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　本講座は21世紀社会に対応しうる新しい、労働運
動・労働者福祉運動の担い手としてのリーダーの育
成を図る事を目的に毎年、開催されています。
講座1「労働者福祉運動の理念・歴史と今日的課題」
　講師：高橋均　氏（中央労福協講師団　講師）
講座2「大人の責任・社会に責任
　　　～次代を担う子どもの命と未来～」
　講師：増田良文　氏（子どもシェルターみやざき代表）
講座3「はたらく人・働きたい人をささえ
　　　ともに成長しよう人も組織も」
　講師：玉城勉　氏（沖縄県労福協アドバイザー）
講座4「働くことを軸とする安心社会に向けて」
　　　～私たちはどう向き合い、どう行動していくか～
　講師：山根木晴久　氏（連合総合組織局長）
【事業団体報告】
①九州労働金庫総合企画部（武田恵介　氏）　
②沖縄県労働金庫経営統括部（知念拓　氏）
③こくみん共済COOP九州統括本部（宮﨑浩介　氏）

日　時：2019年8月20日（火）14：00 ～ 17：00
場　所：九州労働金庫長崎支店　4階会議室
講　座：労働組合等の会計税務の適正な手続き
講　師：関口邦興　氏（東京税理士会　税理士）

日　時：2019年9月9日（月）14：00 ～
場　所：九州労金宮崎県本部（宮崎市）
〈協議事項〉
①南部ブロック幹事会役員交代の確認及び退任に伴
う記念品の贈呈について
②定款の一部追加と慶弔見舞金等規程の整備
③社会福祉法人「抱樸」設立への協力対応について
④第7回労働運動・労働者福祉運動の理念・歴史・
リーダー養成講座の総括
⑤奨学金借換え（つなぐ）の取り組み状況について
⑥南部ブロック役員視察研修について
⑦2019年度南部ブロック研究集会について

　2019年9月27日（金）長崎勤労福祉会館Ａ会議室に
於いて、県労福協第2回幹事会を開催し、今後の取
組みについて協議を行い確認しました。
〈協議事項〉
①2019国福祉強化キャンペーンの取り組み
②自治体要請行動と要請書（案）の件
③中央労福協第64回定期総会代議員選出の件
④2020年　県労福協18次海外視察研修の件
⑤ 社会福祉法人「抱樸」設立への協力対応の件

　今年度も中央労福協2019年度活動計画の重点課題
を基本とした全国共通のテーマ3本柱を軸に、2019
全国福祉強化キャンペーンを実施し、全国統一行動
を展開します。
目的：共助拡大・利用拡大など労働者自主福祉運動

を柱に、共通テーマで全国的に集中して取り
組み、労福協と他団体とのネットワークや連
携を通じて社会へのアピールを高めると共に
労働者福祉の充実を図ることを目的に実施し
ます。

取り組み強化期間：2019年10月～ 11月
全国共通テーマ
①労働者福祉運動で共助の輪を地域に広げよう!
②奨学金制度を改善し、教育費負担軽減につなげよう!
③生活・就労支援を地域のネットワークで支えよう!
全国統一行動
①労働者自主福祉事業の周知・点検運動
②奨学金に関する一斉相談
　中央労福協　奨学金一斉相談日
　2019年11月10日（日）9：00 ～ 21：00
　フリーダイヤル　0120-41-6029
③地方自治体への政策制度要請
■長崎県労福協キャンペーンの取り組み内容
①福祉事業団体と労福協が帯同し、各産別地方組織
および各労働組合を訪問し、「労働者自主福祉運動
（ろうきん・こくみん共済ｃｏｏｐ）の推進」に関
する運動方針掲載ならびに機関誌への関連情報の
掲載等の要請行動を行います。
②下記の日程で研修会・相談会を開催します。　　
　1）県労福協　県北地区次世代育成セミナー
　　日　時：2019年10月8日（火）19時～
　　場　所：佐世保市勤労福祉センター
2）労金・こくみん共済COOP <全労済>・労福協
合同研修会

　　日　時：2019年10月26日（土）13時30分～17時
　　場　所：九州労働金庫長崎支店
　3）奨学金に関する無料相談会
　　日　時：2019年11月16日（土）10時～ 17時
　　場　所：ライフサポートセンター長崎・佐世保
　　面談相談：事前予約制（お一人30分以内目安）

相談員：ライフサポートセンター相談員
　　　　九州労働金庫長崎・佐世保　職員
　　　　NPO法人消費者被害防止ネットナガサキ弁護士

日　程：2019年9月24日～ 25日　場所：労金会館
議　題：１. 中央労福協及び各ブロック労福協報告

　２. 2019全国福祉強化キャンペーンの取組み
　３. 中央労福協70周年記念事業について
　４. 中央労福協第64回定期総会について 
　５. その他（こくみん共済COOP〈全労済〉）
　　  ・法人火災共済保険について

講　演：ろうきん金融教育サポートプログラム
　　　：有竹丈司氏（中央労金総合企画部）
講　演：労金に関するＩＬＯレポート・労金ＳＤＧｓ
　　　　行動指針について
　　　：中江公人氏（全国労働金庫理事長）

日　時：2019年9月2日（月）13：00 ～ 17：30
場　所：連合会館　2階201会議室
①「女性の参画で労働福祉運動のさらなる推進を！」
　　：花井圭子　氏（中央労福協事務局長）
②「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶」
　　：山中しのぶ　氏（中央労福協副会長）
③リレートーク：ネットワークを広げよう
④健康つくり：日本医療福祉生協連
講　演：「長く楽しく働くために」
講　師：村木厚子　氏（津田塾大学教授）

日　時：8月23日（金）13時～ 24日（土）12時
場　所：九州労金宮崎県本部会議室（宮崎市）
参加者：九州82名、長崎9名（男性8・女性1）、

中央労福協第4回地方労福協会議開催

中央労福協シンポジウム「女性の広場」開催

〈その他〉
①長崎県労働者スポーツ大会について
②県労福協　県北地区次世代育成セミナー
③県労福協チャリティゴルフ大会開催について
④労金・こくみん共済COOP・労福協共催による
合同研修会
⑤2019年度南部労福協研究集会について
⑥ライフサポートセンター相談受付状況報告

日　時：2019年9月25日(水)18：30分～
場　所：大村市勤労者センター　参加者：45名　　
◎松瀬哲哉氏（九州ろうきん大村支店)からは「ライ
フプランニング～人生100年時代に備えよう」
◎原田隆史氏（こくみん共済COOP長崎推進本部）か
ら「保障設計について」
の提案をうけ、退職後
の生活に必要な金額・
保障の適切化など学ぶ
機会となりました。　
　　　
　
　　　
※県労福協チャリティゴルフ大会を開催します
日　時：2019年10月18日（金）8：00スタート
場　所：大村湾カントリー倶楽部ニューコース
参加、ご希望の方はお早めに申し込み下さい。

１．九州ろうきん長崎県本部は、9月13日(金)「第18回
全県推進委員交流集会」を開催しました。集会のメ
インテーマはみんなの「つながり」で未来に「○○
○○」です。○○○○に入る4文字は？
２．こくみん共済COOP＜全労済＞の住宅保障は○
○○○共済。○○○○に入る4文字は？
◎クイズの答えはハガキかＦＡＸで、〒住所・氏名・電
話番号・職場名を明記し県労福協へ送付ください。
◎締切日は11月20日(水)(当日消印有効)
◎当選者10人の方に「秋の果物？」をお送りします。
正解者多数の場合は抽選で決めます。
◎送り先　〒850-0031　長崎市桜町9-6
　長崎県労福協クイズ係　ＦＡＸ(095)811-6132
◎前月号当選者(敬称略)
　川上　　進（佐世保）　村上　勝治（北　松）
　井上　清香（大　村）　松尾　佳世（時　津）
　池亀　真吾（長　崎）　加世田和志（長　崎）
　西﨑　京子（西　彼）　木川智栄子（長　崎）
　若菜さくら（長　崎）　三根理央奈（西　彼）

南部労福協　第 7回　労働運動・
労働者福祉運動の理念・歴史・
リーダー養成講座開催！！

2019全国福祉強化キャンペーンを実施します！！
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　本講座は21世紀社会に対応しうる新しい、労働運
動・労働者福祉運動の担い手としてのリーダーの育
成を図る事を目的に毎年、開催されています。
講座1「労働者福祉運動の理念・歴史と今日的課題」
　講師：高橋均　氏（中央労福協講師団　講師）
講座2「大人の責任・社会に責任
　　　～次代を担う子どもの命と未来～」
　講師：増田良文　氏（子どもシェルターみやざき代表）
講座3「はたらく人・働きたい人をささえ
　　　ともに成長しよう人も組織も」
　講師：玉城勉　氏（沖縄県労福協アドバイザー）
講座4「働くことを軸とする安心社会に向けて」
　　　～私たちはどう向き合い、どう行動していくか～
　講師：山根木晴久　氏（連合総合組織局長）
【事業団体報告】
①九州労働金庫総合企画部（武田恵介　氏）　
②沖縄県労働金庫経営統括部（知念拓　氏）
③こくみん共済COOP九州統括本部（宮﨑浩介　氏）

日　時：2019年8月20日（火）14：00 ～ 17：00
場　所：九州労働金庫長崎支店　4階会議室
講　座：労働組合等の会計税務の適正な手続き
講　師：関口邦興　氏（東京税理士会　税理士）

日　時：2019年9月9日（月）14：00 ～
場　所：九州労金宮崎県本部（宮崎市）
〈協議事項〉
①南部ブロック幹事会役員交代の確認及び退任に伴
う記念品の贈呈について
②定款の一部追加と慶弔見舞金等規程の整備
③社会福祉法人「抱樸」設立への協力対応について
④第7回労働運動・労働者福祉運動の理念・歴史・
リーダー養成講座の総括
⑤奨学金借換え（つなぐ）の取り組み状況について
⑥南部ブロック役員視察研修について
⑦2019年度南部ブロック研究集会について

　2019年9月27日（金）長崎勤労福祉会館Ａ会議室に
於いて、県労福協第2回幹事会を開催し、今後の取
組みについて協議を行い確認しました。
〈協議事項〉
①2019国福祉強化キャンペーンの取り組み
②自治体要請行動と要請書（案）の件
③中央労福協第64回定期総会代議員選出の件
④2020年　県労福協18次海外視察研修の件
⑤ 社会福祉法人「抱樸」設立への協力対応の件

　今年度も中央労福協2019年度活動計画の重点課題
を基本とした全国共通のテーマ3本柱を軸に、2019
全国福祉強化キャンペーンを実施し、全国統一行動
を展開します。
目的：共助拡大・利用拡大など労働者自主福祉運動

を柱に、共通テーマで全国的に集中して取り
組み、労福協と他団体とのネットワークや連
携を通じて社会へのアピールを高めると共に
労働者福祉の充実を図ることを目的に実施し
ます。

取り組み強化期間：2019年10月～ 11月
全国共通テーマ
①労働者福祉運動で共助の輪を地域に広げよう!
②奨学金制度を改善し、教育費負担軽減につなげよう!
③生活・就労支援を地域のネットワークで支えよう!
全国統一行動
①労働者自主福祉事業の周知・点検運動
②奨学金に関する一斉相談
　中央労福協　奨学金一斉相談日
　2019年11月10日（日）9：00 ～ 21：00
　フリーダイヤル　0120-41-6029
③地方自治体への政策制度要請
■長崎県労福協キャンペーンの取り組み内容
①福祉事業団体と労福協が帯同し、各産別地方組織
および各労働組合を訪問し、「労働者自主福祉運動
（ろうきん・こくみん共済ｃｏｏｐ）の推進」に関
する運動方針掲載ならびに機関誌への関連情報の
掲載等の要請行動を行います。
②下記の日程で研修会・相談会を開催します。　　
　1）県労福協　県北地区次世代育成セミナー
　　日　時：2019年10月8日（火）19時～
　　場　所：佐世保市勤労福祉センター
2）労金・こくみん共済COOP <全労済>・労福協
合同研修会

　　日　時：2019年10月26日（土）13時30分～17時
　　場　所：九州労働金庫長崎支店
　3）奨学金に関する無料相談会
　　日　時：2019年11月16日（土）10時～ 17時
　　場　所：ライフサポートセンター長崎・佐世保
　　面談相談：事前予約制（お一人30分以内目安）

相談員：ライフサポートセンター相談員
　　　　九州労働金庫長崎・佐世保　職員
　　　　NPO法人消費者被害防止ネットナガサキ弁護士

日　程：2019年9月24日～ 25日　場所：労金会館
議　題：１. 中央労福協及び各ブロック労福協報告

　２. 2019全国福祉強化キャンペーンの取組み
　３. 中央労福協70周年記念事業について
　４. 中央労福協第64回定期総会について 
　５. その他（こくみん共済COOP〈全労済〉）
　　  ・法人火災共済保険について

講　演：ろうきん金融教育サポートプログラム
　　　：有竹丈司氏（中央労金総合企画部）
講　演：労金に関するＩＬＯレポート・労金ＳＤＧｓ
　　　　行動指針について
　　　：中江公人氏（全国労働金庫理事長）

日　時：2019年9月2日（月）13：00 ～ 17：30
場　所：連合会館　2階201会議室
①「女性の参画で労働福祉運動のさらなる推進を！」
　　：花井圭子　氏（中央労福協事務局長）
②「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶」
　　：山中しのぶ　氏（中央労福協副会長）
③リレートーク：ネットワークを広げよう
④健康つくり：日本医療福祉生協連
講　演：「長く楽しく働くために」
講　師：村木厚子　氏（津田塾大学教授）

日　時：8月23日（金）13時～ 24日（土）12時
場　所：九州労金宮崎県本部会議室（宮崎市）
参加者：九州82名、長崎9名（男性8・女性1）、

県労福協　労働組合等の会計税務研修会開催

第３回南部ブロック協議会幹事会開催

県労福協第２回幹事会開催

〈その他〉
①長崎県労働者スポーツ大会について
②県労福協　県北地区次世代育成セミナー
③県労福協チャリティゴルフ大会開催について
④労金・こくみん共済COOP・労福協共催による
合同研修会
⑤2019年度南部労福協研究集会について
⑥ライフサポートセンター相談受付状況報告

日　時：2019年9月25日(水)18：30分～
場　所：大村市勤労者センター　参加者：45名　　
◎松瀬哲哉氏（九州ろうきん大村支店)からは「ライ
フプランニング～人生100年時代に備えよう」
◎原田隆史氏（こくみん共済COOP長崎推進本部）か
ら「保障設計について」
の提案をうけ、退職後
の生活に必要な金額・
保障の適切化など学ぶ
機会となりました。　
　　　
　
　　　
※県労福協チャリティゴルフ大会を開催します
日　時：2019年10月18日（金）8：00スタート
場　所：大村湾カントリー倶楽部ニューコース
参加、ご希望の方はお早めに申し込み下さい。

１．九州ろうきん長崎県本部は、9月13日(金)「第18回
全県推進委員交流集会」を開催しました。集会のメ
インテーマはみんなの「つながり」で未来に「○○
○○」です。○○○○に入る4文字は？
２．こくみん共済COOP＜全労済＞の住宅保障は○
○○○共済。○○○○に入る4文字は？
◎クイズの答えはハガキかＦＡＸで、〒住所・氏名・電
話番号・職場名を明記し県労福協へ送付ください。
◎締切日は11月20日(水)(当日消印有効)
◎当選者10人の方に「秋の果物？」をお送りします。
正解者多数の場合は抽選で決めます。
◎送り先　〒850-0031　長崎市桜町9-6
　長崎県労福協クイズ係　ＦＡＸ(095)811-6132
◎前月号当選者(敬称略)
　川上　　進（佐世保）　村上　勝治（北　松）
　井上　清香（大　村）　松尾　佳世（時　津）
　池亀　真吾（長　崎）　加世田和志（長　崎）
　西﨑　京子（西　彼）　木川智栄子（長　崎）
　若菜さくら（長　崎）　三根理央奈（西　彼）

各 地 区 労 福 協 だ よ り
大東地区労福協ライフプランセミナー開催

事 務 局 だ よ り

第111回
労福協



な が さ き 労 福 協第 167 号 2019年10月 1日  ⑶

　九州ろうきん長崎県本部推進委員会（委員長：中野県職連合労組委
員長）は 9 月 13 日（金）、長崎市のホテルニュー長崎において、県内
各地より推進委員（青年・女性推進委員含む）、書記さん、役職員を
含めた約 140 名の参加で、第 18 回全県推進委員交流集会を開催しま
した。集会は、「みんなの『つながり』で未来に『つなげる』～労働
組合とろうきんの未来のためにみんなで力をあわせよう～」をメイン
テーマとして、今回も講演とグループワークを行いながら学習と交流
を深めました。来賓として、長崎県労福協の松尾事務局長、こくみん
共済 coop（全労済）より森本部長、尾辻長崎支所長も出席しました。
　本集会は、「ろうきん
の現状や推進課題につ
いての意思統一ととも
に、各地区推進機構活
動の交流を通して活動
の活性化を図ること」
を目的に毎年開催して
おり、長崎県労働金庫
から通算すると今回で
41 回目となります。
　この間、長崎県本部推進委員会では、各店（地域）推進委員会と青年・女性推進委員会との連携強化を重要
課題として掲げており、今回、推進委員の役割の再認識に加え、課題の共有化と改善策についての議論を深化
させることを目的に講演とグループワークを実施しました。さらに、前年度に推進機構として特徴的な活動を
実施した 2つの推進委員会（島原支店・諌早支店）が具体的な取り組みを報告しました。
　≪講演≫は、九州ろうきん宮崎県本部の野崎推進委員長が「推進機構の役割発揮とみらいにつなぐろうきん
運動」をテーマに、宮崎県本部における青年・女性推進委員会の取り組みを紹介しながら成果と課題を発信し
ました。講演を受けた後、「14 のグループ」でグループワークを実施し、課題を共有しつつ、その改善のため
の方策を見い出す意見交換を行っています。最後に全てのグループが議論の到達点を発表し、長崎県本部にお
ける青年・女性推進委員会との連携強化に基づく推進機構の強化を誓いあいました。第二部の交流会も多くの

参加者で盛り上がりました。推進機
構の強化によるろうきん運動を通じ
た労働組合活動と“ ろうきん ”の発
展を期待します。

第18回九州ろうきん長崎県本部全県推進委員交流集会を開催

【テーマ】　　「みんなの『つながり』で未来に『つなげる』」
　　　　 ～労働組合と〈ろうきん〉の未来のためにみんなで力をあわせよう～

講演する野崎宮崎県本部推進委員長

（諌早支店推進委員会の報告） （島原支店推進委員会の報告）

全地域が発表ですグループワークはみんな真剣です
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長 崎 支 所
長崎市宝栄町3-15

佐世保支所
佐世保市城山町1-22

☎095-864-7144
☎0956-25-8012

受付時間 平日9：00～17：15（土・日・祝日を除く）


