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体験してみよう！かまくらの職人技！
技能祭を開催
　10月20日（日）、第41回目の技能祭を開催しました。
　開場前から多くの市民が列を作る中、開会セレモニーがあ
り、会長、市長、市議会議長のあいさつの後、技能祭への長年の
貢献を讃え、鎌倉鳶職組合へ感謝状が授与されました。鎌倉、
大船両鳶職組合の華やかな木遣り・纏（まとい）振込みに盛大
な拍手がおこり、いよいよ技能祭が始まりました。　　

　富くじ抽選券付きのプログラムは300枚用意していました
が、開会からすぐになくなってしまうほどの人出でした。
　今回は、例年子どもに人気の大工体験教室、光るドロダンゴ
製作、延長コード作りに加えて、い草コースター作り、ところて
ん突き、どら焼き「焼き印」押しなどの体験もあり、多くの子ど
もが楽しんでいました。お灸教室では、親子がじっくり話を聞
きながら体験している様子が見られました。今年から出店を
増やしていただいた飲食ブースも人気で行列ができました。
　今回は、鳶職組合が梯子乗りを披露してくださいました。
3mの練習梯子による演技でしたが、迫力満点！演技後の梯子
にのぼってみる体験も人気でした。
　お待ちかねの富くじ風抽選会、今回も各組合のご協力で沢
山の賞品が集まり、抽選時間には長蛇の列ができました。みご
と会長賞を引き当てたのはお父さんと遊びに来ていた市内在
住の曵地すみれさん。会長賞が当たり、びっくりした様子でし
た。
　富くじがひと段落した後、植木リトゥル・エコー・アンサンブ
ルが特別出演してくださいました。勝田先生率いる小学生
ビッグバンドの楽しい演奏に、大きな手拍子、拍手が起きまし
た。
　チャリティー募金には、総額27,806円が集まりました。今年

は台風被害を受け、「令和元年台風15号、19号災害支援寄付」
として、鎌倉市に全額寄付しました。
　来場者アンケートでは、「楽しかった」という声が多く寄せら
れました。中でも「ふつうのお祭りにないものが沢山あってと
ても楽しかった」という意見は、技能祭の開催意義を表してい
ると感じました。皆さま、ご協力ありがとうございました。

毎年人気の親子で楽しめる大工体験教室
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各コーナーのご紹介
●体験・実技・実演・展示コーナー

・包丁研ぎ（有料）、木工品作り（即売もあり）［鎌倉建築組合］
・子ども大工体験教室［大船建築職組合］
・光るドロダンゴ作製（有料）［鎌倉左官業組合］
・い草コースター作り、敷ゴザの展示（即売もあり）［鎌倉畳工業組合］
・梯子乗り実演［鳶職組合］
・石の表札作製、石の彫刻（即売もあり）［鎌倉石工組合］
・延長コード作り、ショートの実験［県電気工事工業組合］
・ところてん突き（玉こんにゃく、豆腐類の即売もあり)［鎌倉豆腐組合］
・どら焼き「焼き印」押し体験（即売もあり）［鎌倉菓子組合］
・リサイクル自転車・自転車パーツ（即売もあり）［県自転車商協同組合

鎌倉支部］
・エンジンカットモデル、新旧消耗品モデル展示［県自動車整備鎌

倉支部］
・模擬店（お好み焼き、おでん、スペアリブ他）［鎌倉料理飲食業組合］
・お灸教室・子どもコーナーあり［鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会］

●相談コーナー
・住宅に関する相談［鎌倉建築組合］
・外壁のひび割れ、内装の塗替え、左官工事一般［鎌倉左官業組

合］
・上・下水道、水まわりについての相談［鎌倉市管工事業協同組合］
・墓石の施工、撤去処分についての相談［鎌倉石工組合］
・自転車に関する相談［県自転車商協同組合鎌倉支部］
・電気設備全般［県電気工事工業組合］
・自動車何でも相談［県自動車整備鎌倉支部］
・庭、植木等のお悩み相談［湘南建設組合鎌倉支部造園鎌倉分会］
・鍼灸マッサージの相談［鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会］

●無料配布コーナー
・花苗無料配布［鎌倉造園組合、湘南建設組合鎌倉支部造園鎌倉

分会、さがみ農協鎌倉市青壮年部緑化部会］
●富くじ賞品提供組合

鎌倉建築組合、大船建築職組合、鎌倉左官業組合、鎌倉畳工業組
合、大船鳶職組合、鎌倉市管工事業協同組合、鎌倉石工組合、県電
気工事工業組合藤沢地区本部鎌倉地区、鎌倉造園組合、湘南建設
組合鎌倉支部造園鎌倉分会、鎌倉菓子組合、県自転車商協同組合
鎌倉支部、県クリーニング生活衛生同業組合鎌倉支部、鎌倉美容
組合、鎌倉魚商組合、大船魚商組合、さがみ農協鎌倉市青壮年部
緑化部会、県自動車整備鎌倉支部、県理容生活衛生同業組合鎌倉
支部、鎌倉料理飲食業組合、鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会

技 技連協ニュース



技連協一年間の主な活動
○5月17日 第一回三役会開催
○6月10日 常任理事会開催
○6月28日 総会開催
○7月25日 第二回三役会開催
○10月20日 第41回技能祭開催（会長賞 鎌倉市在住 曵地すみれ）
○11月20日 かわさきマイスター認定式・ 川崎市技能
 功労者等表彰式出席
○11月23日 鎌倉市技能者表彰式開催協力
○11月25日 湘南建設組合技能表彰受賞者祝賀会出席
○1月4日 鎌倉建築組合手斧始式出席
○1月22日 大船鳶職組合太子講出席
○1月31日 鎌倉市技連協賀詞交換会開催
〇2月10日　第三回三役会開催
○3月31日　技連協ニュース第44号発行
※湘南建設組合鎌倉支部造園鎌倉分会による植木剪定ボラ

ンティアの実施を予定していましたが、雨天及び新型コ
ロナウィルスの影響で中止となりました。

新年賀詞交換会開かれる
　１月31日、銀座アスター鎌倉賓館において、会員、役員、来
賓の皆さまが集い、賑やかに賀詞交換会が開催されました。
近隣自治体からは、藤沢市技連協会長、川崎市技連協会長に
もご出席いただきました。
　浅田事業部会長の司会のもと、石川会長の新年の挨拶か
ら始まり、来賓紹介の後、柿澤会計の発声で乾杯を行い、歓
談にうつりました。乾杯には鎌倉料理飲食業組合から、昨年
発売された鎌倉のオリジナルワイン「鎌倉スパークリング
ワイン」を差し入れていただきました！
　当日は、多数の皆さまが参加され、鎌倉市長、鎌倉市議会
議長や地元選出の国会議員、県議会議員の皆さまもお見え
になり、会員同士、あるいは来賓の皆さまと親しく交歓して
華やかな宴となりました。

新役員の方々をご紹介します！
　令和元年6月28日の技連協総会において、任期満了に伴う
役員改選が行われました。新役員は次の通りです。
〇会長

石川　隆（湘南建設組合鎌倉支部造園鎌倉分会・再任）　
〇副会長

鈴木　淳（鎌倉市管工事業協同組合・再任）
立川　雄藏（鎌倉建築組合・新任）

〇会計
柿澤　昭治（鎌倉料理飲食業組合・再任）

〇常任理事
▼事業部会
　浅田　雅一（鎌倉板金工業組合・再任） 部会長

吉原　弘晃（大船建築職組合・再任）
馬瀬　和晃（鎌倉左官業組合・新任）
三橋　雅美（鎌倉畳工業組合・再任）
金井　康悦（鎌倉鳶職組合・再任）
露木　晃（大船鳶職組合・再任）
砂川　忠雄（鎌倉石工組合・再任）
山縣　雅武（神奈川県電気工事工業組合藤沢地区本部鎌倉地

区・新任）
柿崎　宏（鎌倉豆腐組合・再任）
大村　得博（鎌倉食肉商組合・再任）
髙木　賢一（鎌倉魚商組合・再任）

▼広報部会
中杉　春生（神奈川県クリーニング生活衛生同業組合鎌倉支

部・再任） 部会長
濵野　誠（鎌倉菓子組合・再任）

▼監査
山上　修平（神奈川県自転車商協同組合鎌倉支部・再任）
遠藤　正弘（神奈川県理容生活衛生同業組合鎌倉支部・再任）
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　今年は「子ども向け」のお祭りにすると伺い、自分で
も出来て、親子でも楽しめる「お灸教室」を開催しまし
た。子どもたちは想像以上にお灸に興味津々！「お灸」
は薬局で手軽に手に入る「せんねんきゅう」にしまし
た。ツボの取り方、「せんねんきゅう」の取扱いを説明
し、実際に体験すると、子どもたちは「わ～、きもちい
い！」「あったかいなぁ」大人も「熱くないのね」など大
盛況でした。来年も継続してやっていきたいと思いま
す。（小田良実）
　当師会で初めて「富くじ賞品」として「治療補助券」を
出しました。富くじに参加することでさらに深いかか
わりが出来たように思いました。皆様いろいろお世話
になり、ありがとうございました。（沢田昌子）

会員の声
技能祭に参加して〈鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会〉

楽しい歓談で盛り上がる賀詞交換会のようす



次世代に繋ぐ匠の技！技能者表彰
　令和元年度鎌倉市技能者表彰式が、11月23日、勤労感謝の
日に鎌倉市議会本会議場において開催されました。
　これは永く同じ職業に従事して、技術の錬磨や後進の指導
育成などにより、市民生活の向上に功績のあった技能者の功
労を讃えることによって、その社会的、経済的地位ならびに技
術の向上を目的とした制度です。
　今年で46回目を迎え、受賞者総数も延べ2,752名となりまし
た。今年は技能功労者3名、優秀技能者10名、青年優秀技能者1
名の計14名の方々が表彰されました（４名は欠席）。
　表彰式は、松尾市長よりお祝いの言葉があり、その後、受賞
者一人ひとりに表彰状が授与されました。表彰状授与の間、ご
本人の写真、仕事風景、作品などがスライド上映され、皆さん
の功績を讃えました。
　来賓の祝辞の後、受賞者を代表して、大工の是永泰明氏より
謝辞がありました。さらに、鎌倉、大船両鳶職組合の皆さんに
よる祝い木遣りが披露され、式を盛り上げました。
　技連協からは、受賞者の皆さんへ祝い弁当をご用意させて
いただきました。

　今年度、青年優秀技能者として表彰された旭屋本店（和菓子
店） 五代目の石井智也さんにお話を伺いました。

―この度はおめでとうございます。

　表彰いただきとても嬉しく思っています！この仕事を楽し
く辞めずにやってこられたのは、まわりの支えがあったからだ
と思います。

―現在のお仕事に就こうと思った理由、きっかけを教えてください。

　小学生の頃からお店の手伝いをして祖父や父の背中を見て
いて、やりたい仕事になりました。いったんは大手レストラン
チェーンで働きましたが、三代目だった祖父が亡くなったのを
きっかけに戻ってきました。

―お仕事で一番大変なことは何ですか。

　朝が早いこと。うちのお店は、朝作ってその日に食べてもら
うお菓子が中心なので、朝の作業が勝負です。ただ、その分早
く終わるので、大好きな野球の試合が見られるのは良いとこ
ろです。

―お仕事をしている中で楽しいことは何ですか。

　やはりお菓子を作ること。どら焼きを焼いたり、団子やお饅
頭を作ったり、いろいろな作業ができて楽しいです。お菓子を
一つずつ同量に計量するのは大変ですが、何回続けて同じグ
ラムで計れるか、などゲーム感覚で飽きないよう工夫をして
います。

―ご自身で作っているお菓子の中で一押しは？

　かりんとう饅頭です。雑誌の記事を参考に改良を重ねて作
りました。表面はサクサク中はしっとりと美味しくできていま
す。

―石井さんのこれからの夢、目標を教えてください。

　明治38年からの伝統あるこのお店をもっと有名にしたいで
す。変えずに続けられるものは続けて、新しいものも作りたい。
どういうお菓子が子どもや若い世代に食べてもらえるのか、
日々試行錯誤です。
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お菓子作りが楽しい、と笑顔を交えて語る石井さん

技能者表彰式での記念撮影

技能功労者
鎌倉彫塗師 奴田 雅美
大工  大木 俊明
理容師  照井 正充

優秀技能者
石工  髙橋 教
鎌倉彫彫師 佐藤 菊惠
建設関係技能士 藤井 孝彦

建設関係技能士 鈴木 主税
建設関係技能士 石井 隆二
造園工  内田 勝吾
大工  是永 泰明
表具師  五十嵐 賢士
表具師  五十嵐 俊之
理容師  田中 大作

青年優秀技能者
製菓技術師 石井 智也

鎌倉市技能者表彰受賞者の皆様（敬称略）



鎌倉市技能職団体連絡協議会加盟組合
鎌倉建築組合
大船建築職組合
鎌倉左官業組合
鎌倉畳工業組合
神湘タイル組合
鎌倉鳶職組合
大船鳶職組合
鎌倉表具師会
鎌倉市管工事業協同組合
鎌倉塗装組合
鎌倉石工組合
神奈川県電気工事工業組合藤沢地区本部鎌

倉地区
鎌倉造園組合
湘南建設組合鎌倉支部大船分会

湘南建設組合鎌倉支部造園鎌倉分会
鎌倉豆腐組合
鎌倉菓子組合
大船生菓子組合
鎌倉製麺工業組合
伝統鎌倉彫事業協同組合
神奈川県自転車商協同組合鎌倉支部
神奈川県クリーニング生活衛生同業組合鎌倉

支部
鎌倉美容組合
鎌倉寿司商組合
鎌倉食肉商組合
鎌倉魚商組合
大船魚商組合
さがみ農協鎌倉市青壮年部緑化部会

湘南瓦屋根工事組合鎌倉支部
神奈川土建一般労働組合鎌倉逗子葉山支部
神奈川県自動車整備鎌倉支部
湘南建設組合鎌倉支部大船東分会
湘南建設組合大船南分会
神奈川県理容生活衛生同業組合鎌倉支部
湘南建設組合大船泉分会
鎌倉料理飲食業組合
鎌倉生花商組合
鎌倉逗葉鍼灸マッサージ師会

令和2年3月１日現在
計38組合　1,218人

市の「技能職に係る後継者不足に
関するアンケート調査」に協力
　技連協では、令和元年７月に市商工課が行った「技能職に係
る後継者不足に関するアンケート調査」に協力をしました。こ
れは、これまで公式に「後継者不足の実情」を市が把握したこと
がなかったことや、後継者不足対策に必要な対応を検討する基
本資料を得るため、令和元年度常任理事会や総会において相談
があり、協力依頼がなされたものです。
　技連協理事を通して、鎌倉市内の33職種、1000事業主に調査
票が送られ、８月～10月にかけて回答をしました。その結果に
ついて、令和2年2月、市から技連協三役に調査結果の報告があ
りました。その概要は、次のとおりでした。

■ 調査結果
・回答数  104事業主（回収率10.4％）
・回答職種 22職種
・事業主の年齢

　

■ 結果概要
　調査に回答いただいた104人のうち、後継者不足と感じて
いるのは84人（80.77％）でした。
　後継者不足となった原因としては、仕事量の減少、仕事の
大変さ、一人前になるのに時間がかかること、などが挙げら
れました。

　「後継者が決まっているか」という質問には、「決まってい
る」が24人、「決まっていない」が40人、「自分の代で事業所
を閉じる予定」が最も多い41人でした（重複回答あり）。
　行っている後継者不足対
策を伺ったところ、社会保
障、週休２日、賃金アップな
どの勤務条件面の対策、中
学生の職場体験などの啓発
面の対策、研修会などの技
術面の対策などが挙げられ
ました。
　また、「後継者不足対策に
ついて市に望むことがあ
る」と回答したのは、30人
で、「望むことなし」が18人、

「その他意見」3人、未回答が
53人でした。市への要望内
容としては、「インターシッ
プ制度や体験、勉強の場」

（11人）、「補助金」（7人）、「合
同就職説明会」（4人）などが
ありました。

■ まとめ　　
　1,000事業主に回答を依
頼 し ま し た が 、回 答 率 は
10.4％で、市への要望意見
は1,000事業主のうち3.0％しか得ることができませんでし
た。ただ、回答いただいたうち80.77％が後継者不足と感じ
ており、今後の具体的な取組については、関係団体等と協議
してまいります。

　以上が市からの報告でした。皆さま、これからもご協力を
お願いします。
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年齢 回答人数 割合

～40歳代 23人 22.12%
50歳代 27人 25.96%
60歳代 29人 27.88%
70歳代～ 25人 24.04%
合計 104人 100%

後継者不足と感じていますか？

はい 84人

いいえ
17人

未回答 3人

後継者が決まっていますか？

決まっていない
40人

未回答 1人

自分の代で
事業所を閉
じる予定

41人

決まっている
24人


