日
に総評会館で、第14回通常総会を開催しました。
通常総会では、2007年度事業報告・決算報告を行
った後、2008年度事業計画・予算について決定し、
あわせて、この１年間の役員体制について確認し
ました。2008年度の事業活動にあたっては、これ
までの事業活動の基本的な方向性を引き継ぎなが
らも、教育文化協会としての事業の「選択と集中」
をはかり、全体として、効率的かつ効果的な事業
運営に努めてまいります。 
 
 

（１）教育事業 
　Rengoアカデミー･マスターコースについては、労働運動全体の次代を担うリーダーの育成の場として、
会員組織からの期待に応えられるよう取り組むこととし、第８回目を迎える今年度は、いっそうの参加しや
すさと受講効果の向上を目指し､より効率的かつ充実した内容で実施します。また、昨年度新規開設した「労
働法講座」の拡充をはかるとともに、引き続き、「社会保障講座」「女性リーダー養成講座」「中小企業経
営分析講座」の企画・運営に取り組みます。 
　「連合寄付講座」については、会員組織や地方連合会、ゲストスピーカーの皆さんの多大なご協力のもと、
学生からも好評を博しており、引き続き一橋大学と埼玉大学で開講します。2008年度前期で設置期間が終了
した同志社大学については、2009年度も継続する方向で協議をしています。また、2007年度に終了した日本
女子大学とは、新しい形の寄付講座の開設を検討中です。なお、寄付講座の新規開設にあたっては、大学所
在地の地方ブロック連絡会および地方連合会と連携し対応していきたいと考えています。 
 

（２）文化、出版・広報の各事業 
　第６回連合・ILEC幸せさがし文化展は、連合20周年記念事業の一環として、第11回連合定期大会に合わ
せて展覧会を開催することとし、準備を進めていきます。 
　出版事業については、目下、連合新書の編集をすすめています。『労働者福祉論－各論』は、現在、｢労
働者福祉研究会｣において執筆者による議論を行っていますが、これを2008年度中にまとめ執筆に入り、
2009年度に発行します。また、連合総研が現在すすめている『労働組合研究－非正規労働者の組織化事例(仮)』
については、連合総研と連携し発行を検討します。 

　広報については、引き続きILECのホームページに講義要録の掲載等を行います。どうぞご活用下さい。 

議事を進行する山口浩一議長(交通労連委員長・ILEC評議員)

2008年度事業計画・予算を決定 
－第14回通常総会を開催－ 
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－社会保険庁からのお知らせ－                                  
｢ねんきん特別便｣ 年金記録の確認にご協力ください。　　　 

※ 詳しくは、HP(http://www.sia.go.jp/)まで
 

役職名 氏　名 所属団体・役職 役職名 氏　名 所属団体・役職　職業 

理事長 草野　忠義 教育文化協会 理事長 理事 山口　義和 JP労組 委員長 

副理事長 古賀　伸明 連合 事務局長 理事 南雲　弘行 電力総連 会長 

専務理事 山本　幸司 教育文化協会 専務理事 理事 桜田　高明 サービス・流通連合 会長 

常任理事 長谷川一博 教育文化協会 常任理事 理事 渡辺 幸一※ 私鉄総連 委員長 

理事 石田　一夫 UIゼンセン同盟 副会長 理事 新田　豊作 NHK労連 顧問 

理事 岡部　謙治 自治労 委員長 理事 大川栄八郎※ 労金協会 専務理事 

理事 西原浩一郎※ 自動車総連 会長 理事 小池　正明 全労済 常務理事 

理事 中村　正武 電機連合 委員長 理事 堀江　湛 慶應義塾大学 名誉教授 

理事 河野　和治 JAM 会長 理事 高木　郁朗 日本女子大学 名誉教授 

理事 森越　康雄 教職員共済生活協同組合 理事長 理事 秦野　幹夫 毎日新聞社 論説顧問 

理事 内藤　純朗 基幹労連 委員長 理事 若林　正人 エッセイスト 

理事 加藤　友康※ 情報労連 委員長 理事 澤田陽太郎 中央労働災害防止協会 理事長 

 

役職名 氏　名 所属団体・役職 役職名 氏　名 所属団体・役職 

監事 根本　良作 連合 総合総務財政局長 監事 藤澤　洋二 海員組合 組合長 

監事 小柳　正治 JEC連合 会長    

 

役職名 氏　名 所属団体・役職 役職名 氏　名 所属団体・役職　職業 

評議員 高井　豊 生保労連 委員長 評議員 久保田泰雄 連合総研 専務理事 

評議員 土屋　哲世 運輸労連 委員長 評議員 高橋　由夫※ 国際労働財団 専務理事 

評議員 渡邉　和夫 フード連合 会長 評議員 松田　武彦 翻訳家 

評議員 山口　浩一 交通労連 委員長    

 

役職名 氏　名 協会経歴 役職名 氏　名 協会経歴 

顧問 鷲尾　悦也 元 理事長 顧問 笹森　清 前 理事長 

顧問 西村　寿紀 元 専務理事 顧問 須藤　安三 前 副理事長 

 

２００８年度（社）教育文化協会　理事・監事・評議員・顧問一覧 

理事　24名 

監事　3名 

評議員　7名 

顧問　4名 

※は2008年度より就任された役員 

【退任された役員の皆さま（敬称略）】 
　　いままで、本当にありがとうございました。 
  理　事 

 
評議員 

加藤　裕治（自動車総連・前会長） 
森嶋　正治（情報労連・前委員長）  
阿島　征夫（国際労働財団・前専務理事） 

宮下　正美（私鉄総連・前委員長） 
中島　努　（労金協会・前専務理事） 
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 氏　名       組織名  氏　名         組織名  氏　名        組織名   氏　名        組織名 

大谷光洋 UIゼンセン同盟 松原晃寛 UIゼンセン同盟 橋本忠佳 地域公共連合 今泉直仁 自動車総連 

澤田佳男 自動車総連 金堀守男 生保労連 岡本英之 電機連合 福澤邦治 電機連合　 

村上　求 電機連合 栗原　健 日教組 小田嶋亮 情報労連 福崎信宏 情報労連 

太田一則 電力総連 小野勝己 電力総連 川橋　学 サービス・流通連合 金山圭次 運輸労連 

佐藤　睦 国公連合 古山寿幸 フード連合 川村春彦 連合東京 長楽俊史 連合神奈川 

中西　徹 連合三重 小林　司 連合本部  

 
－ 受講生募集中！－ 

  Rengoアカデミー・マスターコースは、連合運動の次代を担うリーダーの育成を目的に、年間とお
して、前期６日間、後期はI・II合わせて８日間の集中合宿を基本に、ゼミごとの必修ゼミ合宿もおこ
ないながら、担当講師の指導のもと修了論文をまとめて１年間で修了するプログラムです。これまで
に167名の修了生を輩出し、現在それぞれの立場から連合運動の一翼を担い、活躍しています。 
　現在第８回受講生を募集中です。積極的なご応募をお待ちしています。 　 
【募集要領】 
　○日　程　 (1)前期　2008年11月22日(土)～27日(木) ６日間 
　　　　　 　(2)後期　〔Ⅰ〕2009年４月18日(土)～21日(火) ４日間　〔Ⅱ〕2009年５月13日(水)～16日(土) ４日間 
　○場　所 三菱電機労働組合　MELONDIA あざみ野(横浜市青葉区） 
　○対象者 各構成組織および加盟組合、地方連合会、関連事業団体から推薦された役職員 
　○募集人員 30名　　○受講料　20万円(割引き措置あり）　○締　切　2008年10月３日(金) 
 
※詳しくは、各構成組織・地方連合会宛にお送りしている｢第8回受講生募集要項｣および｢第8回マスターコ
ースの概要｣またはILECホームページをご覧ください。 

 
 

－事務局より　　退任派遣者からのごあいさつ－　 
○ＩＬＥＣでの２年間、Rengoアカデミーや寄付講座などの労働教育の実践をつうじて多くの方々と出会い、こ
れからの労働組合のあり方についてじっくりと考えることができたことは、私の大きな財産となりました。出
身産別に戻ってからもＩＬＥＣの事業を応援していきたいと思います。たいへんお世話になりました。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （鈴木祥司ディレクター･･･生保労連へ復帰） 
○あっという間の２年間でしたが、各構成組織・地方連合会・会員組織の皆さまには大変お世話になりました。
９月以降は、産別の立場から、引き続き労働運動の前進のために微力ながら力を尽くして参る所存です。今後
とも一層のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。（岡崎信勝ディレクター･･･電力総連へ復帰） 

Rengoアカデミー・マスターコース 
～　第7回マスターコース　22名修了　～ 
 　８月29日(金)、総評会館２Ｆ会議室で第７回
マスターコース修了式を行いました。草野忠義
理事長による主催者挨拶の後、 木剛Rengoア
カデミ－校長より修了生一人ひとりに修了証が
手渡されました。高木郁朗 教務委員長からは「マ
スターコースの修了を一里塚に、さらに前進の
ための努力を重ねて欲しい」と挨拶を受けました。 
　修了式には毛塚勝利中央大学教授、中村圭介
東京大学教授、國學院大學橋元秀一教授、中北
浩爾立教大学教授、町田UIゼンセン同盟常任中央執行委員、大喜多自動車総連中央執行委員、長村電機連
合副委員長、佐藤生保労連副委員長、浜野電力総連会長代理、福田国公連合委員長、石塚国公連合国税東京
委員長、江森フード連合事務局長が出席されました。 
 【第７回マスターコース　修了生の皆さん】 



　新事業年度を迎え、ILECの事務局体制にも変化がありました。2年間にわたりILEC事務局としてご活躍いた

だいた鈴木祥司・岡崎信勝 両ディレクターが８月31日付けで退任し、９月１日付けで瀧澤正夫ディレクターが

生保労連より派遣され、着任しました。前ページに鈴木さんと岡崎さんの退任のごあいさつを掲載しています。 

編 集 後 記  

この印刷物は再生紙を使用しています。 
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講義テーマ スピーカー 

【オリエンテーション】 

非正規労働者をめぐる課題と連合の取り組み 

【導入】 労働組合・労働運動に関する基礎知識 

非正規労働者の組織化と労働条件改善の取り組み①…UIゼンセン同盟の例 

非正規労働者の組織化と労働条件改善の取り組み②…サービス・流通連合の例 
 

非正規労働者の現状と全国ユニオンの取り組み 

産業・就業構造の変化と非正規労働者問題 

【小まとめ】 

グローバル時代の働き方について考える…グローバリゼーションと労働組合 

男女平等参画に向けた課題は何か…ジェンダーと労働組合 

人生のリスクについて考える …生活保障と労働組合 

【論点整理・まとめ①】 

【論点整理・まとめ②（パネルディスカッション）】労働組合の挑戦 

 

教員 

龍井葉二 連合非正規労働センター総合局長 

教員 

木村 太郎UIゼンセン同盟･人材サービスゼネラルユニオン政策副部長 

澁谷稔 サービス・流通連合政策局長 

市村臣一 SEIYUグループ労働組合連合会事務局長

鴨桃代 全国ユニオン会長 

高木郁朗 日本女子大学名誉教授 

教員 

中嶋滋 ILO理事 

片岡千鶴子 連合男女平等局長 

小島茂 連合総合政策局長 

教員 

木剛 連合会長　逢見直人 連合副事務局長　他 
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日程 

 10/ 1
 

10/ 8 

10/15 

10/22 

10/29 

11/ 5 

11/12 

11/19 

 

11/26 

 

12/ 3 

12/10 

 1/ 7 

 1/14 

 1/21 

 

【ガイダンス】                                                                                                                                          

若者の働き方をめぐる課題～労働運動の歴史からみえてくるもの～ 

労働組合は、若者と、どう向き合おうとしているのか？ 

これから社会へ巣立つ皆さんに～若者の働き方とワークルールの基本～　　 

労働現場で、いま、何が起きているのか～労働相談から見た若者労働の現状～ 

若年労働者の処遇とキャリア①～自動車産業における労使の協議と交渉～                        

若年労働者の処遇とキャリア②～流通産業における労使の協議と交渉～ 

長時間労働をどのように是正するのか～ワークライフバランスの実現に向けた労働組合の取り組み～ 

非正規労働をめぐる課題と連合の取り組みについて 

 
「労働組合の力を信じて」～若者による組合づくりのいま～ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(パネルディスカッション）

 

グローバリゼーションと労働組合～グローバル時代の若者の働き方を考える～ 

社会保障と消費者政策について～若者の「生活リスク」を考える～ 

若者が直面する課題と連合の取り組み～働くことの社会的な意義を考える～ 

【論点整理・まとめ】 

【修了シンポジウム】　若者にとって「働くということ」は？  

 

教員 

高木郁朗 日本女子大学名誉教授 

大塚敏夫 連合総合組織局長 

新谷信幸　電機連合書記次長 

金子雅臣　労働ジャーナリスト 

岡部秀敏　日産ディーゼル労組書記長 

木暮　弘　マイカルユニオン中央執行委員長 

大木哲也　サービス連合副会長 

龍井葉二　連合非正規労働センター総合局長 

上山大輔 ソクハイユニオン執行委員長

メガネスーパーユニオン(調整中)　　

山口洋子　連合副事務局長　　 

中嶋　滋　ILO理事　　　　　　　　 

小島　茂　連合総合政策局長 

逢見直人　連合副事務局長 

教員 

木剛 連合会長   連合埼玉青年委員会　他 

 

2008年度後期 埼玉大学「連合寄付講座：若者・働き方・労働組合」のプログラム内容 

2008年度後期 一橋大学「連合寄付講座：現代労働組合論Ⅱ－非正規雇用と労働組合」のプログラム内容 

連合寄付講座（一橋大、埼玉大） 後期が開講します 
連合寄付講座は、聴講ができます。ご希望の方はILECホームページよりお申し込みください。 

日程 

10/  3 

10/10 

10/17 

10/24 

11/  7 
 

11/14 

11/21 

11/28 

12/  5 

12/12 

12/19 

1/  9 

1/23 

 

講義テーマ スピーカー 

1 

2 

3 

4 

5 
 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 


