
　新型コロナ２年目も残すところひと月余りだ。第５波の急速
な拡大と９月に入ってからの急速な減少があり、今は非常に落
ち着いた状態になっている。なぜここまで縮小したのか様々
な解説が行われているが、腑に落ちる説明とは言いがたいよ
うだ。未知のウィルスだけに「よくわからない」というのが本
音ではないか。わからなくてもいいので、このまま平穏な状況
が続いてほしいと願っているが、甘い考えだろうか。
　さて、楽しいこと明るいことが少なかった２０２１年だが、こ
の人のニュースにだけは胸躍らせた人も多かったのではない
か。誰あろうメジャーリーグ・エンジェルス所属の大谷翔平選
手である。年末のスポーツ１０大ニュースでは、松山選手のマ

スターズ優勝や笹生選手の全米女子オープン優勝、はたまた東京オリ
ンピックでの日本選手のメダルラッシュなどを押しのけて、大谷選手の
二刀流の活躍が第１位になるに違いないと確信している。投げて打って
走っての活躍はまさに「マンガ」の世界を地で行くようだった。大谷選
手の魅力は、超人的なプレースタイルにとどまらず、笑顔や紳士的なふ
るまい、グラウンドのごみを拾う姿なども注目された。
　ＭＶＰは確実という声もあるが、仮に取れなくても経済指標や政治家
の信頼度、情報公開の透明性、ジェンダー平等などで日本のランキング
が低迷する中、誇らしい気持ちを我々に持たせてくれたことだけでも、
ＭＶＰ以上の価値があったと思っている。来シーズンの「ビッグフライ！
オータニサーン！」のアナウンスが楽しみだ。　　　　　　　　（Ｓ・Ａ）
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第109回  2021年 12月12日（日） 午後１時～４時
第110回  2022年   1月16日（日） 午後１時～４時
＊2022年2月以降も日曜日に開催します。

0120-931-536
無料法律相談会開催日程 （事前予約が必要）

　伊万里地区労福協は、７月１６日（金）に伊万里市民センターにおいて地区総会を開催しました。
　各議案の確認、承認をいただき活動を開始した訳ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い、計画していた「ボウリング大会」「ミニバレーボール大会」は中止となりました。現状の落ち
着いた感染状況が継続してくれれば、１２月に予定している「ガーデニング教室」は開催出来ると
考え、準備を進めているところです。
　今後、自治体への要望書の提出を行い、これまで中止にしたイベントを復活開催出来るか、コロ
ナウイルスの感染状況を注視しながら活動を進めて参りますので、伊万里地区労福協の活動への
参加とご協力をお願い致します。

● ● ● ●伊万里地区労福協活動報告●● ● ●

佐賀県の最低賃金が改定されました

令和3年１０月6日から   時間額821円29円ＵＰです!問い合わせは、佐賀労働局または最寄りの労働基準監督署へ

　10月22日（金）、10時から県庁新行政棟11階7号会議室において、県知事への要望
書を提出しました。要望書は労福協、佐賀労済生協及び生協連より8項目（20点）の
要望で、令和4年度予算編成及び県政への反映を求めています。
　要望書の提出は、労福協、事業体から4名が出席し、県より寺島産業労働部部長を
はじめ、産業人材課を含め5名で対応いただきました。
　労福協より井手理事長、また、県から寺島産業労働部長よりそれぞれに挨拶を受け、
事務局より具体的な要望事項について主旨説明を行いました。尚、要望に対する回答
を12月中旬に予定しています。 

1． 佐賀県労福協への活動補助金について
2． ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成と協同組合の促進・支援
3． 大規模災害時の安全・安心の確保
4． 格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化について
5． 消費者政策の充実強化
6． 安心・信頼できる社会保障の構築
7． くらしの安全・安心の確保
8． 「ライフサポートセンターさが」の県民への広報・宣伝について

　地域勤労者とその家族の生活全般にかかわ
る様々な課題に対して、その解決をめざす事
業の確立、助け合い・支え合う共助の福祉型
社会の実現に向け、労福協は「共助」の役割
を発揮しながら協働の運動づくりを押し進め、
勤労者の福祉の増進に努め、持続可能な社会
づくりに積極的に取り組むことを主旨として
います。

要望書を提出する井手理事長要望書を提出する井手理事長

県知事への要望書提出

・・・・・・・・・・・・・・・・・県知事への要望事項・・・・・・・・・・・・・・・・・
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九州ろうきん

消費者講座を開催しました！！
佐賀女子短期大学と佐賀大学にて

　翌10月22日（金）には、連合佐賀提
供講座の一環として、佐賀大学において
『賢い消費者になるために』をテーマに
成富職員が講義を行いました。
　新型コロナウィルス感染拡大防止のた
めリモート講義となりましたが、上記講
義内容に加え、具体的な詐欺・悪徳商法
の事例を紹介し、被害にあった場合の対
処についても説明を行いました。

　10月21日（木）に佐賀女子短期大学において、1年生を対象とした『家計の基礎を
学ぶ』をテーマに講義を行いました。
　佐賀県本部の成富職員が講師を務め、ローンやクレジットの仕組み、ライフイベン
トにかかるお金の試算などを紹介し、家計管理の大切さについて説明しました。
　また、民法改正に伴い、成人年齢が18歳に引き下がるため、契約やクレジットカー
ドの利用における注意点についても説明を行い、『生活に直結するお金の知識にアン
テナを張ろう！また、お金のトラブルに巻き込まれたり困ったときは一人で悩まず、
家族や消費生活センター等に相談
を！』と呼び掛けました。
　受講した生徒からは、「クレジッ
トカードは便利だが、使い方を間違
えると怖い。計画的に適切に使用す
ることの大切さを学んだ。」「今ま
で親に頼ってばかりだったので、知
識を得ることができて良かった。」
との感想がありました。

学生や若年層組合員向けの消費者講座をご希望の場合は、
九州ろうきん佐賀県本部までご相談ください。

九州ろうきんでは、消費者教育の一環として学生向けの講座を開催しています。
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お申し込み
資料請求は
WEBで簡単！

最高3億円 最高1億円

生活保障アドバイザ－が、
ご自宅や職場にお伺いします。
共済ショップ佐賀店 まで
ご連絡ください。
※訪問エリア、日時によっては訪問できない
　場合があります。

忙しくて窓口まで
行けない・・・

家事や育児で
外出できない・・・

そんな方には!

自転車事故の賠償はもちろん、
日常生活にひそむ 「まさか」 にも
備えることができます。

個人賠償
法律上の損害賠償責任を
負うとき（国内のみ）
※示談交渉サービス付き

最高3億円保障
内容

買い物中に
商品を壊して
しまった

飼い犬が他人に
けがを負わせた

水漏れして階下の
他人の家に損害を

与えた

共済ショップ佐賀店

国道264号線
セブンイレブン

志田病院

佐賀共栄銀行本店

駅
賀
佐
至

川
大
至

片田江バス停

佐賀柳町郵便局

佐嘉神社

至県庁

〒 840-0054 佐賀市水ヶ江2-2-19

☎0952-41-1331
佐賀店

佐賀市営・昭和・祐徳・西鉄の各バス
「片田江バス停」下車徒歩3分。
駐車場有り。

※第2・4以外の土曜・日曜・祝日・年末年始は休み

月～ 金  9:00～17:00
第2・4土曜 10:00～16:00

営業
時間

（佐賀県労働者共済生活協同組合）
佐賀推進本部

ご存知ですか？

マイカー共済の掛金

住まいの保障 くるまの補償

火災共済・
自然災害共済の掛金

個人賠償責任共済
火災共済に30口以上加入している場合にセットできます。

火災共済・自然災害共済の掛金は加入内容によって異なります。

月払
掛金200円 

　 

自転車賠償責任補償特約
※ 自転車賠償責任補償特約は、

自転車事故の賠償に限定しています。

月払
掛金110円 単独での加入は

できません。

月払
掛金200円 

他基本タイプにプラス！+ プラス！

+
プラス！

+

こくみん共済 coop
公式キャラクター ピットくん努力義務化されました。

自転車賠償保障への加入が
2021年7月から佐賀県の交通安全に関する条例で、

日常にひそむ「まさか」はこんなにも！

人の保障

自転車事故による高額賠償が増加しているため、
全国で自転車賠償保障の加入義務化が進んでいます。

自転車事故で歩行中の女性と衝突
障がいが残るけがを負わせる事故に・・・

※2013年7月神戸地方裁判所

事例

9,521万円の賠償命令
基本のタイプに個人賠償保障をプラスして

こくみん共済 coop なら

もしもの高額賠償に
備えることができます！

※マイカー共済の「自転車賠償責任補償特約」は対象となりません。

入院から重度障がい・
死亡まで幅広い保障

900円月払掛金

4121V001 こくみん共済 coop ＜全労済＞からのお知らせ

※ここに記載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。ご契約の際は「パンフレット」「ご契約のてびき（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご覧ください。

1,000円月払掛金

ご自身のけがに
備える保障
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勤労者旅行会からのお知らせ
トラベルクーポン（旅行券）を払戻しいたします！

◆ 払戻しを行うトラベルクーポン（旅行券）の発行法人
一般社団法人佐賀県労働者福祉協議会（勤労者旅行会）

◆ 払戻し対象となるトラベルクーポン（旅行券）の種類
紙型：1,000円券、5,000円券、10,000円券の3種類

◆ 払戻しの申出期間（延長）
令和5年3月31日（金）まで

　 

◆ 申出方法
勤労者旅行会へ、電話にて連絡を願いいたします。
勤労者旅行会より、急ぎ払戻しに関する書類を送付いたします。
必ず、未使用のトラベルクーポン（旅行券）の返送が必要となります。

◆ 払戻しの方法
お客様のご希望の金融機関ロ座に、未使用のトラベルクーポン(旅行券)額面金額
を払戻しいたします。（ゆうちょ銀行は除く）
　但し、令和4年4月より、払戻し手続き費用の一部をお客様にもご負担をお願いし、
トラベルクーポン(旅行券)払戻し手数料として1件につき550円（税込）を徴収させて
いただきますので、早めのお手続きをお勧めいたします。

ニュース・ワードニュース・ワードニュース・ワード
働く高齢者

　総務省がこのほど公表した高齢者の人口推
計によると、65歳以上の就業率は25.1%とな
り、高齢者の「4人に1人」が働いていること
がわかりました。
　2015年の国勢調査を基に推計したもの。
65歳以上の人口は3640万人で、日本の総人
口に占める割合（高齢化率）は29.1%と、過
去最高になりました。高齢化率は世界第1位で
す。高齢者の就業者数は906万人とこちらも
過去最高。25%を超える就業率は主要7力国
（G7）でトップです。
　就業者全体に占める高
齢者の割合も過去最高の
13.6%に。「老後には2千
万円必要」とされる中、
働く高齢者は今後も増える
とみられます。

（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

払戻しに関する申出および
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

※当該申出期間内に申出をいただかなかったトラベルクーポン(旅行券)の保有者は
　当該手続きから除斥されます。
　令和5年4月以降は、払戻しできませんのでご注意願います。

払戻しのトラベルクーポン
（TRAVEL COUPON）

見本

見本

見本

見本

見本

見本

※一部クーポンのデザインが変更に
　なっている場合があります。

下記の通り、未使用のトラベルクーポン（旅行券）を払戻しいたしますので、
申出期間内に手続きをお願いいたします。
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