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一人は万人のために、万人は一人のために

謹賀新年

京都労働者福祉協議会
会

長

橋元

信一

新

年あけましておめでとうございま

の方々に、心から敬意を表したいと思

す。

います。

皆様におかれましては、つつがなく

未来を担い、様々な舞台での活躍が

それぞれの立場、持ち場で活動するこ

新しい年をお迎えのこととお慶び申し

期待される若者を苦しめている奨学金

との大切さの認識を改めて共有してい

上げます。

返済問題では、国に於いては給付型奨

きたいと考えます。

私たちは、地区労福協や関係団体と
連携を図りながら活動の継続・強化と、

京都労福協は昨年も様々な社会の問

学金制度が創設され、京都府では「就

また、労働者福祉事業と労働運動と

題に対する取り組みを進めて来ました。

労・奨学金返済一体型支援事業」が創

の連携強化については、改めて協同組

この間の、皆様方の課題解決に向けた

設されるなど大きな前進がありました

合や労働者福祉事業の価値や役割を再

運動に対するご協力に心から感謝と敬

が、さらに現状を把握するという意味

確認するとともに、労働組合と協同組

意を表します。

で、アンケート調査や奨学金に関する

合が「ともに運動する主体」としての

電話相談を受け付ける取り組みを進め

関係を強化しつつ、共助の輪を地域に

て来ました。

広げる活動を進めて行きます。

2015年から始めて、４年目となる福
島県の視察とボランティア活動は、京
都労福協の社会的役割を果たす活動と
して継続しています。
昨年は、飯舘村役場を訪問し村内各
施設の視察と、菅野村長からは避難指
示が解除された村の現状と、これから

こうした問題は、社会の構造的な問

これまで様々な場面で会員組織の皆

題であり、雇用や貧困問題と一体のも

様のご支援の下、労働者福祉向上・福

のとして、息の長い取り組みが必要と

祉事業団体発展の一助となるよう取り

考えています。

組みを進めて来ました。今後も更に力

京都労福協の新たな取り組みとして、

強く活動を展開していかなければなら
ないと考えています。

の村づくりについての考え方を伺いま

京都府内に於ける少子高齢化や地域の

した。

活性化が喫緊の課題となるなか、結婚

2019年が皆様にとって素晴らしい年

更には、復興支援として京都府より

を希望する独身男女に対して、出会い

でありますように、そして、希望の新

４名の職員の方々が派遣され、港湾の

の場を提供する「婚活事業」を京都府・

年になりますことを、心からご祈念申

復興に関する業務に従事されています。

京都市をはじめ各市町村、各地区労福

し上げますとともに、本年も皆様のご

その各港の復興状況についての視察も

協と連携しスタートいたしました。今

支援・ご指導を賜りますようお願い申

させて頂きました。

後は、各地域の自治体と労福協が連携

し上げ年頭のご挨拶といたします。

京都を離れ、震災からの完全復興を
目指し、懸命の努力を続けている職員

した形で継続するよう期待するところ
です。
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平成31年度 自治体要請行動を実施

○京都府要請

○京都市要請

10月30日（火）ラボール京都６階会議室

11月７日（水）ザ・パレスサイドホテル

に於いて、連合京都・京都総評・労働金庫・

に於いて、連合京都・京都総評・労働金庫・

全労済・労働者総合会館・勤労者学園の代

全労済・労働者総合会館・勤労者学園・伏

表者に参加をいただき、京都労福協と各事

見地区労福協の代表者に参加をいただき、

業団体の平成31年度要請書を京都府に提出

平成31年度要請書を京都市に提出致しまし

致しました。京都府からは、鈴木商工労働

た。京都市からは、吉田文化市民局長・中

観光部長・小山雇用政策監をはじめとする

西文化市民局共同参画社会推進部 真の

方々にご出席いただき、京都労福協と各事

ワーク・ライフ・バランス推進・働き方改

業団体より要請の趣旨説明を行い、京都府

革担当部長をはじめとする方々にご出席い

の考え方について説明を受けました。

ただき、要請の趣旨説明の後、京都市より
考え方について説明を受けました。

○口丹地域要請

11月12日（月）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

11月27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

第８回健康づくりフェア グラウンド・ゴルフ大会

丹後・宮津地区労福協は共催して、10月13日（土）午前10時から網野町にある「花ゆうみ」で、
第８回健康づくりフェア グラウンド・ゴルフ大会を開催しました。
当日は、清々しい秋の空気に包まれ、好天のもとでの大会となりました。子供や年配の方も含め
て50人の参加者があり、５人でチームを編成して、１ラウンド８ホール、２ラウンドプレーをしま
した。
昼頃にプレーが終了し、成績順に上位者やキリの良い順位者及びホールインワンを出した人が、
賞品を獲得しました。優勝者は、ホールインワンを１回、２打でホールアウトしたのが16ホールのうち10ホールをしめるなど、その実
力を十二分に発揮しました。
またその後、各団体が持ち寄った景品をつかって、抽選会を行いました。この抽選会は、外れがほとんどなく、賞品が当選者に手渡
されるたびに拍手が起こり、会場は盛り上がりました。
２地区合同の取り組みであり、さらに家族での参加もあって、日頃顔を合わせない方たちが一堂に会する取り組みとなり、会員同士
の交流をはかることができました。
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舞鶴労福協

第２回健康講座

舞鶴勤労者福祉協議会では、10月20日（土）午後２時より舞鶴市勤労者福祉センター・ホールに於い
て、「第２回 健康講座」を開催しました。
３月に行いました「健康講座」では《肩・腰・膝等の痛みと、その予防・改善のヒント》をテーマに、
地元の理学療法士（伊藤先生）による講演会を開催したところ、80人以上の参加者があり、好評にて継
続希望が多数寄せられ、今回は実技を中心に企画し「健康体操教室」《元気で長生きするために》と題
して、運動と健康をテーマに簡単な運動を紹介しながら分かりやすく解説していただきました。
先生が指導できる範囲（定員30人）にて申込みを受付、当日は30歳から70歳代までの男女26人の参加者で行われました。
講師からは、
「きつい運動は不要で、少しきついくらいを続けることでトレーニング効果は十分期待できる」と説明し、
「痛みなくゆっ
くりと自分のペースでやる」普段の生活動作の中で、座ってすることを立ってすることや、調理をしながらつま先立ちをする等、〇〇
しながら筋肉を鍛えることを教わりました。
１時間少しの運動・実践で汗をかき、幾分か身体が軽くなった様子で参加者は楽しく出来たようでした。
アンケート記入では、再開催を望む声が多数あり、第３回を今後検討していきたく思います。

2

勤労者セミナー

南労福協

チャリティーゴルフ

例年どおり、11月30日（金）総勢25名の参加で南労福協チャリティーゴルフを、メイプル
ヒルズゴルフ倶楽部で開催しました。当日は曇り空ではありましたが、参加者は楽しんでプ
レーすることができました。
表彰式は大原南労福協副会長の挨拶で始まり、その後、順次成績の発表をおこないました。
表彰式の最後は、優勝者の伴野さん（京都交通労組）の優勝の弁をお聞きし終了ました。チャ
リティーとしては５万円の浄財が集まりましたが、この浄財については幹事会で寄付先を確
認することになっています。

7

3

綾部労福協

11月８日（木）、綾部労福協・京都勤労者学園主催による勤労者セミナーを、綾部市中央公民館波多野記念室にて開催しました。
当日は、25名参加し、社会保険労務士・あったかサポート常務理事の篠尾達朗さまを講師に迎え、
「知って得する！年金・健康保険・
雇用保険・税金の知識～退職準備セミナー～」や、「働き方改革関連法案」についてご講演いただきました。
年金や税金・各保険制度については、設問事例を上げ、賢い対応の仕方や注意点、働き方改革関連法案については、労働組合として
の対応の方法などわかりやすくお話しいただきました。
一方的な講師からの説明スタイルではなく、皆さんからの意見を求め発言していただき一緒に考え、まるで学校での授業風景を思わ
せるセミナーとなりました。
参加者からは、「退職準備や４月からの働き方改革関連法の対応の方法について参考になった」「なかなか法律的な話を聞く機会が少
ないので、大変役に立った」、「今後も社労士の方からいろいろ話を聞きたい」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。
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2018まいづるスポーツフェア
11月３日（祝）９：00から舞鶴市東体育館において「2018まいづるスポーツフェアソフトバレーボー
ル大会」を開催しました。今年は男子・女子ともに８チーム合計16チーム（76名）の参加でした。加
盟労組からの参加は６チームあり、各チーム日頃の練習の成果を十二分に発揮され優勝を目指し白熱
戦を繰り広げました。男女各上位３チームと、さらに今回、京都労福協より、賞品を提供していただ
きましたので、男女各優勝チームより最高殊勲選手賞を選出していただき、賞状と記念品を贈呈しま
した。ありがとうございました。スポーツを通じて日頃のストレスを解消し、心身ともに活性化でき
たのではないでしょうか。参加者全員ケガなく、気持ち良い汗を流していただけたことと思います。

○乙訓地域要請

11月７日（水）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

○丹後・宮津地域要請

丹後・宮津労福協

舞鶴労福協

10月22日（月）10：00〜
宇治市産業会館／宇治商工会議所会館
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

11月16日（金）10：00〜
綾部市ITビル
対象自治体：舞鶴市・綾部市・福知山市
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○南山城地域要請

○中丹地域要請
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口丹労福協

ふれ愛フェスタ

口丹地区労働者福祉協議会は、11月３日（土）に『第25回ふ
れ愛フェスタ』を開催しました。今回は、52名の方に参加いた
だき、ユニトピアささやまへ行ってまいりました。当日は天候
にも恵まれ、現地に到着後、黒大豆枝豆狩り会場へと移動し、
枝豆と奮闘し楽しみました。昼食はバーベキューでお肉を堪能
し、昼食後自由時間とし
て、釣り堀で楽しむ人や
買い物など各々満喫して
いただきました。その後、
毎年恒例の大抽選会を行
い、無事にふれ愛フェス
タを終了しました。
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福知山労福協

グラウンドゴルフ大会

11月10日（土）大呂グラウンドに於いて、グラウンドゴルフ
大会を開催致しました。
グラウンドゴルフ未経験者から経験者まで、幅広いキャリア
の30名の方々にご参加をいただきました。
当日は、ベテラン経験者の方は、初心者の方にルールやプレー
のコツなどを手ほどきしながら、それぞれのレベルに合わせて
プレーを行いました。皆様それ
ぞれが交流を図りながらプレー
されていました。
ご参加いただきました皆様に
心から感謝を申し上げ、また次
回のご参加も是非お待ちしてお
ります。
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南山城労福協

熱気球フェスタ2018
熱気球の他にも楽しい体験ブースや一緒に楽しめるステージ、
美味しい地元店のグルメなど素敵な秋の一日をみんなで楽しみ

のボランティアが参加し、南山城労福協より参加者10名がそれ
ぞれ、
「気球おさえ」「ご当地キャラ」「総合案内」「塗り絵」に
分かれて担当を受け持ちました。当日は約5000名の来場があり、

ました。初めてのボランティアの参加で当初は段取り等で戸惑
うこともありましたが、秋のすみわたった晴天のもと貴重な体
験をすることができ有意義な一日になりました。

京都

城陽五里五里の丘（府立木津川運動公園）にて、11月11日（日）
に熱気球フェスタ2018が開催されました。当日は総勢約100名
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