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発行人／佐藤 寛人

新年あけまして おめでとうございます
生きていく存在であるとも言われています。
このもともとのことが、この間一部の人間が跳梁
跋扈したことに加えて、コロナウイルス感染拡大に
よって、人間の絆が「分断」され、
「自分さえよければ」
一般社団法人
と欲望が蔓延してもおかしくない状況が作り出され
大分県労働者福祉協議会
ました。
理事長 佐 藤
寛人
そもそも人間の幸福は、
「奪い合う」ものではなく、
「分かち合う」ものです。「悲しみ」を「分かち合う」
明けましておめでとうございます。会員の皆様を ことができれば、悲しみを分かち合ってもらった者
はじめ、構成組織の組合員・家族の皆様に謹んで新 だけでなく、悲しみを分かち合った者も幸福を実感
春のお慶びを申し上げます。
することができます。人間が幸福だと実感する時は、
この 2 年間、新型コロナウイルスの感染拡大は、 自己の存在が他者にとって必要不可欠な存在だと実
国民生活を一変させ、格差や貧困、社会の分断、コ 感できた時です。
ロナ差別を引き起こし、将来を見通すことができな
私たちは、人と人のつながり、人と人との真の絆
い不安・不満な状況をつくりだしています。
を大切にし、貧困や社会的排除を許さない社会を展
また、日本社会のセーフティネットの脆弱さを浮 望し、一人ひとりの組合員の声に耳を傾け、街角に
き彫りにしたことからも、公的支援の強化を求め、 こぼれるつぶやきに耳を傾け、「声なき声」の代弁者
安心して暮らせる社会にむけて継続的な取り組みが として、
「助け合い・支え合い・お互い様」という価
重要となります。引き続きのご理解・ご協力をお願 値を肝に銘じ、正々堂々と進んでいきましょう。
そして、すべての働く皆さんとともに、「連帯・協
いいたします。
さて、人間はもともと暖かい手と手をつなぐ生き 同でつくる安心・共生の福祉社会」の実現、「働くこ
物と言われています。また、悲しみを「分かち合い」、 とを軸とする安心社会」の実現に向けて、今年もと
優しさを「与えあう」共同体的人間関係を形成して もにがんばりましょう。

2022年

年頭あいさつ

2022年度大分県当初予算に関わる要請書を提出しました！
大分県労福協は、労働者福祉に関わる2022年度大分県予算編成に向けた要請行動を
11月19日（金）、大分県庁本館・71会議室において大分県労福協四役を中心に行いまし
た。大分県労福協・佐藤 理事長が要請書を大分県商工観 光労働部・髙濱部長に手渡
し、滝口専務 理事より大分県労福協関連15 項目（多重債 務対 策、ライフサポートセン
ター、奨学金問題など40点）を提起。引き続いて、福祉事業団体から2項目の要請趣旨の
説明の後、髙濱商工観光労働部長より要請書に関する口頭回答の後、意見交換会を行
い、12月17日（金）までに文書による回答を求めました。

佐藤理事長(右側)から髙濱部長(左側)へ要請書を提出

2021年度リーダー育成研修会の開催！ 〜労働者福祉運動のリーダーとして理解を深める〜

講師

石山純恵氏

労働相談

大分県労福協は2021年12月18日（土）大分市中央町ソレイユ7F「カトレア」において、
「2021年度リー
ダー育成研修会」を会員団体(連合大分・労働団体、労働金庫・こくみん共済coopをはじめとする福祉事業
団体)・地区労福協から65名が参加する中で開催しました。本講座は、労働運動・労働者福祉運動の理念・
歴史の伝承者として、職場や地域で労働運動・労働者福祉運動のリーダーの育成を図ることを目的に行いま
した。講師に(株)クリフ代表の石山純恵さんを迎え、
「ひとり一人が輝くために〜女性活躍〜」と題して講演
が行われ、参加した会員団体・地区労福協の役員、組合員、職員は熱心に耳を傾けていました。
生活相談

法律相談

福祉・医療相談

消費生活相談 一人で悩まない、あきらめない、まずは相談を！

大分地区ライフサポ−トセンター 別速杵国東地区ライフサポ−トセンター
県ライフサポ−トセンター
大分県労福協ホームページ
（大分・由布エリア）
（別府・杵築・国東・日出エリア）
（県北・県南・豊肥・久大エリア）
http://oita.rofuku.net/ ☎097-538-3155（平日9時〜5時） ☎0977-26-3155（平日9時〜5時） ☎097-538-3211（平日9時〜5時）

労福協
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大 分 県 商 工 観 光 労 働 部

だより

労政・相談情報センターの労働相談のご案内

◎出張労働相談
◆毎月１回、県内を巡回し、労働相談会を開催します。
◆弁護士、労働基準監督官などが無料で相談をお受けします。
◆来場できない方は電話相談もできます。
◆１月27日（木） 大分会場
J:COMホルトホール大分 201会議室
受付時間 13時00分〜16時00分
※弁護士相談は予約が必要です。
◆２月24日（木） 別府会場
｢あす・べっぷ｣ ２Ｆ 会議室・研修室
受付時間 13時30分〜15時30分
◎労働なんでも相談
◆労政・相談情報センター職員が相談をお受けします。
◆来場できない方は、電話相談もできます。
◆１月13日（木） 由布会場
由布市役所本庁舎 １F 多目的協議室
受付時間 11時00分〜15時00分
◆１月21日（金） 竹田会場
竹田温泉「花水月（はなみずき）」１F 会議室
受付時間 11時00分〜15時00分
◆２月 9日（水） 国東会場
国東市役所本庁舎 ２Ｆ 206会議室
受付時間 11時00分〜15時00分
労働問題のご相談・お問合せは
◎労働相談専用電話
固定電話からは フリーダイヤル ０１２０-６０１-５４０
スマホ・携帯からは TEL ０９７-５３２-３０４０

労福協クイズ

簡単な問題ですのでふるってご応募ください。

❶
❷
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出 前 講 座 い たし ま す

▼大分県労政・相談情報センターでは、労使問わず、フ
リーランスで働く方も、労働に関する諸問題や法令につい
て、無料で出前講座を実施しています。
（講座内容の例）
●働き方改革に伴う労働関係法令の改正について
●職場のハラスメント防止対策について
●労働相談の事例からみる職場の労働問題
▼出前講座を希望される方は雇用労働政策課 労働相談・
啓発班までご連絡ください。
TEL ０９７-５０６-３３５３
●詳細は雇用労働政策課ＨＰ（おおいたの労働）をご覧
ください。
おおいたの労働

最低賃金が改定されました
●大分県最低賃金 822円［時間額］ 【効力発生日】令和３年10月6日
●大分県特定最低賃金［時間額］
業

種

最低賃金[時間額]

鉄鋼業

981円

非鉄金属製造業

936円

電子部品･デバイス･電子回路､電気機械器具､
情報通信機械器具製造業

864円

自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業,舶用機関製造業

894円

自動車
（新車）小売業

872円

各種商品小売業
※改正がおこなわれないため、
大分県最低賃金が適用されます

822円
【効力発生日】令和３年12月25日

読者からの声
毎月多くの読者の皆さんからご意見・ご感想をいただい

こくみん共済coopの理念とは何でしょうか
ておりますのでご紹介します。
今後も多くの読者の声を
「みんなでたすけあい、豊かで〇〇できる社会づくり」 お聞かせ下さい。
楽しみにお待ちしております。 編集部
① 共存
② 安心

●ウォーキングの効果、身体だけの効果以外に心への効
果もあるんですね、勉強になりました。 (宇佐市・男性)

ろうきんは、ATM利用1回ごとに、
〇円をピンクリボン運動へ支援しています。
上の〇に入る数字をお答えください。

応 募 ・ハガキに、①・②の答えを書き、住所、氏名、
職場名を明記して下記までご応募ください。
方 法
・応募締切：2022年1月31日
（月）
（当日消印有効）
・正解者の中から抽選で10名の方にクオカード
をお送りします。
・当選者発表は、3月１日発行163号紙面にて。
あ て 〒870-0035 大分市中央町4丁目2番5号
ソレイユ6F
先
一般社団法人 大分県労働者福祉協議会編集委員会
◎『福祉ひろば』へのご意見ご感想などお寄せ下さい。

第 回
︵ 号︶
労福協クイズの答え

奨学金
② 2︐
000歩

号第 回労福協クイズに多数の
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①
②

応募をいただきまして誠にありが

名の方が当選されまし

とうございました︒
厳正な抽選の結

果︑次の

た︒
また︑
貴重なご意見・ご感想をい

＝敬称略＝

︶

ただきありがとうございました︒

豊後大野市

︶

豊後大野市

河野 充子
︵大分市︶ 森永 祐貴
︵佐伯市︶

︵
︶ 高畑 洋介

豊後大野市

後藤 光希
︵佐伯市︶ 伊東 和恵
︵

菊池 悦子
︵

小島 翔太
︵日田市︶ 衛藤 君子
︵大分市︶

伊東 多吉
︵佐伯市︶ 加納 友子
︵佐伯市︶

10
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118
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●ウォーキングの記事は大変参考になりました。最近寒く
なり休みがちですが、早朝に夫婦で約40分間のウォー
キングをしています。
「 継続は力なり」
ですね。
(大分市・女性)
●私は「レゾネイト」
がとっても気に入っており、来月も泊まり
に行きます。雄大な自然の中で「離れ」のコテージのよう
な部屋。食事もとっても美味しくてスタッフのサービスも
行き届いています。迷っている方は是非、行ってみてくだ
さい。
(豊後大野市・女性)
●奨学金を借りなければ学校に通えないが、卒業と同時
に多額の借金を背負うという現状。
これからの子ども達
に何とかしてあげられる社会になって欲しいです。
(豊後大野市・男性)
●新型コロナウイルス感染が2022年1月中旬に第6波の
ピークを迎えると予測されています。
これから忘年会等
で飲食の機会が増えると思う、引き続き感染対策を徹
底していきたいです。
(大分市・女性)
この他にもご意見ご感想をいただいていますが、紙面の都合で
割愛させていただきます
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こくみん共済 coop＜全労済＞大分推進本部 ☎097-548-5552
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掲げた目標の目標達成をめざし、大分推進本部ならびに

新年のご挨拶
こくみん共済 coop大分推進本部 本部長
大 分 県 総 合 生 協 理事長

小畠

三利

（おばたけ

みとし）

新年明けましておめでとうございます。

本部・九州統括本部の実行計画・推進施策を実行してい
るところです。
とくに「組合員・協力団体・地区推進委員会」の満足
度を高めつつ、「お役立ち」と「共創」の視点を取り入れ
た「新しい生活保障設計運動」をさらに強化し、運動と
事業への参加拡大につなげていけるよう取り組みをすす
めています。
また、継続した社会課題への取り組みとして、協同組

皆さまにおかれましては、健やかに新年を迎えられた
こととお慶び申し上げます。

合らしさを追求し、「こどもの成長応援プロジェクト」や
「7 歳の交通安全プロジェクト」をはじめ、推進活動や地

旧年中は、こくみん共済 coop＜全労済＞大分推進本部
ならびに大分県総合生協グループの事業に対し、格別の
ご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

域と連動した取り組みを展開しています。
今後もこくみん共済 coop が社会になくてはならない
存在であり続けるために、こくみん共済 coop 大分推進

昨年は、一昨年からの「新型コロナウイルス感染症」 本部・大分県総合生協の役職員が一丸となって努力して
が終息を見せず、私たちの生活を脅かし続けてきました。 まいりますので、皆さまのより一層のご理解とご協力を
私どもも新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と重

お願い申し上げます。

要業務の継続を図るため、店舗営業時間の短縮、訪問自

むすびに、協力団体と組合員の皆さまにおかれまして

粛等を実施し、多くの協力団体と組合員のご理解を得な

は、本年もご支援とご協力をお願い申し上げますととも

がら推進活動を展開してまいりました。

に、皆さまにとってより良き一年となりますことを心か

2021 年度はこくみん共済 coop New-Zetwork【中期
経営政策】（2018 年度〜 2021 年度）の最終年度として、

【4421Z002】

らご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

「たすけあいの輪をむすぶ」
こくみん共済 coop は、
次のステージへ

公式キャラクター
ピットくん

「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神に
もとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨
に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済
制度をご利用いただけます。

こくみん共済 coop＜全労済＞ホームページ https://www.zenrosai.coop

(4)

第 162号

総合生協 【住宅事業部】☎097-574-5518 【旅行センター】☎097-548-5515
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１．旅行センターの活動内容
総合生協は組合員の皆様のご予算、ご希望に合わせた各種プランをご提案致します。出張、会議、各種研修、職場旅行や
家族旅行、ご宴会の手配など…ご予約、お問い合わせは係員までお気軽にどうぞ♪ ☎097-548-5515
❶ 旅行センターおすすめ
❷ 旅行センターおすすめ
飛行機で行くUSJプラン
部屋食・個室食ができるお宿プラン

「旅行」、
「住宅」、
「駐車場」の
情報を見やすく掲載してい
ます。是非、
ご覧ください。
ホームページアドレス
http://www.sogoseikyo.jp

感染症対策をしっかり行い、安全・
安心のご旅行をご案内いたします。
ご褒美やプチ旅行に各地へ足を運
んでみるのはいかがでしょうか？
生協法に基づき、非組合員様のご利
用時には組合員出資金が必要とな
ります。尚、組合脱退時に出資金は
ご返却致します。

２．住宅事業部の活動内容

❶分譲部門
別 府 市「 新 別 府 」5 区
画、大分市「津守分譲地」
2区画を分譲中です。詳
細についてはお問い合わ
せください。

❸管理部門
❷リフォーム部門
（日中最大800円）
水廻りやクロス貼替、屋根・外壁の 【時間貸し】 8時から18時まで40分100円
18時から8時まで60分100円
（夜間最大500円）
外部塗装など様々なリフォームを扱っ
ています。
【プリペイドカード】
お客様のご要望にあったリフォーム 割安なプリペイドカードもあります。
プランをご提案させていただきますの 10,000円券を7,400円、
5,000円券を4,300円で好評販売中。
で、
お気軽にお問い合わせください。

総合生協ホームページ

http://www.sogoseikyo.jp
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県生協連

☎097-527-4056

新年のご挨拶
大分県生活協同組合連合会
会長理事 青 木
博範

明けまして、おめでとうございます。新年を迎えるに
あたって、連帯と協同組合間連携を推進する立場か
ら、一言ご挨拶申し上げます。
大分県生協連に加盟している会員生協では、２０１
５年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開
発目標（ＳＧＤｓ）」で掲げられた“誰ひとり取り残さな
い、誰もが安心してくらし続けられる地域社会の実
現」に向けて、全国の生協と一緒に「コープＳＤＧｓ
行動宣言」を特別決議し、７つの目標に取り組んでい
ます。その目標は、
「持続可能な都市」
「つくる責任、
つかう責任」
「健康・福祉」
「貧困をなくそう」
「平和」
「エネルギー・気候変動」
「ジェンダー（平等）」で
す。
地域が抱えている課題は、生協だけで解決するも
のではありません。自治体はもとより、ＮＰＯ法人など
の地域諸団体と連携していくことが何より大切になり
ます。大分県生協連には、地域購買生協だけでなく、
職域生協、医療・福祉生協の１２生協が加盟してお

2022年１月１日
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り、
くらしのさまざま分野で事業や活動を展開してい
ます。これらの事業や活動を効果的に活かしていくに
は、組合員だけでなく、地域社会からも、生協に対す
る深い理解と温かい支援が欠かせません。みなさま
のご支援をよろしくお願い致します。
2020年１月に発生した新型コロナウイルス感染症
の影響は全世界に及び、日本も医療及び経済活動に
大きな打撃を受け、生協も医療生協や大学生協等が
大きな影響を受けました。2021年度からワクチン接種
が開始され、9月以降は沈静化の様相を見せているも
のの、変異ウイルスへの対応は未知であり、引き続き
ウイズコロナの暮らしを余儀なくされています。。
また、地球温暖化に伴う気候変動が大きく影響し、
台風の規模も頻度も増え続け、地震や津波などと併
せ、大規模な災害は毎年のように発生しています。大
分県生協連では、大分県と「大規模災害時における
応急支援物資の調達に関する協定」を締結し、災害
時の復旧支援、復興支援活動にも参加しています。県
行政とは、平時からの関係を強化し、災害時に役立つ
関係性を構築していきたいと考えています。
最後に、大分県生協連と最大の友好関係である大
分県労働者福祉協議会とは、これまで以上の関係を
築き、大分県民のみなさんから、高い支持と厚い信頼
が得られる団体になりたいと願っています。今年も一
年、どうぞよろしくお願いいたします。

第３２回県生協連スポーツ交流会
（ボウリング大会）
を開催
会員生協間の交流を深めることを目的に毎年スポーツ交流会を開催し
ています。2021年度もボウリング大会を継続し、新型コロナウイルス感染
予防措置を講じるとともに、参加規模を縮小（１レーン２人制）して、
2021年11月20日(土)に大分市明野OBSボウルで開催、11会員生協から
53名が参加しました。
全員に飲物と参加賞を配布し、県生協連河原専務理事の開会挨拶、
始球式の後、一人２ゲーム合計点の個人戦を行い、県医療生協の吉光さ
んが初優勝、１位〜５位、５飛び賞等で16人が入賞しました。表彰式は、
新型コロナウイルス感染予防のため各会員生協の代表者とし、例年の歓声がない寂しいものとなりましたが、
参加者からは、
「コロナ禍の中、楽しく交流できました、来年も是非開催してほしい」との声をいただきました。

今後の活動予定
１．地域消費者フォーラムin佐伯の開催(主催〜大分県・県消費者団体連絡協議会)
日時・場所

講演・講師

2022年１月１８日(火)10時〜12時

佐伯市・さいき城山桜ホール 参加規模約６０名

「消費者被害防止講座」 講師〜宮田健二氏(元福岡県警察官・福岡市生活安全対策主幹)

２．第２７回大分県生協大会の開催(主催〜大分県生活協同組合連合会)
日時・場所

講演・講師

2022年２月２５日(金)14時〜16時

大分市・ソレイユ7階

参加規模約７０名

「ＡＬＰＳ処理水海洋放出の問題と今後の対応」講師〜宍戸義広氏(コープふくしま副本部長)
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みんなで予防

新年のごあいさつ

〜感染症対策〜

大分県勤労者医療生活協同組合

理事長

山

本
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真

インフルエンザやノロウイルスなど、毎年冬に

ほか役職員一同

なると流行しやすい感染症があります。

冬に感染症が流行しやすい理由は、まず気温と

明けましておめでとうございます。

湿度が考えられます。低温・低湿度を好むウイル

会員の皆様には謹んで新春のお慶びを申し上げま

スにとって、寒く、空気が乾燥する冬は最適な環

すとともに、旧年中に賜りました大分県勤労者医療
生協へのご支援に対し深く感謝申し上げます。

境です。さらに、空気が乾燥していると、せきや

さて、2019年末から新型コロナウイルス感染症の

くしゃみの飛沫が小さくなり、飛沫に含まれたウ

流行が始まり、そして「コロナ禍」と言われるように

イルスが遠くまで飛びやすくなります。

なって2年が経過しようとしています。この間、繰り

一方で、冬は寒さのため人の免疫力が低下しま

返される緊急事態宣言や、まん延防止措置により、皆

す。また、外気の乾燥に加えて、夏場ほど積極的

様の生活にも大きな影響があったのではないでしょ

に水分をとらなくなるため、体内の水分量も少な

うか。特に日本の医療業界における2021年は、新型コ

くなりがちです。結果、体内外の乾燥によって、

ロナウイルス感染拡大第3波にはじまり、第4波、さら

本来は粘液でウイルスの侵入を防いでいる鼻やの

に第5波においては過去最大の感染者数となり、
「感

どの粘膜が傷みやすくなり、ウイルス感染を起こ

染防止対策の徹底」と「医療提供体制の確保」に追わ

しやすくなります。

れた１年でした。
大分県勤労者医療生協においても、会員皆様や地
域の皆様のいのちと健康を守るため大分協和病院、
佐伯診療所それぞれにおいて、発熱外来患者の対応、

基本的な感染対策として

● 手洗い

ＰＣＲ検査、新型コロナウイルスワクチン接種に積
極的に取り組んだ１年でした。安心と信頼できる医
療・福祉活動を将来にわたって提供していくために
は、今、皆様とともにこの厳しい状況を乗り越えてい
かなければならないと思っています。
そして、2022年ですが、昨年大分県勤労者医療生協
は皆様に支えられて創立40周年を迎えることがで
き、本年は創立50周年に向けて歩みを進めることと

● せきエチケット
● うがい
● 換気・湿度管理

なります。少子化による人口減少、人生100年時代と
いわれる超高齢社会による医療・福祉を含めた社会
保障制度や年金制度の動向など課題は山積していま
すが、われわれも時代に即した医療体制・福祉体制を
構築していかなければならないと考えています。
「働く者の命と健康を守るとともに、通常の医療が
充分いきとどかないといわれる労災職業病や難病患
者を守る砦になる」という理念のもと、さらに協同の
輪を広げ、大分県勤労者医療生協の発展に努力して
まいります。
引き続き皆様にはご指導、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げますとともに、会員そしてご家族皆
様にとってよき一年となりますよう心より祈念申し
上げ、新年のご挨拶といたします。

などがあります。また、インフルエンザウイル

スが体内に入ったからといって必ずしもインフル

エンザに感染するわけではありません。インフル
エンザに感染するかどうかは、免疫力によっても
左右されます。

規則正しい生活（バランスの取れた食事に十分

な睡眠。適度な運動）をおくって免疫力を高める。
これが最も効果的で、最も難しい感染対策かもし

〜平和と暮らし、
いのちと健康を守ろう〜 れませんね。

勤労者医療生協ホームページ

http://oitakyowa-hp.org/
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新年のご挨拶
九州労働金庫
本部長

あけましておめでとうございます。会員の皆様方

大分県本部

山本

新彦

労働者のための金融機関として、労働者個人のみ

には健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上 ならず、社会的課題の解決に貢献しようとする姿
勢を貫いています。例えば、ATMの利用1回ごとに

げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
九州労働金庫は、九州の7金庫が統合し、昨年

1円をピンクリボン運動（乳がんに対する啓発キャ

オレンジリボン運動（児童
10月1日で、設立20周年を迎えました。
これまでの ンペーン）に寄付したり、
皆様のご愛顧に感謝し、
「 九州ろうきん20周年感

虐待防止）に協力したり、児童養護施設への寄付

謝祭」を実施。
また「九州ろうきん20周年特別金 をしたり、社会課題に向き合うNPO団体への助成
という活動に象徴されています。
もち
利 」を設 定し、
「カーライフローン、教 育ローン、
リ 金を贈ったり、
ろうきんを利用する方々のご
フォームローン」においてキャンペーンを実施しまし ろんこれらの活動は、
た。
（なお、
「 感謝祭」は1月31日まで、
「 特別金利

理解とご協力の賜物であり、同時に利用する方の

であります。
これまで、幾度かの困難
キャンペーン」は3月31日までですので、
この機会 「意思の反映」
「ろうきん」が健全経営を継続
にぜひ「ろうきん」にご相談ください。）
コロナ禍で、 を乗り越えながらも、
周知に時間がかかっていましたが、おかげさまで できていますのは、労福協に集う労働者の皆様を
多くの皆様に認知されご利用いただいております。 はじめ多くの市民の「世の中のため・未来のため」
「意思の継続」があるからです。
また、2018年度から始めた「奨学金借り換えロー を思う
ン『つなぐ』」
も今年で5年目を迎えます。
まだまだ

新型コロナウイルスの感染拡大、自然災害の増

潜在するニーズを含めて、改めて周知活動に力を 大、人口減少等々、今後も懸念される事象はなく
入れて、多くの方の生活支援につなげたいと思い ならないでしょうし、超低金利状況、世界経済の動
き、地球環境問題、急加速するデジタル化への対

ます。
2022年は、
「 大分県労働金庫」創設から、70周

応など今日的課題も山積しています。
それでも、今

年を迎えることになります。
「ろうきんの理念」の冒

年も
「ろうきん」は「自分以外の誰かのために」役に

頭に、
「ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協

立つ福祉金融機関としての使命を果たしてまいり

同組織の福祉金融機関です」
「ろうきんは、経済・ ます。
福祉・環境・文化にかかわる活動を促進し、共生

2022年が会員組織並びに組合員とご家族の皆

社会の実現に寄与することを目的とします」
とある さまにとって、幸多からんことを祈念申し上げ、年
ように、設立以来一貫して、労働者の労働者による 頭の挨拶といたします。

九州労働金庫ホームページ

https://kyusyu-rokin.com/
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新年のごあいさつ
2022年初頭にあたり 謹んでご挨拶申し上げます。
大分県労働者福祉協議会に結集する皆様には、
日頃より多大なるご支援をいただいてまいりました。
あらためま
して衷心より御礼申し上げます。
大分県総合生協グループの公益財団法人「やすらぎ霊園」
は、
どなたでもご利用いただける開かれた霊園です。
開放感あふれる公園墓地をテーマに、四季折々の草花が季節の訪れを告げてくれます。高齢者や車椅子の方
も安心してご利用いただけるバリアフリー、
お墓のすぐそばまで、
お車で乗り入れいただけます。
自然と調和のとれた墓地造成を基本として、花木・樹木を多く植栽し、緑化に努めています。
さまざまなお客様のニーズにお応えするために、規格墓地・自由墓地・なごみ・花の墓地・樹木墓地・芝生墓地・
納骨堂・永代供養墓をご用意しています。水場や休憩舎など、充実した施設と安心の管理体制です。
どうか、本年も倍旧のご支援を賜わりますようお願い申し上げます。
おわりに、本年が皆さまにとりまして幸せの多い一年となりますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

「やすらぎ霊園」役職員一同

ご成約
・ご紹介
キャンペーン
展開中!!

❶
特典

ご紹介いただいた場合は、ご紹介者に

❷
特典

ご契約いただいた場合は、ご紹介者・ご契約者に

「クオカード」プレゼント

「ギフトカード」プレゼント

さらに、お墓などを期間限定の「特別価格」でご提供！！ 2

28まで!

やすらぎ霊園では今、お墓に関する「ご成約・ご紹介キャンペーン」を展開しています。
親戚や友人・知人等あなたの周りにお墓を建てたい方や納骨したい方などおられましたら、
ぜひやすらぎ霊園をご紹介ください。お墓に関することでしたら、どんなことでもお受けします。
＊ ご紹介の受付期間は、2月28日（月）
までです。
＊ ご紹介は、
やすらぎ霊園窓口や、
お電話、
ＦＡＸで受け付けます。
＊ ご紹介いただいた場合は、
ご紹介者に「クオカード（1,000円）」を進呈します。
＊ ご契約いただいた場合は、
ご紹介者、
ご契約者、
それぞれに「ギフトカード」を進呈します。
＊ ご購入者には、特別価格等の特典を多数ご用意しています。
※ 詳しくは、ＨＰまたは「やすらぎ霊園」までお問い合わせください。
「 や すらぎ 霊 園 」は 、働く仲 間 が 創 った 総 合 生 協 グ ル −プ の 一 員 で す

TEL.
大分市大字竹中字上長谷613-1 ［

097-598-0100

大分市葬斎場入口より２分］

FAX.097-598-0101

詳しくは やすらぎ霊園

