
賞品名

大分県勤労者
医療生活協同

組合

　勤労者医療生協は、働く者の「いのちと健康」を守る生協として「健
康・医療・介護　いつもみなさんのそばにいたい」をモットーに事業を展
開しています。
　ご家族のみなさんで、楽しい時を過ごしてリフレッシュして下さい！

mont・bell
チタンスプーン＆フォーク
保存食ラーメンセット

1 自治労 相垣 様

大分県労働者
福祉協議会

　大分県労福協とは、勤労者福祉を増進するための事業を行うことを
目的とした組織です！調査・研究・啓発・政策・制度要求の実現、講演
会・研修会・教育・文化・スポーツ・レクリエーション・ボランティア等に
関する事業を行っています！

スターバックスコーヒー 2 豊後大野市 伊東 様

九州労働金庫

　九州ろうきんは「つながる！ろうきん」をスローガンに「はたらく人と」、
「地域社会と」、「未来へ」つながるろうきん運動を展開しています。働く
人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関として、はたらく人
の生活向上をめざし、皆さまからの各種相談を受け付けています。お
金に関する疑問や相談は、是非「つかえるろうきん　みんなのろうきん」
まで！

レゾネイトくじゅう
（１泊２食付ペア宿泊券）

3 臼杵市 羽田 様

4 UAゼンセン 小野 様

5 JEC連合 佐藤 様

6 UAゼンセン 甲斐 様

レゾネイトくじゅう利用券 7 自治労 姫野 様

連合大分
中部地域
協議会

　連合大分地協は大分市、由布市で働く労働者２万５千人により構成
されています。今後も「働くことを軸とした安心社会」の実現をめざした
取り組みを展開します。

リファ　ファインバブルＳ 8 電機連合 渡辺 様

9 情報労連 衛藤 様

10 大分市 橋本 様

11 大分市 二宮 様

12 電機連合 柳井 様

大分ふれあい
ユニオン

　「ふれ愛　友愛　たすけ愛」一人でも加入できる労働組合の大分ふれ
あいユニオンです。
　「コロナ禍だからこそ、最低賃金の引き上げを！最低賃金今すぐ全国
どこでも時給1000円以上！そして時給１５００円をめざそう！」をスロー
ガンに頑張っています。労働相談はお気軽に。

トキハカタログギフト 13 JEC連合 小手川 様

連合大分
ユニオン

　一人でも入れる労働組合「連合大分ユニオン」です。働く仲間たち
と、ともに助け合い、労働環境を明るいものにしていきましょう。

こくみん共済
COOP

大分県
総合生協

　こくみん共済coop<全労済>と大分県総合生協の事業へのご理解とご
協力に感謝申し上げます。私たちは６０年にわたって「たすけあいの
輪」を広げてきました。今社会が直面する多くの課題にできることから
取り組んでいきます。これからも「共済・生協運動」を通じて人と人との
「たすけあいの輪」を結び「安心のネットワーク」を広げていくため皆さま
とともに歩み続けます。

大分県
教育庁職組

　大分県の教育庁に勤務している職員の労働組合です。

旅行クーポン券

図書券

「豊泉荘」利用補助券
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14 自治労 宮崎 様

15 自治労 吉良 様

16 由布市 後藤 様

17 自治労 近澤 様

18 電機連合 前田 様

19 政労連 日野 様

20 大分市 篠田 様

21 自治労 小花 様

22 自動車総連 日髙 様

23 大分市 白根 様

24 UAゼンセン 稲福 様

25 情報労連 佐藤 様

26
連合大分
ユニオン

笠木 様

27 大分市 工藤 様

国公総連

　ＪＲ連合は、ＪＲ北海道、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＪＲ西日本、ＪＲ四国、ＪＲ
九州、ＪＲ貨物で構成しています。
　ＪＲ九州労組は九州各県で構成しており、組合員数は7,000名です。
これからも安全・安心の鉄道をめざし、取り組みを展開します。

　国公総連は、みなさんのくらしの安心と安全を確保する公共サービス
の充実に取り組んでいます。

　私たち九州労働金庫労働組合は、働く仲間を金融面で支える九州
労働金庫の職員で構成しています。
　仕事では、働く仲間の困りごとを一緒に解決するために相談活動を
行い、組合活動では「平和で安全に安心して働き続けられる社会の実
現」に向けて活動しています。これからも地域の仲間と連帯し活動して
いきます。

政労連
　政労連は、社会・経済政策から社会保障に至る幅広い分野で日本を
支えています。皆様の暮らしを守る組織として多くの活動に貢献しま
す。

　日々の生活を支えるために！
　私たちは、バスを利用されるみなさまが、目的地まで安全に安心して
乗っていただくために、日夜努力しています。車内換気や消毒など感
染拡大防止にむけても最大限、取り組んでいます。県民の皆さんに
も、地球環境保護のためにも、安全・安心な公共交の積極的な利用を
お願いします。

ＪＲ連合

全労金

紙パ連合

　紙パ連合所属王子マテリア労働組合からは、王子ネピア製のティッ
シュを贈呈いたします。
　ささやかではありますが、少しでも皆様方の生活に役立てて頂けれ
ば幸いです。今後ともよろしくお願い致します。

フード連合
　私たちフード連合は、日々徹底品質管理のもと、安全・安心なもの作
りを行っています。

私鉄総連

QUOカード

お米券

ＢＯＸティッシュ

QUOカード

ニモカカード

サッポロビール黒ラベル

商品券



賞品名提供団体名 当選者

セラミックス
連合

　おしゃれな薄型ホットプレート！焦げ付きにくく、煙が少ない、この
ホットプレートで、お家焼肉を楽しんで下さい。

アビエン　マジックグリル 28 JP労組 甲斐 様

Ｇｏｏｇｌｅ Nest Mini
スマートスピーカー

29 電機連合 山田 様

Ｇｏｏｇｌｅ Nest Hub Max 30 電力総連 緒方 様

31 基幹労連 大津 様

32 大分市 釘宮 様

33 自治労 関口 様

34 JP労組 尾中 様

35 JP労組 鶴田 様

36 基幹労連 大野 様

37 電機連合 大久保 様

38 運輸労連 甲斐 様

電機連合

　電機連合は、電機・電子・情報関連産業で働く仲間が結集する産業
別労働組合です。
　私たち電機連合は、「美しい地球・幸せな暮らし」を基本理念に掲
げ、生活者に密着した活動を展開しています。労働条件や政策制度
課題の改善、共済運動や社会貢献活動を通じて、地球環境の保全と
一人ひとりの幸せな暮らしの実現をめざします。

東芝
コードレス
スティッククリーナー

39 自治労 植野 様

40 大分市 小野 様

41 UAゼンセン 藤田 様

　情報労連は雇用や暮らしの先行き不安が高まっている今、安心して
働ける職場の創造やセーフティネットの構築が大切だと考えています。
そのため、組合員の利益につながるために、どのような活動が必要な
のかを考えながら行動を展開しています。
　「暮らしやすい社会」の実現と情報通信・情報サービス産業の健全な
発展に向けた各種政策について、ナショナルセンター「連合」の政策・
制度とも連携し、提言をしています。

運輸労連

　運輸労連は、トラック運輸をはじめ、鉄道、港湾、航空など幅広い輸
送分野で働く仲間が結集する産業別の労働組合です。
　まだまだ続く、コロナ禍でもエッセンシャルワーカーとしての使命感を
もって物流の責務を担い、日々頑張っています。

情報労連

電力総連

　大分県電力総連は、１０単組1,800名の組合員で組織しています。
　国民のライフラインを守る基幹産業である電力関連産業で働く者とし
て、その社会的な使命を果たすため、仲間との連帯の輪を強め組織一
体となって諸活動を展開しています。ともに頑張りましょう！

ＪＰ労組

　日本郵政グループ労働組合は、郵政関連で働く者の労働組合で
す。
　郵便局を利用される方々が、日本中どこでも利用できる「ユニバーサ
ルサービス」を守りつつ、３０万人組織をめざし活動しています。

ＪＥＣ連合

　石油化学製品やバイオ、セメントなど生活に必要な様々なものを作っ
ている、エネルギーの結集団体、ＪＥＣ連合です。
　大抽選会では、ガソリンチケット、ENEOSのイメージキャラクターであ
るエネゴリ君グッズを用意させていただきました。石油はこれからも生
活に必要なエネルギー源です。省エネ運転に心がけ、有効に使って
下さい。

シャープ　イオン発生機
　　プラズマクラスター

ガソリンチケット（６０Ｌ）
エネゴリ君グッズ

「極上職人のうまかだし」
と「オリーブオイル」セット

松坂牛
　ロースステーキ・
　　カルビー焼き肉セット



賞品名提供団体名 当選者

日教組

　公立幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・高等学校に勤務する
教職員、一人ひとりの集合体「日教組」です。
　とても忙しい日々をお過ごしと思いますが、この「自動調理なべ」で料
理と「ゆとり」をつくっていただけたらと思います。そして、家族やなかま
とのつながりを深めていきましょう。

象印　自動調理鍋 42 自治労 但馬 様

トキハ労働組合　商品券 43 宇佐市 大森 様

ジョイフル労働組合　お食事券
大分製紙従業員組合 ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟ
トアルソン大分工場労働組合　ﾏｽｸ
数種類
旭化成労働組合大分支部　ｻﾗﾝﾗｯ
ﾌﾟ･ｼﾞｯﾌﾟﾛｯｸｾｯﾄ

44 運輸労連 鳥井田 様

45 UAゼンセン 佐々木 様

46 自治労 山岸 様

炭酸水メーカー
　「ソーダストリーム」

47 基幹労連 持留 様

マイコン式電子圧力鍋 48 電機連合 永岡 様

49 大分市 小川 様

50 JP労組 今村 様

51 電機連合 福角 様

52 JP労組 屋田 様

53 大分市 首藤 様

54 JP労組 吉良 様

55 基幹労連 上村 様

56 宇佐市 江熊 様

57 電機連合 平野 様

　今回のメーデーには、トキハ労働組合、ジョイフル労働組合、大分製
紙従業員組合、トアルソン大分工場労働組合、旭化成労働組合大分
支部などのご協力により、加盟組合の食事券、商品券、生産製品、取
り扱い販売品を集めてセットしました。
　是非ご家庭でお使いください。今後とも各加盟組合の商品や店舗を
ご利用ください。

自治労

　自治労は県や市町村等の自治体や関連職場、民間職場で働く仲間
で構成され、大分県本部には、３１単組、約１３，０００人の組合員が加
盟しています。
　労働者の生活と権利の向上や制度・政策等の実現をめざすととも
に、組合員の生活全般にわたる自主福祉事業に取り組んでいます。

基幹労連

　基幹労連大分県本部は、鉄鋼・造船重機・非鉄・建設で働く仲間が
集う２７.５万人の組織です。
　「強固な団結　変化を乗り越え確かな未来」のスローガンのもと、働く
者の幸せを追求するべく、好循環の創造と実践を、引き続き積極的に
展開していきます。

自動車総連

　私たち自動車総連大分地方協議会は、車や部品の製造と販売で働
く仲間で構成されている産業別労働組合組織です。
　産業政策活動や、賃金をはじめとする労働諸条件の改善活動、社会
福祉活動、さらには労働組合の連帯などに積極的に取り組んでいま
す。

ＵＡゼンセン

実行委員長賞

「スチール缶ビール」と
「おおいた和牛焼肉」セッ
ト

カタログギフト

おおいた満喫セット

　①nimocaカード
　
　②城島高原パーク
　　 年間パスポート　ペア
　
　③ジョイフル食事券

　④総合生協旅行券


