創ろうみんなで夢のある社会

ユニオントラベル福井から
新人スタッフ紹介
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はじめまして
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田 中 泰 成（た
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）
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、職 場を
紹 介させてい
ただきます 。
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至鯖江I・C

・JR福井駅東口からタクシーで約10分
・国道8号線「問屋団地口」交差点から車で約3分
・北陸自動車道福井I.Cから車で約5分

ユニオンプラザ福井
（一社）福井県労働福祉会館
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③

福井市問屋町1丁目35
TEL 0776-26-1828 FAX 0776-21-2886
E-mail／info@union-plaza.jp
U R L／http.//www.union-plaza.jp
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【ヨコ 1】一定の期日に金額を払うことを「約束する手形」の略称は〇〇〇。
【ヨコ 4】豚肉を塩漬けにし、くん製にした加工食品。
【ヨコ 5】いらなくなった紙切れ。
【ヨコ 6】あやまち、失敗。
【ヨコ 8】家人が留守中の家屋に浸入して金品を盗むこと。

2014年度活動方針（抜粋）
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②

年金セミナーの開催

応

募

★
「官製はがき」に①②③④⑤の回答（カタカナ）と「郵便番号・
住所・氏名・職場名・電話番号」を記入し、右記まで郵送し
てください。
抽選で「20 名」の方に 「 500 円分の QUO カード」
をお送りします。

要

1

8
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④

⑤
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①

領

★あて先

〒918-8231

福井県労働者福祉協議会第52回定期総会が5月20日（火）代議員23
名出席のもとユニオンプラザ福井において開催されました。
田中副会長の開会挨拶の後、総会議長に紙屋代議員（県職）を選出、
来賓に福井県産業労働部労働政策課 平林課長並びに福井市労政課 松
浦課長を迎え、労福協山岸会長は、｢安心できる暮らしの実現に向け、
連合福井と共に新たな事業「こころを支える支援事業」を構築すると
ともに、各事業団体との連携・協力により、働く人たちの自主福祉運
動の強化・発展に努めていきたい｣と挨拶を述べました。来賓からご
挨拶を戴いたあと、酒井労福協事務局長の議案提案によりそれぞれ審
議を行い、議事すべて承認されました。次年度方針の具体的な活動や
事業内容について報告します。
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☆☆☆ ヨコのカギ ☆☆☆

「連帯・共同で安心・共生の
福祉社会をつくろう！」
新規 「こころを支える支援事業」を
事業
連合福井と連携へ

駐車場

●東消防署

国道158号線

●●●

ード
ワ
ス
ロ
ク
クイズ
☆☆☆ タテのカギ ☆☆☆

●●●

済生会病院●

ファミリー
マート●

ココ

福井テレビ●

●●●

●●●

N

北陸自動車道

成和グランド

問屋団地口

【タテ 2】靴をみがくこと。
【タテ 3】弾性に富み、絶縁体の性質を持つ物質。
【タテ 4】ぶつかってから、はね返る動き。
【タテ 7】石がくだけてできた細かいつぶ。

福井問屋団地周辺

●北陸電工

●●●

至福井北I・C

GS●

労福協
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〈発 行〉
福井県労働者福祉協議会
〒918-8231 福井市問屋町1丁目35番地
電話（0776）21−5929／ＦＡＸ（0776）21−2252

福井県労福協 第52回定期総会開催

JR福井駅

ユニオントラベル福井の正式な呼び名は、一
般社団法人福井県勤労者旅行センターです。
働く人たちの旅のコンサルタントとして、今
年、４３年目を迎えました。
現在、職員は４名で県内一円の外回りと窓口
を担っています。
近年の旅行の傾向としては、節約型と低価格
型になって厳しい業界と云われていますが、働
く人たちの福利厚生のために宿泊、団体・個人
旅行、研修会やパーティ、イベント、切符、チ
ケット販売などを取り扱っています。皆様のご
要望に応えるべく役割を果たして参ります。
本年１月には旅行積立プラン「癒しの旅倶楽
部」を発売しました。この商品は当社で業界最
大級のサービス額を付けていますので、申し込
まれた方は必ず得をするプランです。この機会
にご加入をおすすめ申し上げますので、お待ち
しております。
私もその一人として微力ではありますが、早
く一人前になって頑張っていく所存です。
引き続き、ご支援とご愛顧を賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。
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Vol.

福井市問屋 1 丁目 35 番地
福井県労働者福祉協議会 クイズ係
★応募締切
2014 年 8 月 8 日 ( 金 ) 必着
★当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

福井県労働者福祉基金協会と連携し、労働者福祉向
上の一環としての「ライフプランセミナー（年金セミ
ナー）」を開催。
①目的
60歳前後の労働者を対象として、複雑化する年金制
度に対する理解を深め、安心で充実したセカンドライ
フを送っていただくことを目的とする。
②実施回数
土曜日もしくは日曜日の午前中に開催、連合福井組
合員を対象としたセミナーを小浜市、敦賀市、丹南地
域、福井市、奥越地域、坂井地域で計6回程度、一般
勤労者を対象としたセミナーを福井市で2回、敦賀市
で１回程度実施。

③提携団体
福井県労働者福祉基金協会、連合福井、福井県社会
保険労務士会 ※個別相談に対応するため、各会場と
も社会保険労務士2名出席。

歴史・理念講座の開催

①目的
労働者福祉協議会および各事業団体の歴史や理念を
学ぶことで運動論や具体活動への理解を深め、事業運
営の発展に寄与する。
②対象
連合福井役職員・連合福井加盟組織組合役職員・事
業団体役職員。
③開催時期
9月下旬を予定 ※併せて、各事業団体の組織や活
動の要点を分かりやすくまとめた「みんなのためのハ
ンドブック（簡易版）」を作成。
（次ページへ続く）
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（前ページより続く）

仮称：こころを支えるネットワーク事業

①目的・背景
平成25年における年間自殺者が2年連続で3万人を切
ったとはいえ、相変わらず高止まりの状態であり、こ
のうち20代から50代までの自殺者が約15,600人、自殺
理由のうち勤務問題と経済・生活問題による自殺者は
約7,000人と発表されている。
これは、昨今の競争社会の激化や行きすぎた効率
化・合理化などの影響によって、多くの職場でメンタ
ル不調者が急増し、うつ病患者は全国で約70万人（厚
生労働省の2011年の調査）といわれている。（潜在的な
患者を含めると約700万人と発表＝日本うつ病学会）。
労福協は、このようなストレス社会を象徴するよう
な調査結果や労働者を取り巻く実情を踏まえ、現在展
開しているライフサポート事業の一環として、連合福
井とともに「働く職場からメンタル不調者を出さな
い」ための新たな事業展開を検討した結果、一定の見
通しが立ったため、労福協および連合福井内での合意
形成を進めるとともに、関連する団体や組織と連携を
はかりながら、2015年4月事業開始を目途に諸準備を
進めることとした。
②活動の柱
○メンタルヘルス不調者を出さないための支援
（対象は当面、連合福井組織内）⇒予防
○不安やストレスを感じる労働者の心のケア支援
（対象は県内すべての労働者）
○重度を除くメンタル不調者の社会、職場復帰支援
（対象は県内すべての労働者）

講演会の開催

労働者福祉協議会と連合福井が合同で行う新たな事
業（仮称：こころを支えるネットワーク事業）に向け
てより広く理解を深めるために下記の講演会を実施。

交流行事

（この講演会は福井県労働福祉会館の10周年記念講演
と協賛）
日 時：2014年9月6日（土）14時〜16時予定
会 場：響きのホール
講演者：精神科医・評論家
京都精華大学 名越康文 特任教授
講演テーマ：こころの健康
（心がフッと軽くなる瞬間の心理学）仮題

サポート事業

①くらしなんでも相談会の充実
今年度より基本的に9月と3月の年2回開催とし、開
催場所と時間は、相談者の利便性を考慮して以下のと
おりとする。
○小浜市（半日開催）、敦賀市（半日開催）、
越前市・鯖江市（会場を統合9時〜16時の開催）、
大野市・勝山市（会場を統合9時〜16時の開催）、
坂井市・あわら市（会場を統合9時〜16時の開催）
○福井市会場（9時〜16時の開催）（今年度から初
めて実施）
各事業団体（労金・全労済・県民生協）の専用ブ
ースを設け、金融、保険、介護等の相談対応を行
う。
②ライフサポートセンター福井・労使相談センター業
務の充実
○メール相談や電話予約による時間外（夜間や土・
日）の対応を実施。
○上記内容を記載した新広告チラシ（3・4ペーシ参
照）を作成し、新聞折り込みやポスティングによ
って周知拡大をはかる。
○県内ハローワーク事務所周辺に電柱広告。
○ホームページの見直しを行う。

労福協主催「家族ふれあいバス旅行企画」
目的

組合員と家族を対象としたレクレーション行事を通じて、
労働者福祉協議会と各事業団体への理解を深め、
協力拡大をはかる

あべのハルカス と 大 阪 満 喫 観 光
実施日：2014年8月3日

補助金あり(最大補助人数120名)

〜8月4日

１泊２日

オプショナルツアーのご 案 内
※詳しい内容はお気軽にお問い合わせください

①なんばグランド花月入場券
②ユニバーサルスタジオジャパン入場券
③お好み焼き「千房」
お食事会場＆とくとくセットメニュー
⑤通天閣入場券
⑥海遊館入場券
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お問い合わせはユニオントラベル福井まで
電話番号

0776-21-2312

受付期間：2014年7月14日
（月）迄
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生協のＰＢ（プライベートブランド）商品である、ＣＯ・ＯＰ商品は、組合員の安全・安心の願いを実現
した商品です。全国でＣＯ・ＯＰ商品が生まれたのは５０年前。でも、まだまだ知らない人が多い。そこで、
良さやこだわりを組合員や地域の方にアピールして、生協商品のファンになってもらおうという取り組
みが「ラブコープ・キャンペーン」です。ハーツには約３，
０００点のＣＯ・ＯＰ商品があります。
ぜひ皆さんもお気に入りのＣＯ・ＯＰ商品を見つけてみてください。

人気の CO・OP 商品紹介

ロングセラー。子供に人気の
ミックスキャロット。紙パッ
クの他、缶・ペットも。

こだわりの国産豚肉１００％
国産ポークあらびきウイン
ナー。

やみつきになる、おいし
さ。ふっくらジューシー
生ハンバーグ。

生協は無着色たらこ・明太
子、本物の味と色をお届け

とりたい栄養を気軽に。人
気の応援食クッキー。

芯のないコアノンロール。
１００％再生紙と環境に優し
い商品。

ＣＯ・ＯＰ商品は、ハーツ７店舗とたんぽぽ便（宅配）でご利用いただけます。職場へのお届けも可能
です。お気軽にご相談ください。
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コールセンター

０１２０−０１６−１６５まで
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福井地区には営業店9店舗＋ローンセンター1店舗がありますが、
今回は福井地区の母店である「福井支店」を紹介します。

店舗開設
1954年11月5日開設 （現店舗建設は2005年5月）
職員構成
職員（職員35名、うち女性25名）
会員 ・間接構成員
95会員／23,131人（2013年9月現在）

“チーム編成で、みなさまのニーズにお応えできるよう相談・提案活動を展開しています”
福井支店では支店地域を構成する会員数 間接構成員数が多いことから、営業職員が担当する会員を基にチ
福井支店では支店地域を構成する会員数・間接構成員数が多いことから
営業職員が担当する会員を基にチー
ムを編成しフォロー体制を確立するなかで、より充実した相談・提案活動の展開をめざしております。今後も
みなさまのニーズにお応えできますよう頑張ってまいりますので、お気軽にお声をお掛け下さい。
各チーム（3チーム）のメンバーは以下の通りです。

【チーム芹川】

【 芹川

関

桑原

【チーム山田】

福岡 】

【 山田

中嶋

水野

【チーム高岸】

杉本 】

【 中山

北川

高岸

血原 】

福井支店職員一同、地域で愛され一番評判の良い店・業績ＮＯ．1店舗をめざします。

インターネット・モバイル

テレフォン

（※Webお知らせ含む）

ろうきん
ダイレクト

インターネット・モバイルバンキングとテレフォンバンキングが1つになり、使いやすさＵＰ！
さらに、「Webお知らせ」サービスで当金庫が発行する各種お知らせを閲覧することができます！

1

2
3

時間を気にせず、ご利用いただけます！
《ろうきん》の窓口があいていない時間や休日で、急に資金が必要になった時でも対応可能！
※サービスの内容やメンテナンス等により、ご利用いただけない日・時間帯がありますのでご了承ください。

どこからでも、お好きな方法で利用可能！
携帯・スマホ、パソコン、固定電話等、好きな方法でご利用出来ます！
※ご利用形態により、利用できるサービスの内容が異なります。

手数料がおトク！
振込手数料は窓口よりも安く、振替手数料は無料！

お申込み方法・・・《ろうきん》キャッシュカードをお持ちの方ならホームページから簡単にお申込みできます！
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