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会

長

橋元

信一

年あけましておめでとうござい

の立場・持ち場で災害の支援にあたる

改めて協同組合や労働者福祉事業の価

ます。

ことの大切さの認識を改めて共有して

値や役割を再認識するとともに、「連

いきたいと考えます。

帯・協同で安心・共生の福祉社会」の

皆様におかれましては、つつがなく

新しい年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
昨年、京都労福協は様々な社会の問

更には、大きな社会問題になってい

実現に向け、私たちが作り上げた事業

る奨学金に対する取り組みも進めてき

団体である、労働金庫・全労済・総合

ました。

会館・勤労者学園・エルユニオン、更

題に対する取り組みを進めてきました。

労働環境的に社会の持続可能性が問

には、労働団体とともに運動の原点で

この間、皆様方の課題解決に向けた運

われるなか、非正規労働者が約半数を

ある「福祉はひとつ」を合い言葉に、

動に対する協力に心から感謝と敬意を

占め、その環境下で次の時代を担い

取り組みを進めていきます。

表します。

様々な舞台での活躍が期待されるべき

京都労福協は、設立60周年を迎える

とりわけ、東日本大震災からの復興

若者が奨学金返済に苦しんでいます。

節目の年であります。これまで会員組

を目指し、懸命の努力を続けている福

皆様にご協力頂いた署名では、全国

織の皆様のご支援の下、労働者福祉の

島県の視察とボランティア活動を実施

で304万筆が集まり、世論のうねりを

向上・福祉事業団体発展の一助となる

した際には、会員組織から多くの参加

つくり、政府は給付型奨学金制度の創

よう取り組みを進めてきました。今後

を頂き、改めてお礼を申し上げます。

設に向けて動き出しました。

もさらに力強く活動を展開していかな

この震災に対する社会の意識が低下

こうした問題は、社会の構造的な問

していく中で、被災地の復興・再生と

題であり、雇用や貧困問題と一体のも

2017年が皆様にとって良い年であり

被災者の生活再建への道のりはまだま

のとして、息の長い取り組みが必要と

ますように、そして、希望の新年にな

だ遠く、ここに来て新たな課題も多く

考えています。

りますことを、心からご祈念申し上げ

発生しています。

ければならないと考えています。

労働者福祉事業と労働運動との連携

ますとともに、本年も皆様のご支援・

それ以外にも、各地で多くの災害が

強化については、2012年の国際協同組

ご指導を賜りますようお願い申し上げ

発生していますが、私たちは被災地の

合年を契機とし、貧困の根絶や持続可

年頭のご挨拶といたします。

関係団体と連携を取りながら、支援の

能な発展に対する協同組合への国際的

継続・強化を図ると同時に、それぞれ

な期待が高まっています。私たちも、
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京都労福協設立60周年
記念式典・講演会を開催
日時：2017年２月23日（木）
記念講演会 15：30～
記念式典・祝賀会 17：15～
会場：京都ホテルオークラ

TOPIC

1

平成29年度 自治体要請行動を実施

○京都府要請

○京都市要請

TOPIC

4

10月31日（月）ザ・パレスサイドホ

光部会議室に於いて、連合京都・京都

テルに於いて、連合京都・京都総評・

総評・労働金庫・全労済・労働者総合

労働金庫・全労済・労働者総合会館・

会館・勤労者学園の代表者に参加いた

勤労者学園・南、伏見地区労福協の代

だき、京都労福協と各事業団体の平成

表者に参加いただき、平成29年度要請

29年度要請書を京都府に提出致しまし

書を京都市に提出致しました。京都市

た。京都府からは、兒島商工労働観光

からは、寺井文化市民局長・松森勤労

部長・野村雇用政策監をはじめとする

福祉青少年担当部長をはじめとする

方々にご出席いただき、京都労福協と

方々にご出席いただき、要請の趣旨説

各事業団体より要請の趣旨説明を行い、

明の後、京都市より考え方について説

京都府の考え方について説明を受けま

明を受けました。

した。

10月13日（木）10：00〜
文化パルク城陽
対象自治体：宇治市・城陽市・八幡市・京田
辺市・木津川市・宇治田原町・
久御山町・井手町・精華町・和
束町・笠置町・南山城村

○口丹地域要請
10月18日（火）10：00〜
近畿労金亀岡支店
対象自治体：亀岡市・南丹市・京丹波町

○丹後・宮津地域要請
11月22日（火）15：00〜
生涯学習センター知遊館
対象自治体：宮津市・京丹後市・与謝野町・
伊根町

○乙訓地域要請
11月24日（木）10：00〜
近畿労金長岡支店
対象自治体：長岡京市・向日市・大山崎町

○中丹地域要請

2

11月27日（日）に舞鶴市東体育館において、2016まいづるスポーツフェアを開催

家族健康ウォーキング開催

しました。
今年で４回目となるソフトバレーボール大会ですが、今年度は男子９チー
ム・女子11チームが参加されました。男女別にそれぞれ３ブロックに分かれて試合
をし、決勝戦で上位３チームが、優勝目指して熱戦を繰り広げました。惜しくも３
位に入れなかったチーム同士で交流戦を行い、皆さんチームワークの良さを発揮さ
れて一日汗を流していただきました。
TOPIC

5

南・伏見労福協

合同セミナー

11月14日（月）ホテル京阪京都において、恒例となった南・伏見労福協合
同セミナーを開催しました。
当日は、南・伏見労福協から38名が参加し、社会保険労務士の杉原先生か
ら「今後の配偶者控除について」をテーマにご講演いただきました。45分と
いう限られた時間の中で、制度の説明や現在の検討状況についてわかりやす
くお話いただきました。参加者からは、「話を聞いて、ようやく制度の理解
ができた」「次回は、講演時間を長くして話を聞きたい」などの感想をいた
だき、大変好評な中でセミナーを終えることができました。セミナー終了後
は懇親会を開催し参加者それぞれが親睦を図りました。

TOPIC

6

○作業所まつり

11月30日（水）10：00〜
市民交流プラザふくちやま
対象自治体：福知山市・綾部市・舞鶴市

京都労福協

2016まいづるスポーツフェア実施報告

○南山城地域要請

12月16日（金）京都府庁商工労働観

TOPIC

舞鶴労福協

綾部労福協

行事報告

８月27日（土）
、第27回作業所まつりが開催されました。
綾部作業所では、市民の皆さんとの交流、障害者福祉についての理解を深めていただく場として作業所まつり
を開催しています。
私たち綾部労福協役員は、ボランティアスタッフとして参加し、模擬店（ポップコーン）を担
当し協力しました。毎年参加していますので、みなさんポップコーンの作業は手慣れたものです。
また今年は会場で、綾部のコミュニティーエフエム局（エフエムいかる）の取材を受け、手島
会長が生出演し、綾部労福協のピーアールも行いました。

11月23日（祝）、今年は、京都市水道局等が主催されている「明治ロマンの道ウォーク」とい
うイベントに参加するという形で、開催しました。浜大津駅で集合し、小関越から疏水沿い、蹴
上の疏水記念館までの全行程10㎞。御陵で昼食を取り、その後は各自で疏水記念館まで歩いても
らいました。集合時は風もあり少し寒かったですが、徐々に天気は良くなり、小関越では上着を
脱いで歩く方もいました。第一トンネル第一竪坑では、イベント係員の方から建設時等の詳しい

10月２日（日）、昨年に引き続き、あやべ健康プラザに
て健康づくりフェアーを開催しました。

○勤労者セミナー
11月９日（水）
、～食事を
しながらのテーブルマナー～

説明を受けました。疏水の歴史を少しだけですが知ることができ、良かったです。紅葉の綺麗な

みんなで楽しく基礎体力アップと言うことで、スポーツ

時期には少し遅かったですが、疏水沿いでは写真を撮られている方もおられ、楽しんでいただけ

インストラクターの指導による、ボールを使った体操＆マ

労者セミナーを開催しました。

たと思います。参加者43名、ケガも無く無事終了できました。

シンジムの利用を体験していただきました。会員さん、家

ナプキンの使い方、スープ

TOPIC

3

乙訓地区労福協

健康福祉ボウリング大会
11月25日（金）キョウイチ

アミューズメントパーク吉祥院

において、第28回乙訓地区労福協健康福祉ボウリング大会を開
催しました。ボウリング場の全34レーンを貸切り、乙訓地域で

2

○健康づくりフェアー

として、京綾部ホテルにて勤

族の方も含め参加して頂き、参加人員32名で、和気あいあ

をスプーンですくう作法、ナイフとフォークを使って料理の食

い楽しみながら健康づくりを行いました。

べ方、の作法など学びました。

子供たちは、日頃運動もしていて体力があるのに、大人
は運動不足もあり体がついて行かない状況も…翌日には体
が痛いなど…
参加者からは、評判も良く今後も継続したい行事となっ
ております。

働く皆さん34チーム・102名が参加されました。また、乙訓地

次回開催のときには、子供

域の福祉施設・団体への寄付等の社会貢献活動を行う乙訓労福

に負けないように、またいつ

協福祉基金に対して、１チームあたり1,000円の協賛金を頂き

までも健康で居られるように、

ました。参加者の皆さんは、週末にも関わらず、お仕事の疲れ

これを機会に、少しずつ体力

も見せずに３ゲームを楽しまれて、大いに盛り上がり、お互い

づくりの運動をされてみては

の親睦を深めておられました。

どうでしょうか。

今回受講されたことがレストランなどで食事をされるとき役
立てば良いのですが…
33名受講されましたが、
何名の方が実践できるのでしょうか？
たぶん完璧な立ち振る舞いができる人はいないでしょう。多
少、ぎこちなくなってしまっても、自分のおこないが周りの人
の気分を害したり、お店に失礼になったりしなければ問題あり
ません。
マナーももちろん大切ですが、やはり、食事を楽しむことが
第一ではないでしょうか？
そのことを忘れず、スマートに料理を味わえるように心がけ
ましょう。
3

TOPIC

7

京都労福協設立60周年記念事業 海外視察

075-812-7800

大ホールと中小会議室

全15 室

お気軽にご利用くださ

ラボール京都

TEL 075-801-5311
http:// laborkyoto.jp/
京都の生協の連合体が京都府生協連です

エル・ユニオン京都

京都府知事登録 第3-554号
全国旅行業協会（ANTA会員）
事務所所在地はラボール京都６階
（京都労福協内）
T EL 075-801-1501
FAX 075-802-4568

食の安全くらしの安心の
実現をめざして
京都府生活協同組合連合会
〒604-0857

京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町258番地
コープ御所南ビル４階
TEL.075-251-1551

FAX 075（801）7600

事務機器・
車リース・
旅行のことなら

TEL 075（821）5551

公益財団法人
京都労働者総合会館
〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30-2（四条御前）

京都市中京区壬生仙念町30-2（ラボール京都内）
発行責任者 村岡和也
http://kyoto.rofuku.net

全労済 京都府本部

（全京都勤労者共済生活協同組合） 平日９時～17時 土日祝･年末年始休業
http://www.zenrosai.coop

発 行
京都労働者福祉協議会
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ている企業です。
こちらでも社員
が挨拶をしてく
れたり、工場内
での規律も守ら
れていると感じ
ました。
しかし、両企業とも現地で社員を採用す
ることは、習慣や環境の違いもあって初め
はなかなか大変だったようです。
今回、私たちの視察を快く・丁寧に受け
入れて頂いた、日本貿易振興機構・ワタベ
ウェディング・シオガイ精機の皆様に心か
ら感謝し、更なる発展を祈りたいと思いま
す。
三日目からはタイに移動し、それぞれ自
由に行動する方や、事務局提案の観光に参
加して頂いた方々、各自、有意義に過ごし
て頂けたと思います。
全員無事に帰国できたことと同時に、参
加協力いただいた皆様に心から感謝申し上
げます。

No.54

一生懸命働くそうです。
二日目は、ホーチミン市内から約30㎞に
あるアマタ工業団地に向かい、何れも京都
に本社がある企業で、ワタベウェディング
ベトナム工場とシオガイ精機ホーチミン工
場を視察しました。
ワタベウェディングは、日本人駐在員は
２名で現地採用社員は300名です。年間１
万１千着のドレスを製造し、ほぼ100％を
日本に輸出しています。
工場内はドレスを作る企業らしく大変綺
麗に整理・整頓されていて、社員に対して
もしっかりと教
育がされている
と感じました。
シオガイ精機
はハノイ・ダナ
ンにも工場があ
り、ここホーチ
ミンでは現地採用社員は270名でFA機器、
自動機の設計制作、検査装置、製造装置、
半導体制御装置に付随する部品加工等を行
い、日本をはじめ中国・韓国などへ輸出し

京都

1957年４月、京都勤労者福祉対策協議会
（福対協）として結成された京都労福協は、
今年で設立60年を迎えることとなりました。
記念事業として、海外視察・記念講演、
式典・設立60年史の発行が確認され、11月
10日から15日まで６日間の日程で、ベトナ
ム・タイの２カ国を訪問致しました。
ベトナムは、多くの日系企業が進出して
いることもあり、すべての日程を企業訪問
と日本貿易振興機構（JETORO）の訪問
とし、タイでは、自由観光という形で企画
致しました。
先ず初めに、ベトナム・ホーチミン市に
ある日本貿易振興機構のホーチミン事務所
を訪問致しました。この日本貿易振興機構
は海外54ヶ国に事務所があり、幅広い海外
ネットワークを持ち、在外企業の支援を行
うとともに、海外経済に関する情報の収集
を行っています。ここでベトナムに進出し
ている日系企業の実態やベトナムの物流・
交通インフラ計画について説明を受けまし
た。ベトナムは国としてまだまだ途上段階
にあり、国民は50ccのバイクを買うために

