
　　コロナ禍で開催の是非を問われた2020東京オリンピックが
閉幕した。開幕前と閉幕した現在国民感情はどのように変化し
たのであろうか。私自身も開幕前までは決してオリンピック開催
を前向きに捉えていたわけではなく閉幕した現在、新型コロナ
感染拡大第5波が開催中押し寄せたことも考えると果たして
何が正解であったのかわからない。
　　前回の東京オリンピック、私は生まれておらず、半世紀の時
を経て自国開催となった今回のオリンピックは私が生きている
間で最初で最後の自国開催になるであろうと思い、はじめは開
会式の様子を複雑な心境でみていたものの、選手はもちろん
大会関係者のオリンピックに込めた熱い想いが伝わる開会式
の様子に込み上げてくるものがあった。
　　1年の延期を経て開催されたオリンピック、開催延期によっ

て泣いた選手、笑った選手もいただろう、また最高のパフォーマンスを行
うために常に高いモチベーションを持ち続けることがいかに大変なこと
だったか、その想いを考えるとどの競技をみても込み上げてくるものが
あった。メダルをとった選手へ向けられたインタビューの中では多くの選
手がオリンピック開催への感謝を述べていた。いつもと違うオリンピック、
出場した選手もこのような状況下において出場することにためらいもあっ
たであろう。決して勘違いしてならないのは選手には何の罪もなく、日本
の国旗を背負い力の限り闘い、出口の見えない自粛生活に塞ぎこんでい
たこの世の中に一筋の光を投じてくれたことだけは間違いない。選手の
皆さんお疲れさまでした。そして感動をありがとう。
　　3年後2024年開催のパリオリンピック、コロナが終息し、人々の生の声
援を受け選手たちが活躍できる明るいオリンピックになれるよう、今はた
だただ願うばかりだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M・T）
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4121Z001こくみん共済 coop ＜全労済＞からのお知らせ

 2021年7月29日(木)ホテルマリターレ創世において、「佐賀労済第62回通常総代会」「こくみん共済coop〈全労済〉佐賀推
進本部第4回組合員代表者会議」を開催いたしました。コロナ禍においてご出席いただきました皆さまに、改めてお礼申し上
げます。2020年度経過報告や2021年度活動計画を審議の結果、議事について満場一致で承認されたことを報告いたします。
また、当日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご参加すべての皆様に消毒・検温の対策を行いました。

　「こくみん共済coop 佐賀推進本部第4回組合員代表者会議」の中で社会貢献・
地域貢献を目的として活動されている団体への物品寄贈ならびに助成団体紹介を
行いました。
１．一般財団法人佐賀県交通安全協会様へ「横断旗」2,317本の寄贈
２．地域貢献助成事業対象団体のご紹介
（1）スタディサポートgreenbook
（2）フードバンクさが
（3）さがわーるどりんぐ
３．フードバンクさが様への物品寄贈
（1）さがお米プロジェクトへの食糧支援（お米5キロ×50袋）
（2）非常食（３日分×30箱）

１．「団体生命共済の一律加入最大活用推進と制度改定提案(2022年6月)」を契機
とした全団体提案の完遂－協力団体推進(2ヶ年計画)－

２．「マイカー共済制度改定(2021年11月)を踏まえた告知と推進強化－全チャネ
ル共通－

３．「がばいよかてよこくみん共済♪プロモーション」の拡大継続と認知度向上
を目的とした取り組み展開－全チャネル共通－

４．制度改定3年目となる「こくみん共済・長期生命共済」の全面的な取り組み
－全チャネル共通－

５．保障の点検・見直しキャンペーン60」やこれまで集積したデータを活用した
推進強化－全チャネル共通－

６．積極的な「新入組合員対策」の取り組み－協力団体推進－

開催報告佐賀県労働者共済生活協同組合第62回通常総代会
こくみん共済 coop 〈全労済〉佐賀推進本部第4回組合員代表者会議

2021年度 佐賀推進本部   推進活動計画について

地域貢献活動について
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　佐賀県労福協は「働く者の社会連帯・共助システム作り」の一環として、介護職員の養成講座
を開催しています。
　２０２１年度については、講義を平日、演習を土曜・日曜に「介護職員初任者研修」を下記の
要領で開催します。

労福協「介護職員初任者研修」開催のご案内

　県労福協第61回通常総会（2021年5月21
日開催）が終了したことを受け、武雄地区委員
会を皮切りに県内９地区での地区委員会を開催
し、県・地区運動の連携強化を図りました。併
せて、九州労働金庫佐賀県本部内の各支店・地
域推進委員会、こくみん共済coop佐賀推進本
部各地区推進会議を開催しましたが、コロナ
ウィルス感染拡大防止対策のため、例年よりも
大幅に時間を短縮しての取り組みとなりました。
　このような厳しい環境にありながらも170
名の方々に参加いただいたことは、佐賀県労福
協運動、労働者自主福祉運動における今後の諸
活動への大きな力になることを確信しました。

2021年度 佐賀県労福協地区委員会を開催

募 集 定 員
研 修 期 間
研 修 概 要
受 講 料
会 場
申 込 方 法

申込締切日
問い合せ先

20名程度
2021年10月1日(金)～2022年3月11日(金)
講義は平日・演習は土曜・日曜を基本に開催します。
30,000円(税込)とテキスト代5,500円(税込)
自治労会館、佐賀女子短期大学、佐賀県在宅生活サポートセンター
申込書と同意書を佐賀県労福協へ郵送、FAX、メールの何れかでお送り下さい。
また、佐賀県労福協ＨＰ(QRコード参照)からも申し込み可能です。
申込書は佐賀県労福協、九州労働金庫各支店、
及び、こくみん共済 coop の窓口に置いています。
2021年9月8日(水)必着
(一社)佐賀県労働者福祉協議会(佐賀県労福協)　TEL(0952)32-1530

●

●

●

●

●

●

●

● 佐賀県労福協
ＨＰ(QRコード)

【各地区委員会開催日程】
日   程

6月25日（金）

6月29日（火）

7月  2日（金）

7月  7日（水）

7月  8日（木）

7月15日（木）

7月16日（金）

開催地区

武雄

唐津・東松浦

神埼

藤津・鹿島

有田

小城多久

佐賀

鳥栖・三養基

伊万里

参加人数

20

19

10

19

15

18

32

21

16

開 催 場 所

武雄市文化会館
ミーティングホール

唐津市文化体育館

神埼市中央体育館

鹿島市生涯学習センター
エイブル

有田生涯学習センター

ゆめぷらっと小城

自治労会館大会議室

ろうきん鳥栖支店2F会議室

伊万里市民センター
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九州ろうきん

奨学金返済に悩んでいませんか？
　九州ろうきんでは、“奨学金の返済額や返済期間を見直したい”、“収入が
減り、返済が厳しい”、“子どもの奨学金を借換えしてあげたい”といった
奨学金の返済などで悩みを抱える方のために、全ての勤労者を対象とし
た、低利な奨学金借換専用ローン「つなぐ」による借換を推進しています。
　また、奨学金借換ハンドブック「家計の健康診断」を活用し、労働組合
などを対象に、奨学金に関する悩みを解決する相談活動も行っています。
　奨学金に対する負担感は、人それぞれあると思います。その多くは、
返済金額に対するものが多いとは思いますが、金利面だけでなく、連帯
保証人・保証人に対する負担感も借換によって解消できます。

～ご自身・お子さんの奨学金についてもう一度考えてみませんか？～

お悩みの
解決に！

「つなぐ」の
ご相談は

最寄りのろうきんへ

借換のメリット
○返済期間や返済額の見直しができます！！
返済期間を見直すことで、毎月の返済額を軽減でき
る場合があります。また、ボーナス併用返済もご利用
いただけいます。
○連帯保証人・保証人が不要！！
「つなぐ」は、保証機関による保証となるため、
保証人は原則不要となります。
○複数の奨学金を一本化して返済額軽減！！
ご本人および配偶者等の奨学金を借換で一本化
すれば、返済額を軽減できる場合があります。

○返済額を軽減するための借換
○お子さまの奨学金を借換
○ご本人と配偶者の奨学金を一本化
○金利負担軽減のための借換
○奨学金２口を一本化
○医療系奨学金の一括請求に対する借換　等

check

借換のケース
check

昭和49年10月31日第３種郵便物認可　③第 611 号　2021年８月20日　発行 労　働　者　福　祉　さ
が



ニュース・ワードニュース・ワードニュース・ワード
線状降水帯

　次々に発生した雨雲(積乱雲)が列を作り、数時
間にわたってほぼ同じ地域を通過、あるいは停滞
することで大雨をもたらします。2017年7月の九
州北部豪雨や、20年7月の熊本豪雨などの要因
になったといわれます。
　気象庁は6月から、線状降水帯の発生を伝える
「顕著な大雨に関する情報」の発表を始めまし
た。各都道府県をいくつかの地域に分けて、発表
します。
　ただ、予報ではなく発生を伝える情報なので、
発表された時点で河川の氾
濫や土砂災害の危険が迫っ
ている可能性があり、一刻
も早い避難が求められます。
気象庁は今後、観測体制を
強化し、事前に発生確率を
出す計画です。

勤労者旅行会業務終了に伴う
トラベルクーポン（旅行券）ご利用終了のお知らせ
　当勤労者旅行会は、諸般の事情により2021年8月31日（火）をもちまして旅行業務を
終了し、2022年3月末を目途に旅行会を閉鎖させていただくことになりました。
　皆様方の長年にわたるご愛顧、ご支援いただきましたことに心から感謝申し上げます
とともに、旅行業務の終了でご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
　つきましては、当法人発行のトラベルクーポン（旅行券）のご利用に関しましては
下記のとおりとさせていただきます。

●取扱いの時期
８月までに出発し、８月末日までに終了する旅行まで。
早めのご利用をお願い申し上げます。

●払戻しについて（予定）
①公 告 日 ： 2021年９月１日（水）
②公告方法 ： 佐賀新聞朝刊掲載
③申出期間 ： 2021年９月１日（水）～2021年12月24日（金）
④申出・払戻方法 ：
電話、ファックス、メールにて払戻申出受付後、払戻申込書（仮称）を送付いたします。
その後、トラベルクーポン現物と払戻申込書（仮称）を返送いただき、確認後、額面
全額を払戻しいたします。

※詳細は、2021年9月1日（水）に当法人ホームページにも掲載いたします。

●取扱い旅行商品を一部限定させていただいています。
詳細は下記までお問い合わせください。

（一社）佐賀県労働者福祉協議会
勤労者旅行会
松岡・小川まで

お問い合わせ先

〒840－0804
佐賀県佐賀市神野東四丁目７番３号 
佐賀県労働会館１Ｆ

TEL ： （0952）32-1243
FAX ： （0952）32-1224
営 業 ： 月～金曜日  9：00～17：30
　　　 ※土・日・祝日／休業
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