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一人は万人のために、万人は一人のために

中部労福協

第45回定期総会・結成50周年

記念レセプション

開催

2020年２月４日（火）新大阪ワシントンホテルプラザに於いて、北陸３県、東海３県、近畿２府
４県より64名出席の下、中部労福協第45回定期総会・結成50周年記念レセプションが開催されま
した。

大

会司会の井端副会長（岐阜県労

拡大、また、温暖化による自然災害の

第４号議案・2020年度会計予算（案）
、

福協）より開会のご挨拶があり、

多発である。2030年に目指す社会は、

2020〜2021年度役員体制（案）が提起

大会議長には牟田代議員（連合大阪）

貧困や社会的排除のない、多様性を認

され、全会一致で採択されました。

を選出し、中部労福協辻政光会長より

め合う持続可能な社会であり、その実

主催者を代表しご挨拶がありました。

現に向けた課題を三点あげるとすれば、

から兵庫労福協に移るため、会長・事

また、来賓として、中央労福協南部

一つ目には、労働運動と消費者運動を

務局長職は、ともに交代し、新会長に

美智代事務局長、大阪労福協田中宏和

繋ぐこと。二つ目に労働者福祉事業団

は辻芳治氏、事務局長には、野々口光

会長、大阪府商工労働部土肥洋子労働

と労働組合との、ともに運動する関係

義氏が就任されました。

政策監より、それぞれご挨拶を頂戴し

をより強めていくこと。三つ目が、誰

その後、
「自然災害からの被害を軽

ました。

一人取り残されることのない共助の輪

減するために」をテーマとした、地域

役員交代では、事務局が富山労福協

冒頭の主催者挨拶として、中部労福

を広げることである。それらを踏まえ

防災計画における地域共助の考え方や

協の辻政光会長からは「今後の労福協

中部労福協は結成50年という半世紀の

あり方について、兵庫県立大学大学院

が取り組むべき課題は、人口減少に伴

歴史を迎え、労福協創業の精神「福祉

澤田雅浩准教授より記念講演がありま

う少子高齢化対策であり、人手不足、

は一つ」の理念にもとづき、2030年に

した。

格差社会の解消が重要になってくる。

目指す社会像へ前進させていく」と強

これまでの10年間、様々な変化が起き

い決意が示されました。

また、50周年記念レセプションでは、
来賓として、中央労福協・北陸労金・

ている。富の一極集中、規制緩和がも

議事に入り、第１号議案・2019年度

東海労金・近畿労金・こくみん共済

たらした格差・貧困の拡大、さらには

活動経過報告、第２号議案・会計決算

coop中部統括本部・関西統括本部より

自己責任「助けてと言えない社会」に

報告及び2019年度会計監査報告、第３

お越し頂く中、和やかなムードで、61

なり、雇用の不安定、教育負担の格差

号議案・2020〜2021年度活動方針（案）、

名の参加により開催されました。
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地区労福協

社会貢献活動特集

舞鶴労福協 「舞鶴学園」
子ども達を



2

レストラン二条へ招待

舞鶴勤労者福祉協議会では、今年度、社会貢献活動とし
て市内にある児童養護施設
「舞鶴学園」
の子ども達とスタッ
フを、当協議会が運営するレストラン二条に招待しました。
「舞鶴学園」には、家庭のさまざまな事情により、家族と
一緒に暮らせない幼児から高校生の子ども達が一緒に生活
をしながら、毎日一緒に食事をしていますが、自分の好き
なメニューを選んで食べられる外食の機会はほとんどない
そうです。今年度は昨年夏休み期間の8/20〜23に４班に分
かれ計52名を招待しました。たくさんあるメニューの中か
ら、食べたいメニューを選び、食後の美味しいデザートも
食べていただきました。子ども達、スタッフさんも大変喜
んでいただき、後日感謝の気持ちが込められたメッセージ
をたくさん届けていただきました。この活動も４年目に入
りましたが、毎年楽しみにしていただいています。今後も
引き続き地域貢献活動の一環として、継続していきたいと
考えています。

乙訓労福協

ライフプランセミナー 開催

１月31日（金）長岡京市中央生涯学習センターにおいて、フリーアナウンサーの

福知山労福協

福知山マラソン

八木早希さんを講師に迎えて、
「人間成長は出会いから」というテーマでライフプ
ランセミナーを開催しました。
八木さんは冒頭、ロサンゼルスで生まれ８歳まで過ごし、小学４〜６年まで韓国

11月23日、毎年約１万人のランナーが出走される福知山

で生活された経験から身につけた国際的な感覚（海外では宗教感覚、国境感覚が必

市あげてのイベント、
「福知山マラソン」に福知山地区労

要）や海外での処世術についてお話されました。海外での経験と、帰国後の大阪で

福協の役員を中心とした13名のスタッフで、ボランティア

の暮らしの中で「人と接する仕事」
「自分自身を言葉で表現できる仕事」をしたい

として参加を致しました。

という思いから、アナウンサーという職業を選択されたそうです。アナウンサーに

活動内容は、第一給水所を任され、選手の皆さんにスポー
ツドリンクをお渡しすることが任務となります。事前の
テーブル準備から始まり、ドリンクの作成、ドリンクをカッ

なられてからも、レポーターとして、またインタビュアーとしての失敗や経験から、
我々が普段活用できる信頼関係を築くコミュニケーションのためのヒントをいくつも教えていただきました。
参加者の皆さんは和やかな雰囲気のなか、
上手なコミュニケーションの図り方などについて熱心に聞き入っておられました。

プに入れておくなど、スタート前は、作業に追われます。
準備が出来て一息ついた後は、選手が通過されるのを待
ちます。選手が通り過ぎる約45分の間は、大変バタバタし
ますが、皆さんから「有難う！」と受け取っていただくと、
こちらも参加して良かったな、と感じられる瞬間です。
片付けを終え、来年も地区労福協として参加することを
確認した後、解散に
至りました。
参加していただい
たスタッフの皆さん、
大変お疲れ様でした。
来年も頑張りましょ
う！
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南労福協

ボウリング大会

２月４日（火）18時00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28名が参加し、それぞれがボウリングの腕
を競いました。
今年は各加盟単組から１チーム選出いただき、昨年より多くの方々に参加をいただきま
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、
朝日レントゲン労組

本村さんが優勝、朝日レントゲン労組

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。参加者のみなさんからは来年はチーム対抗も
企画してほしいという声があり、次年度はチーム対抗も検討したいと思います。

丹後・宮津労福協

天橋立ボランティア

12月８日、丹後労福協・宮津労福協は、社会貢献活

TOPIC

４

動として「天橋立一斉清掃」
（天橋立を守る会が主催）
に参加しました。この一斉清掃は日本三景のひとつで

綾部労福協

健康福祉ボウリング大会

開催

２月10日（月）綾部労福協健康福祉ボウリング大会を、サンケイボウル（福知山市）にて

あり、地域の宝である「天橋立」を、新年を迎える前

開催しました。

に美しくするために実施されているものです。労福協

当日は、週明けの仕事終わりにも関わらず、７会員13組52名の参加をいただき、各自２ゲー

として、地域に貢献できる活動として毎年参加してお

ム行いました。参加者は大いに盛り上がり、お互いの親睦を深めました。

り、今回は労福協役員を中心に参加しました。
当日は寒い日でしたが、近隣の企業、団体、住民の
方が多数参加され、主に松の落ち葉の除去、ごみの撤
去などの作業を行い、新年を迎える準備となりました。
丹後地方に来られることがありましたら、ぜひ天橋立にお立ち寄りください。

TOPIC

５

口丹労福協

セカンドライフ準備セミナー 開催

2020年２月25日（火）18：30からガレリアかめおか２階会議室において、『Well
事務機器・
車リース・
旅行のことなら

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
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京都の生協の連合体が京都府生協連です

Fair自主福祉の集い』の一環としてセカンドライフ準備セミナーを開催致しました。

食の安全くらしの安心の
実現をめざして

開催となりました。
一言で年金と言っても、
企業年金や厚生年金など性質の異なる様々

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

講師は社会保険労務士の杉原純子様を迎え、受講者は40〜50代を中心とした24名での
な年金があり、被保険者本人や配偶者の年齢などによって、支給額が大きく異なるこ
とがわかりました。また、定年退職後の働き方（フルタイムなど）によって、支給額
が少なくなるケースもあることなどは、受講者の皆さんも目から鱗が落ちる思いで聴
いておられました。各々が現在の取り巻く環境を知り、今後の働き方、60歳以降ライフプランについてどういう選択肢があ
るのか、どうして行けばいいのかを詳しく講義頂きました。今後のライフプランについて改めて考えられたセミナーになり
ました。
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●ここに記載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。ご契約の際はリーフレットの
「ご契約のてびき（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご確認ください

全国労働者共済生活協同組合連合会
ＨＰ： https://www.zenrosai.coop/

●全国のろうきん ●イオン銀行 ●ローソン銀行 ●コンビニ

キャッシュカードによるご入金でも、
ローンカードによるご返済でも、
手数料は実質無料！！
ご入金・ご返済は、全国のろうきんはもちろん、

は、手数料がかかりません。

以下の金融機関でご利用いただけます。

※ お振込手数料については還元対象になりません。

● ゆうちょ銀行 ● セブン銀行 ● ローソン銀行

★ ﾛｰﾝｶｰﾄﾞのご利用でも手数料は実質無料

● イオン銀行 ● 第二地銀 ● 信金 ● 信組

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・
ろうきん教育ローン（カード型）・スマートチョイス〕

● コンビニ（ファミリーマートなど）
※ 全国のろうきん・ゆうちょ銀行・セブン銀行・
ローソン銀行・イオン銀行・コンビニは、
手数料がかかりません。
※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。

（祝日、12月31日～1月3日は除く）

公益財団法人
京都労働者総合会館

「200831」 513-2019-020

ラボール京都

大ホールと中小会議室 全１4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。

〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30-2（四条御前）
http:// laborkyoto.jp

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。

FAX 075（801）7600

阪急・京福西院駅北・南出入口よりすぐ

TEL 075（821）5551

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。

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 葊岡和晃
http://kyoto.rofuku.net

●全国のろうきん ●提携先金融機関（都銀・信託銀・地銀・
お引出し手数料
第二地銀・信金･信組･ＪＡ) ●ゆうちょ銀行 ●セブン銀行
実質無料のＡＴＭ
●ローソン銀行 ●イオン銀行 ●コンビニ（ファミリーマートなど）

発 行
京都労働者福祉協議会

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、
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。」

