
会議は小山副会長（和歌山県労福
協）の司会で、滋賀県労福協か

ら川瀬美智子氏を議長に選出し、辻中
部労福協会長、花井中央労福協事務局
長、地元滋賀県労福協から柿迫会長に
続き、滋賀県より江島商工観光労働部
長から挨拶を受けました。
　その中で、中部労福協辻会長からは
「昨年は２月の北陸豪雪から大阪北部
地震、北海道東部胆振地震、西日本豪
雨災害と一年を通して多くの自然災害
が発生した。今後も、自然災害の発生
リスクは高まる中で、職場や家庭にお
ける災害対策も含め、自分や家族の身
を守る瞬時の行動が問われる。この異
常気象を現実として受け止め、自助意
識を一層高め、地球温暖化には様々な
団体の活動を通して警鐘を鳴らしてい
かなければならない。
　中央労福協が結成70周年を迎える今、
私たちは大きな時代の転換点に立って
いる。
　市場経済主義・拝金主義が蔓延し、
実態経済とかけ離れた金融経済が社会
を動かした結果、日本社会はこれほど
までに格差が拡大し、貧困社会が固定
化してしまった。こうした社会の中で、
人と人との「つながり・絆」が大切に
される、温もりのある社会、貧困や社
会的排除を許さない社会、環境に優し
い持続可能な社会をつくるために、労
働運動や労働者自主福祉運動はどのよ
うな役割を担うべきなのか。

2019年２月４日（月）びわ湖大津プリンスホテルに於いて、北陸３県、東海３県、
近畿２府４県から54名出席のもと、中部労福協第６回代表者会議が開催されました。

　いま、労福協は奨学金制度と生活困
窮者自立支援制度の拡充と強化を求め
て取り組みを進めている。今後も、中
部労福協は12府県の仲間の皆様と共に、
誰もが「豊に安心して暮らすことので
きる地域」を目指し、政策・制度要求
の活動とともに、「助け合い・支え合う」
共助拡大の取り組みを更に強化し、未
来に希望の持てる労福協事業を構築し
ていく」と述べられました。
　議案に入り、①2018年度活動経過報
告　②2018年度会計決算報告及び監査
報告　③2019年度活動方針補強（案）
④2019年度会計予算（案）⑤役員交替・
2019年度役員の５議案が提起され、全
議案とも満場一致で採択されました。
　会議終了後、記念講演として滋賀県
生活協同組合連合会の西山副会長から
「協同組合の歴史的・社会的使命」と

いうテーマで講演を頂きました。
　滋賀県生協連の紹介をする中で、「生
協だけで出来ることは限られているが、
行政や地域の諸団体と連携する事で生
協の強みを生かして地域の問題の解決
に貢献できている。
　協働・協同の関係性がより重要にな
り、そのことがSDGs達成への取り組
みに繋がっている」という内容で、各
単協の取り組みと重なり、大変興味深
い講演でした。
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一人は万人のために、万人は一人のために

京都

第６回代表者会議　開催中部労福協



南・伏見地区労福協  合同セミナー　開催TOPIC

1
　１月30日（水）ホテル京阪京都グランデにおいて、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。例年は11月に開催しているセミナーのためか、参加
者は34名と、これまでより若干少ない人数となりました。
　伏見労福協の藤岡会長の開会挨拶の後、同志社大学の石田光男教授から、「日本
と諸外国の働き方の違い（比較）と、日本の課題」をテーマにご講演をいただきま
した。45分という限られた時間の中で、「この先、日本の労働環境を労使でどの様
につくり上げていかなければならないのか」をわかりやすくお話いただきました。
　セミナーの後には、両労福協の親睦を深めるために、伏見労福協の内藤副会長
の乾杯の発声で懇親会を開催しました。参加者には、長年続いている合同セミナー
の必要性を改めて認識いただけたのではないかと考えております。

南山城地区労福協  福祉研修会　開催TOPIC

4
　去る2019年２月12日（火）に宇治市文化センターにおいて、元TBSアナウンサーで現
在はフリーアナウンサーの「石川　顕」氏をお招きして、『各界の一流の人々から学ん
だこと』～真のリーダーシップとは～というテーマでご講演をいただきました。
　宇治市、城陽市、久御山町、近畿労働金庫京都地区本部、全労済京都推進本部から
のご後援をいただき、加盟会員の組合員だけでなく近隣の皆様にもご参加いただき約
110名で開催いたしました。
　講演が始まるとさすがアナウンサーといった感じで、次々と繰り出される言葉の数々
に終始圧倒され、また参加者を巻き込んだ巧みな話術にただただ感心するばかりでした。
　内容についても、一流スポーツ選手等との談話を交えながら『真のリーダーシップと
は』の核心に迫る、大変興味深い講演でした。

伏見地区労福協  退職準備セミナー　開催TOPIC

2
　２月１日（金）京都労福協・伏見労福協・公益社団法人京都勤労者学園主催による「退職
準備セミナー」を近畿労働金庫伏見支店の会議室に於いて開催しました。
　当日は、14名が参加し、講師の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーである保理江
先生から、「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。
　保理江先生は、限られた時間の中で、従来の「質疑応答」という堅苦しいものではなく、講
演の中で、参加者に直接問いかけや質問を受けていただくなど、できる限り参加者の疑問を解
消し、理解を深められるような講演をしていただきました。
　また、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
くお話しいただき、理解が深まりました。

丹後・宮津地区労福協  セカンドライフ準備セミナー　開催TOPIC

6
　３月２日（土）セントラーレ・ホテル京丹後に於いて、丹後地区労福協・宮津地
区労福協・京都労福協共催による「セカンドライフ準備セミナー」が開催されまし
た。講師として社会保険労務士の保理江正剛氏に来ていただき「退職後の生活設計」
のテーマでお話をいただきました。15名の参加者があり、ほとんどが50代後半で、
再雇用中の方もおられました。
  保理江先生のお話しは「退職から年金受給までどうするか」「繰上げ支給と繰下
げ支給」「年金の受給パターン」「年金加入手続き」など年金制度を中心にしたわ
かりやすい説明で、参加者からも「大変参考になった」「大変丁寧で分かりやすかっ
た」などのお声もいただき、好評でした。
  また、組合員さんの要望もお聞きして独自開催も検討していきたいと思います。

南地区労福協  ボウリング大会　開催TOPIC

5
　２月12日（火）18時30より、キョーイチアミューズメントパーク吉祥院店において、南労福協ボウリング大会を開催しました。
当日は25名が参加し、それぞれがボウリングの腕を競いました。
　これまでは伏見労福協と合同で開催していましたが、今年度は４年ぶりに南労福協単独での開催となりました。試合は２ゲー
ムの個人戦でおこなわれ、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、南労福協（三谷伸銅労組）の小森さんが優勝、朝日レントゲン労組の田村さんが準優勝で今年のボウリング大会を終
えることができました。

２月25日（月）ラボール京都
6F会議室に於いて、2018年

度地区労福協事務局長・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
2018年度の活動報告と、次年度に
開催予定の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、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
いました。
　最後に、協議・要請事項では、
次の項目について確認致しました。
①京都労福協第63回定期総会の日
程・内容の確認と、各地区活動報

告の提出、功労者表彰対象者の推
薦　②2019年度京都労福協福祉活
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（舞
鶴・伏見）について、その他、京
都労福協から各地区に対し提出物
などの要請を行い会議を終了致し
ました。

地区労福協事務局長・事業団体合同会議　開催乙訓地区労福協  ライフプランセミナー　開催TOPIC

3
　２月８日（金）長岡京市中央生涯学習センターにおいて、“笑い”を活用したコミュニケーション術の第一人者であるWマコト氏
を講師に迎えて、「なんでやねん力」というテーマでライフプランセミナーを開催しました。
　Wマコト氏は吉本興業の劇場を中心に漫才コンビとして活躍後、放送作家に転身され、現在はテレビ・ラジオの企画・構成、
イベント・ライブのMC、ラジオパーソナリティ等を務めておられます。また、日本初の漫才
式セミナー講師として、“笑い”を活用したコミュニケーション術の第一人者として、全国で研
修会・講演会を実施されておられます。
　セミナーでは放送作家から見た人気芸人の特徴・共通点や“笑い”と“コミュニケーション”を
通じた「明るく・元気で・前向きな」職場づくりの方法などについて講演を頂きました。
　参加者の皆さんは笑いいっぱいの楽しい雰囲気のなか、周囲の人との上手なコミュニケー
ションの図り方について、隣の席の方同士で実践するなど熱心に聞き入っておられました。

事務機器・
車リース・
旅行のことなら

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）
TEL 075-801-1501
FAX 075-802-4568

エル・ユニオン京都

京都の生協の連合体が京都府生協連です

〒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

京都府生活協同組合連合会

食の安全くらしの安心の
　　　　　実現をめざして
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全労済京都推進本部
(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

2718A013

全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済事業を
営み、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしをめざしてい
ます。出資金をお支払いいただいて組合員になれば、各種共
済をご利用いただけます。

見積もりキャンペーン実施中！

全国の銀行・ゆうちょ銀行・コンビニなどの他行ＡＴＭを使ったときにかかる手数料を、

キャッシュカードによるご入金でも、

即時に全額お返しします。（実質無料！） いつでも、何回使っても、全額還元されるサービス「おかえり。」

ローンカードによるご返済でも、

手数料は実質無料！！

●ビューカード　は手数料不要のため、還元金はありません。

引出し手数料還元
の対象となるＡＴＭ

●提携先金融機関（都銀・信託銀･地銀・第二地銀・信金･信組･ＪＡ)

●ゆうちょ銀行  ●セブン銀行

●全国のろうきん ●イオン銀行 ●ローソン銀行 ●イーネット 

対象口座  ● 普通預金口座(無利息型含む) ● 貯蓄預金口座

               ● ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ口座〔マイプラン･笑くぼ･生き活きカード・ ●イオン銀行 ●ローソン銀行 ●イーネット は、

※第二地銀・信金・信組では、一部お取扱いができない金融機関・店舗がございます

   入金可能なＡＴＭには、「入金ネット」の表示がされています。

   手数料不要のた め、手数料還元はありません。

●全国のろうきん ●ゆうちょ銀行 ●セブン銀行

ご入金・ご返済は、全国のろうきんはもち

ろん、以下の金融機関でご利用いただけ

ます。

（祝日、12月31日～1月3日は除く）

●第二地方銀行 ●信用金庫 ●信用組合

※ お振込手数料については還元対象になりません。

「190531」   513-2018-019

 お電話でのお問い合わせは、平日9:00～17:00でお願いします。

　　　　　　　　　ろうきん教育ローン（カード型）・スマートチョイス〕

★ ﾛｰﾝｶｰﾄﾞのご利用でも手数料は実質無料
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京
都

大ホールと中小会議室 全１５室（１４名様～３４２名）

趣味の会や会議・研修などでお気軽にご利用ください。

公益財団法人

京都労働者総合会館 ラボール京都

〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30-2（四条御前）

TEL 075-801-5311
☆毎月第1・第3日曜日と12月30日～翌年1月4日は休館日となります。

http:// laborkyoto.jp

阪急・京福西院駅新出入口よりすぐ


