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それぞれの現状報告をいただきまし

都２階大ホールに於いて、各会員

た。

組織・事業団体から74名の参加をい

今後、労働団体・事業団体・労福

ただき、開催いたしました。
研修会の目的は、労働者が自らの

協がどのように連携と協力体制を

生活に必要と考え、設立してきた自

取っていくべきなのか、考えていた

主福祉事業団体の歴史を再確認し、

だける機会となった有意義な研修会

労働運動・労働者自主福祉運動の理

でした。

55

京都

続いて、労働金庫・全労済からは、

017年２月14日（火）ラボール京

京都

2

労働者自主福祉運動の
「歴史と促進」
研修会 開催

No.

2017.4

一人は万人のために、万人は一人のために

念・歴史の伝承者の育成を目指すこと。
又、新たな活動の広がりを生み出す
親「賀川豊彦」氏の活動について講

はかり、組合員の利用促進や共助拡

演いただきました。賀川豊彦氏の活

大につなげると共に、労働団体・事

動により、営利を目的としない

業団体・労福協の三者が一体となっ

協同組合が誕生し、現在の生活協同

た取り組みを進めることにあります。

組合・労働金庫・全労済などの団体

今回は、賀川記念館参事・西義人

が設立されたことを知ることができ

氏を講師に招き、協同組合の生みの

た意味深い講演でした。

全労済京都府本部
(全京都勤労者共済生活協同組合)

営業9:00～17:00 土日祝･年末年始休業

お問合わせは、近畿ろうきん京都地区統括本部
TEL 075-801-7317 月曜～金曜 9:00～17:00（祝日は除く）
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京都労働者福祉協議会 設立60周年記念講演・祝賀会

2017.4

に運動する主体」としての再構築を

No.55

ため、労働団体・事業団体が「とも

２

参加していきたいと考えています。

月23日（木）京都ホテルオーク

の舞鶴市の「多々見市長」に続き、今

ラに於いて、京都労働者福祉協

回は与謝野町の「山添町長」をお招き

続いての祝賀会には、京都府・京都

議会設立60周年記念講演会と祝賀会を

し、京都府北部の実態や与謝野町の取

市をはじめ中央・中部労福協、労働団

り組みについてご講演頂きました。

体、各事業団体、歴代会長・事務局長

開催致しました。
1957年（昭和32年）４月に京都勤労
者福祉対策協議会（福対協）として設
立された京都労福協は、今年で60周年
を迎えます。
設立当時は、労働者の食料や生活物
資が極端に不足し、大変混乱していた
時代に労働組合と協同組合が手を取り
合い、労働者の暮らしの安定を目指し
て、イデオロギーや組織の枠を超え結
成されました。
周年事業の一つとして、昨年11月に
はベトナム・タイを訪問し、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・交通インフラ計画等につ
いて見識を高める活動を実施してきま
した。
残された事業の記念講演では、昨年

与謝野町は、大変歴史が古い町で、

のご来賓の皆様や、友好団体、各地区

特に織物業は京都の西陣から技術導入

労福協の方々など188名もの方々にご

がされて以来、飛躍的に伸び、地元の

参加頂きました。先ずはじめに、京都

大きな産業として発展していましたが、

労福協の橋元会長が日頃のお礼の挨拶

現在では時代の流れと共にその地場産

を述べ、京都府の山下副知事、京都市

業も衰退しています。

の藤田副市長、中央労福協の栗岡事務

今、京都縦貫道が全線開通、また延

局次長からそれぞれ祝辞を頂きました。

伸されていることや、舞鶴埠頭の整備

その後、鏡開き・乾杯に入り、歓談

により大型クルーズ船が寄港し、観光

時には歌手の「大奈」さんの歌謡ショー

客が増加するといった環境の変化の中

があり、最後まで大変賑やかな祝賀会

で、北部５市２町の広域連携の取り組

になりました。

みも好機とし、与謝野町では地元の中

この祝賀会を、向こう10年の、そし

小企業の方々と連携し、新たな街づく

て未来への第一歩とし、今後も会員の

りに取り組んでいることなど大変興味

皆様と連携しながら、力強く活動を進

深い講演を頂きました。

めて行きます。

地域の宮津・丹後労福協も与謝野町
と連携するかたちで、その取り組みに
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「知って得する！ 年金セミナー」
開催報告

全舞鶴勤労者福祉協議会

１において、「知って得する！年金セミ
月31日（火）舞鶴勤労者福祉センター

ナー」を開催しました。NPO法人あったか
サポート常務理事の社会保険労務士・笹尾達
郎氏から、定年を迎えるにあたり、「年金・
雇用保険・健康保険・税金」の講義をしてい
ただきました。
参加者の中には自分が第何号被保険者がわ
からない方が多数あり、現在の年金制度の概
要をわかりやすく説明していただきました。
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綾部労福協

セカンドライフ準備セミナー

１主催による〜セカンドライフ準備セミ
月30日（月）、京都労福協・綾部労福協

ナー〜を、綾部ITビルにて開催しました。
当日は、
22名参加し、
社会保険労務士・ファ
イナンシャルプランナーの保理江正剛さまを
講師に迎え、「退職後の生活設計─第２の人
生に幸あれ！」をテーマにご講演いただきま
した。
年金制度のしくみ、老後資金はいくら必要
か？自分年金作りの留意点などわかりやすく
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南山城労福協

お話しいただきました。
参加者からは、「退職後の準備に役に立っ
た」「若いうちから資産作りをしておかなけ
ればならない」など感想をいただき、大変好
評なセミナーで終えることができました。
毎年、綾部労福協では勤労者セミナーを開
催しております。今後も会員みなさまに役立
つセミナーを検討し開催いたします。次回も
多数の参加をお待ちしております。

福祉研修会開催・退職準備セミナー

福祉研修会開催

2

017年 ２ 月10日（ 金 ） に 城 陽
市の「文化パルク城陽」にお

いて、
「行列のできる法律相談所」
でお馴染みの、史上最強の弁護士
軍団である「菊地幸夫」氏を招き、
「出会いの人生から学んだこと」というテーマで、約一時間
半にわたり講演いただきました。
宇治市、城陽市、久御山町、近畿労働金庫京都地区統括本
部、全労済京都府本部からのご後援をいただき、加盟会員の
組合員だけでなく京都府民の皆様にもご参加いただき約120
名で開催いたしました。
地域でバレーボールの監督をし、色んな方々に出会う中で
「男性」というのは、仕事以外では、コミニュケーションの
取り方が不器用で、空気が読めない人が多いことを指摘され、
孤独死も男が多いことから、女性のコミミュケーションの取
り方を見習うべき！とし、名刺交換の際は、
苗字を声に出して相手の顔見て挨拶するよ
うに心掛けている等、仕事も家庭も一生懸
命取り組もうという講演でした。
2

また、退職後の働き方と社会保険の関係を自
身の家族環境に合わせて作成できる表を資料
としていただきました。参加者からは「大変
参考になると思う」「年金をめぐる情勢の見
方を聞けたのはよかった」等のアンケート結
果が多く、今後に繋がるセミナーだったと思
います。
今後も、組合員さんの要望に応えながら開
催していきたいと考えています。
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南・伏見地区労福協合同ボウリング大会

昨を開催しております。今年は「ラウン
年から南地区と合同でボウリング大会

ドワン河原町店」で行い、伏見地区からは20
名のご参加がありました。仕事疲れもあった
とは思いますが、いざボウリングが始まると
大きな歓声に包まれ、怪我無く終了すること
が出来ました。
その後場所を移し、
「台所 てんや」のホー
TOPIC
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南労福協

ルをお借りして表彰式を行いました。南地区
労福協の皆さんとも懇親を深められたボウリ
ング大会でした。この両地区のボウリング大
会は「楽しかったよ」と各会員さんに広めて
頂けたら幸いです。
また、南地区の事務局の皆様には大変お世
話になりました。今後ともよろしくお願いし
ます。

ボウリング大会・チャリティーゴルフ

伏見・南労福協合同ボウリング大会

南労福協チャリティーゴルフ

２ドワン京都河原町店において、伏

月９日（金）総勢29名の参加で、
例年どおり南労福協チャリ
ティーゴルフが開催されました。今年
は２年ぶりにセンチュリー・シガ・ゴ
ルフクラブでの開催となりました。当
日は天気も良く暖かい一日となり、参
加者は気持ちよくプレーすることがで
きました。
表彰式は彦阪南労福協会長の挨拶で
始まり、その後、順次成績を発表して
いきました。チャリティーの結果、
５万8000円の浄財が集まりましたが、
この浄財については下京・南社協に寄
付することになっています。

月９日（木）
、18時30分よりラウン

見・南労福協合同のボウリング大会を開
催しました。当日は、伏見労福協から20
名、南労福協から24名が参加し、それ
ぞれがボウリングの腕を競いました。
昨年は開催初年度であったこと、ま
た、会場までの交通が不便だったこと
もあり、参加者は予定人数を下回りま
した。しかし、今回は２年目であり、
開催場所までの利便性も良かったこと
から、昨年の参加人数を大きく上回る
結果となりました。
試合は、２ゲームの個人戦でおこな
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乙訓労福協

われました。ゲームが進むにつれて、
各レーンからは大きな声が聞こえ、参
加者はたいへん和やかな雰囲気でボウ
リングを楽しみました。結果は、伏見
労福協が10位までに８名が入るかたち
となり、両労福協の実力の差がハッキ
リと出てしまいました。ボウリングの
あとは場所を移し、懇親会および表彰
式をおこないました。

月10日（金）長岡京市中央生涯学習セ

科部長の芦原 睦（あしはら むつみ）医師
を講師に迎えて、「自分発見と素敵な対人関
係」というテーマでライフプランセミナーを
開催しました。セミナーでは芦原医師より、

２
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ライフプランセミナーを開催

２ンターにおいて、中部労災病院心療内

退職準備セミナーを開催
月25日（土）近畿労働金庫宇治支店３F会議室に
於いて、南山城地区退職準備セミナーを開催致し
ました。
講師には、社会保険労務士・ファイナンシャルプラン
ナーの保理江 正剛氏をお迎えし、「退職後の生活設計
〜退職後の雇用保険、医療保健、税金は？」のテーマで
講演を頂きました。
参加者は20代の方から、今年定年を迎える59才の方ま
で12名の参加があり、年金定期便を見ながら直接先生か
ら説明を受け、熱心に質問もされていました。
また、定年後の働き方、定年後に必要になる生活費の
考え方など、幅広い分野にわたった話をして頂き、非常
に価値のあるセミナーにな
りました。
続いて、全労済・労働金
庫の担当者より退職後の保
障や貯蓄についての商品説
明を受け終了致しました。

伏見労福協

うつ病に関する基本的な知識や医療現場での
経験、心理テスト（エゴグラム）で知る自分
の姿など多岐に亘る講演を頂きました。参加
者の皆さんは笑いありの楽しい雰囲気のなか
熱心に聞き入っておられました。

地区労福協事務局長・事業団体合同会議

２会議室に於いて、2016年度地区

月28日（火） ラボール京都６F

労福協事務局長・事業団体合同会議を
開催致しました。
はじめに、村岡事務局長から2016年
度の活動の報告と、次年度に向けて各
イベントについての考え方などの報告
を行った後、各地区事務局長からそれ
ぞれの地区の活動と課題について報告
を行いました。
続いて、協議・要請事項では、次の
各項について確認致しました。

①京都労福協第61回定期総会に向け、
各地区活動報告の提出、功労者表彰
対象者の推薦
②2016年度、京都労福協福祉活動・京
都府内社会貢献活動の実施について
③退職準備セミナーの
「地区開催」
について
④中央・中部研究集会への参加要請と
京都労福協から各地区に対し、提出
物などの要請
⑤2017年度、各地区での社会貢献活
動のあり方と、京都労福協からの助
成金について

開催

最後に、労働金庫・全労済・総合会
館・勤労者学園・エルユニオン京都の
各事業団体から、事業の推進と各地区
に対する協力要請を行い会議を終了致
しました。

告 知

京都労福協第61回
定期総会を開催

日時：2017年５月25日（木）
13：30〜
場所：ラボール京都２階 大ホール
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