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　県労福協は2月16日（日）11:00 ～長崎ラッキーボウ
ルにおいて、組合員相互の親睦・交流を図る目的で、
県労福協主催第10回ボウリング大会を開催しまし
た。県下各地（五島・壱岐・対馬含）から22チーム
（66名）の参加で、宮﨑会長の始球式でスタートし、
2ゲームの団体戦・個人戦を行いました。
　試合終了後、昼食を取りながらの成績表彰式で表
彰・賞品授与を行い、終了しました。
団体優勝：ＪＰ労組諫早（諫早地区）
準 優 勝：ララコープ（県生協連）
三　　位：長崎電気軌道労組（長崎地区）
個人優勝：柴崎雅寛氏（ＪＰ労組諫早）
準 優 勝：影平哲也氏（ＪＰ労組諫早）
三　　位：大久保竜也氏（ララコープ）

　長崎地区労福協は2月5日（水）18:30 ～長崎ラッ
キーボウルにおいて、県労福協ボウリング大会の予
選を兼ね第10回大会を開催、19チーム・57名（11産別）
が優勝をかけ熱戦を繰り広げました。
成　績　優　勝：長崎電気軌道労組　
準優勝：電機連合　
三　位：ＪＰ労組ピース支部Ａ

　南部ブロック協議会（九州・沖縄）は２月13日、
宮崎市「ホテル  スカイタワー宮崎駅前」において
2020年度定期総会を開催しました。総会には役員・
代議員等、約57名が出席し、長崎県労福協からは
代議員として宮﨑会長、森副会長、酒井副会長が
出席しました。
　畑中幹事（鹿児島県労福協専務理事）の開会挨拶
で始まり、議長団には、宮崎中央会から赤星代議
員（九州労金宮崎県本部）、石田代議員（こくみん
共済ｃｏｏｐ宮崎推進本部）を選出し議事に入り
ました。南部労福協幹事会を代表して大久保会長
（宮崎中央会会長）は、「南部労福協として<福祉は
ひとつ>の精神に基づいた運動の再確認を行い、
労働者自主福祉運動の原点に立ち帰り関係団体と
のつながりを一層強め運動にまい進する。」と挨拶
しました。
　来賓挨拶では、南部美智代氏（中央労福協事務
局長）、川端輝治氏（宮崎県商工観光労働部課長）、
西村芳樹氏（連合九州ブロック代表幹事）、より祝
辞と連帯の挨拶を受けました。
　2019年度活動報告・決算報告並びに2020年度の
活動方針・予算等について假野事務局長代行（宮
崎中央会常務）より提起され、原案通り満場一致
で承認されました。
　全ての議事が終了後、川平幹事（沖縄県労福協
専務理事）の閉会挨拶で終了しました。

　定期総会終了後、花
井圭子氏（中央労福協
参与）より、≪現状に真
向かい、さらなる労働
者福祉運動の前進に向
けて≫を演題に記念講
演を受けました。

　県労福協は、2020年２月１日（土）13時30分～ 17
時まで、セントヒル長崎において62名の方に参加い
ただき、次世代育成セミナーを開催しました。開催
目的は、労働運動・労働者自主福祉運動が果たして
きた役割を認識・理解し、「ともに運動する主体」と
しての関係の再構築を図るため、次世代を担うリー
ダー育成が最重要課題であるという認識から開催し
たものです。

　一部については、長崎県消費生活センターより渡
辺修一氏を招いて、最近多発する「若者によるネッ
トトラブル等」と題して講演を受けました。
　二部については、「次代へつなぐ労働者福祉運動の
理念と歴史、そして課題～労福協の2030年ビジョン
～」と題して、中央労福協（事務局次長）「栗岡　勝也」
氏による講演でした。
三部については、講
演を受けて参加者に
よるグルーブ討議（8
～ 9名）で意見交換
を行った後、それぞ
れのグループより報
告を行いました。

県労福協　次世代育成セミナー開催！

労福協　南部ブロック定期総会を開催
2020年度の活動方針等を決定

　2020年2月5日（水）18時30分～、対馬市役所厳原庁
舎別館大会議室において34名の参加で「対馬地区ラ
イフプランセミナー」を開催しました。
　こくみん共済ｃｏｏｐ長崎推進本部の原田隆史氏
からは<生活保障設計運動等について>提案を受け、
九州労金長崎支店の奥正幸氏から<iDeCo（個人型確
定拠出年金）等について>提案を受けました。

　大東地区労福協は2月7日(金)18時30分～県労福協
大会の予選を兼ねて、2019年度ボウリング大会を大
村Ｊボールにおいて、22チーム：66名（男性42名・
女性24名）の参加で開催しました。
団体表彰　１位：電力ユニオンチーム
　　　　　２位：退教協チーム
　　　　　３位：県職環保研Ａチーム
個人優勝　男性：紙村勇一さん（電力ユニオン）
　　　　　女性：鰐口苓子さん（退教協）

　2020年2月11日（火）10時～、森山スポーツ交流館
において諫早地区労福協スポーツ大会（ミニバレー
ボール）を107名（13チーム・応援者含）の参加で開催
しました。

　優　勝：峯陽チームＡ（ＵＡゼンセン）
　準優勝：日ハム労組ハミューチーム（フード連合）
　三　位：ろうきん労組諫早分会
　　　　：峯陽チームＢ（ＵＡゼンセン）

　２月19日（水）18:30 ～労働福祉センターにおいて、
45人参加のもと、九州労金佐世保支店の谷川麻衣子
氏、こくみん共済ｃｏｏｐ佐世保支所の木村有希氏
の2人を講師にお願いして、若年層セミナーを開催
しました。
　労金講師からは、「若年層ライフプラン」として労
金アプリ・iDeCo等、自助努力で準備が必要な老後
生活費など、労金に相談くださいと説明。こくみん
共済ｃｏｏｐ講師からは、「若いからこそできる保障
設計」について、これからの将来設計の参考になる
有意義な講演をいただきました。

　北松地区労福協は、２月20日（木）18時30分～松浦
市生涯学習センターにおいて「50歳からの生活設計

セミナー」を定年前組合員とその配偶者、組合三役
を対象に、講師として労金・こくみん共済ｃｏｏｐ
の職員を招き開催しました。

　2020年２月19日（木）18時より「はたなか」におい
て、ろうきん推進委員会主催・五島地区労福協共催
で2020年度ライフプランセミナーが開催され、各単
組から21人の参加がありました。今回のセミナーの
内容は「お金の勉強会」と題して、ろうきんの五島支
店川口雅也さんより講演を受けました。

　２月22日（土）五島地区労福協主催の磯釣り大会が
開催されました。当日は32人の登録がありましたが、
風が強く釣りに出られない人も多く、計量に来られ
た方は昨年より少ない8人でした。
　成績は次のとおりです。
クロの部
　優賞：貞方鴨也さん（市職）  42.0㎝  1.1㌔
　二位：窪田博行さん（労金）  41.0㎝  1.0㌔
　三位：谷川　隆さん（市職）　
他魚の部
　優賞：山本　栄さん（県職）  イカ  1.5㌔
　二位：吉谷弘幸さん（五病）  チヌ  1.0㌔（40.5㎝）
　三位：山口　忍さん（市職）  イカ  1.0㌔（30.0㎝）

　対馬地区労福協・連合長崎対馬ブロックの合同レ
クレーションとして、２月16日（日）厳原町体育館に
おいて41名（大人31名、子ども10名）の参加で「フロ
アーカーリング大会」を開催し、家族を含め楽しい
時間を過ごしました。

※労福協と九州ろうきん連携した取り組みとして、
奨学金返済を抱える勤労者の方に対するサポート
を行っています。
　
◎教育ローン≪奨学金借換専用「つなぐ」≫
　期間限定：2021年3月31日まで

＊「奨学金」の返済額を見直したい・・・

＊「奨学金」の金利を見直したい・・・

＊子どもの「奨学金」を借換してあげたい・・

＊奨学金返済に対する不安感・負担感を解消した
い・・・

◎具体的なご相談・お問い合わせは、九州ろうきん
長崎県内の各支店までご連絡ください。

南部労福協総会で挨拶する大久保会長

講演する　花井圭子氏
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　県労福協は2月16日（日）11:00 ～長崎ラッキーボウ
ルにおいて、組合員相互の親睦・交流を図る目的で、
県労福協主催第10回ボウリング大会を開催しまし
た。県下各地（五島・壱岐・対馬含）から22チーム
（66名）の参加で、宮﨑会長の始球式でスタートし、
2ゲームの団体戦・個人戦を行いました。
　試合終了後、昼食を取りながらの成績表彰式で表
彰・賞品授与を行い、終了しました。
団体優勝：ＪＰ労組諫早（諫早地区）
準 優 勝：ララコープ（県生協連）
三　　位：長崎電気軌道労組（長崎地区）
個人優勝：柴崎雅寛氏（ＪＰ労組諫早）
準 優 勝：影平哲也氏（ＪＰ労組諫早）
三　　位：大久保竜也氏（ララコープ）

　長崎地区労福協は2月5日（水）18:30 ～長崎ラッ
キーボウルにおいて、県労福協ボウリング大会の予
選を兼ね第10回大会を開催、19チーム・57名（11産別）
が優勝をかけ熱戦を繰り広げました。
成　績　優　勝：長崎電気軌道労組　
準優勝：電機連合　
三　位：ＪＰ労組ピース支部Ａ

　南部ブロック協議会（九州・沖縄）は２月13日、
宮崎市「ホテル  スカイタワー宮崎駅前」において
2020年度定期総会を開催しました。総会には役員・
代議員等、約57名が出席し、長崎県労福協からは
代議員として宮﨑会長、森副会長、酒井副会長が
出席しました。
　畑中幹事（鹿児島県労福協専務理事）の開会挨拶
で始まり、議長団には、宮崎中央会から赤星代議
員（九州労金宮崎県本部）、石田代議員（こくみん
共済ｃｏｏｐ宮崎推進本部）を選出し議事に入り
ました。南部労福協幹事会を代表して大久保会長
（宮崎中央会会長）は、「南部労福協として<福祉は
ひとつ>の精神に基づいた運動の再確認を行い、
労働者自主福祉運動の原点に立ち帰り関係団体と
のつながりを一層強め運動にまい進する。」と挨拶
しました。
　来賓挨拶では、南部美智代氏（中央労福協事務
局長）、川端輝治氏（宮崎県商工観光労働部課長）、
西村芳樹氏（連合九州ブロック代表幹事）、より祝
辞と連帯の挨拶を受けました。
　2019年度活動報告・決算報告並びに2020年度の
活動方針・予算等について假野事務局長代行（宮
崎中央会常務）より提起され、原案通り満場一致
で承認されました。
　全ての議事が終了後、川平幹事（沖縄県労福協
専務理事）の閉会挨拶で終了しました。

　定期総会終了後、花
井圭子氏（中央労福協
参与）より、≪現状に真
向かい、さらなる労働
者福祉運動の前進に向
けて≫を演題に記念講
演を受けました。

　県労福協は、2020年２月１日（土）13時30分～ 17
時まで、セントヒル長崎において62名の方に参加い
ただき、次世代育成セミナーを開催しました。開催
目的は、労働運動・労働者自主福祉運動が果たして
きた役割を認識・理解し、「ともに運動する主体」と
しての関係の再構築を図るため、次世代を担うリー
ダー育成が最重要課題であるという認識から開催し
たものです。

　一部については、長崎県消費生活センターより渡
辺修一氏を招いて、最近多発する「若者によるネッ
トトラブル等」と題して講演を受けました。
　二部については、「次代へつなぐ労働者福祉運動の
理念と歴史、そして課題～労福協の2030年ビジョン
～」と題して、中央労福協（事務局次長）「栗岡　勝也」
氏による講演でした。
三部については、講
演を受けて参加者に
よるグルーブ討議（8
～ 9名）で意見交換
を行った後、それぞ
れのグループより報
告を行いました。

第10回県労福協ボウリング大会開催

　2020年2月5日（水）18時30分～、対馬市役所厳原庁
舎別館大会議室において34名の参加で「対馬地区ラ
イフプランセミナー」を開催しました。
　こくみん共済ｃｏｏｐ長崎推進本部の原田隆史氏
からは<生活保障設計運動等について>提案を受け、
九州労金長崎支店の奥正幸氏から<iDeCo（個人型確
定拠出年金）等について>提案を受けました。

　大東地区労福協は2月7日(金)18時30分～県労福協
大会の予選を兼ねて、2019年度ボウリング大会を大
村Ｊボールにおいて、22チーム：66名（男性42名・
女性24名）の参加で開催しました。
団体表彰　１位：電力ユニオンチーム
　　　　　２位：退教協チーム
　　　　　３位：県職環保研Ａチーム
個人優勝　男性：紙村勇一さん（電力ユニオン）
　　　　　女性：鰐口苓子さん（退教協）

　2020年2月11日（火）10時～、森山スポーツ交流館
において諫早地区労福協スポーツ大会（ミニバレー
ボール）を107名（13チーム・応援者含）の参加で開催
しました。

各 地 区 労 福 協 だ よ り

長崎地区労福協ボウリング大会開催

大東地区労福協ボウリング大会開催

諫早地区労福協スポーツ大会開催

対馬地区労福協
ライフプランセミナー開催

　優　勝：峯陽チームＡ（ＵＡゼンセン）
　準優勝：日ハム労組ハミューチーム（フード連合）
　三　位：ろうきん労組諫早分会
　　　　：峯陽チームＢ（ＵＡゼンセン）

　２月19日（水）18:30 ～労働福祉センターにおいて、
45人参加のもと、九州労金佐世保支店の谷川麻衣子
氏、こくみん共済ｃｏｏｐ佐世保支所の木村有希氏
の2人を講師にお願いして、若年層セミナーを開催
しました。
　労金講師からは、「若年層ライフプラン」として労
金アプリ・iDeCo等、自助努力で準備が必要な老後
生活費など、労金に相談くださいと説明。こくみん
共済ｃｏｏｐ講師からは、「若いからこそできる保障
設計」について、これからの将来設計の参考になる
有意義な講演をいただきました。

　北松地区労福協は、２月20日（木）18時30分～松浦
市生涯学習センターにおいて「50歳からの生活設計

セミナー」を定年前組合員とその配偶者、組合三役
を対象に、講師として労金・こくみん共済ｃｏｏｐ
の職員を招き開催しました。

　2020年２月19日（木）18時より「はたなか」におい
て、ろうきん推進委員会主催・五島地区労福協共催
で2020年度ライフプランセミナーが開催され、各単
組から21人の参加がありました。今回のセミナーの
内容は「お金の勉強会」と題して、ろうきんの五島支
店川口雅也さんより講演を受けました。

　２月22日（土）五島地区労福協主催の磯釣り大会が
開催されました。当日は32人の登録がありましたが、
風が強く釣りに出られない人も多く、計量に来られ
た方は昨年より少ない8人でした。
　成績は次のとおりです。
クロの部
　優賞：貞方鴨也さん（市職）  42.0㎝  1.1㌔
　二位：窪田博行さん（労金）  41.0㎝  1.0㌔
　三位：谷川　隆さん（市職）　
他魚の部
　優賞：山本　栄さん（県職）  イカ  1.5㌔
　二位：吉谷弘幸さん（五病）  チヌ  1.0㌔（40.5㎝）
　三位：山口　忍さん（市職）  イカ  1.0㌔（30.0㎝）

　対馬地区労福協・連合長崎対馬ブロックの合同レ
クレーションとして、２月16日（日）厳原町体育館に
おいて41名（大人31名、子ども10名）の参加で「フロ
アーカーリング大会」を開催し、家族を含め楽しい
時間を過ごしました。

※労福協と九州ろうきん連携した取り組みとして、
奨学金返済を抱える勤労者の方に対するサポート
を行っています。
　
◎教育ローン≪奨学金借換専用「つなぐ」≫
　期間限定：2021年3月31日まで

＊「奨学金」の返済額を見直したい・・・

＊「奨学金」の金利を見直したい・・・

＊子どもの「奨学金」を借換してあげたい・・

＊奨学金返済に対する不安感・負担感を解消した
い・・・

◎具体的なご相談・お問い合わせは、九州ろうきん
長崎県内の各支店までご連絡ください。

優勝チーム（ＪＰ労組諫早）
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　県労福協は2月16日（日）11:00 ～長崎ラッキーボウ
ルにおいて、組合員相互の親睦・交流を図る目的で、
県労福協主催第10回ボウリング大会を開催しまし
た。県下各地（五島・壱岐・対馬含）から22チーム
（66名）の参加で、宮﨑会長の始球式でスタートし、
2ゲームの団体戦・個人戦を行いました。
　試合終了後、昼食を取りながらの成績表彰式で表
彰・賞品授与を行い、終了しました。
団体優勝：ＪＰ労組諫早（諫早地区）
準 優 勝：ララコープ（県生協連）
三　　位：長崎電気軌道労組（長崎地区）
個人優勝：柴崎雅寛氏（ＪＰ労組諫早）
準 優 勝：影平哲也氏（ＪＰ労組諫早）
三　　位：大久保竜也氏（ララコープ）

　長崎地区労福協は2月5日（水）18:30 ～長崎ラッ
キーボウルにおいて、県労福協ボウリング大会の予
選を兼ね第10回大会を開催、19チーム・57名（11産別）
が優勝をかけ熱戦を繰り広げました。
成　績　優　勝：長崎電気軌道労組　
準優勝：電機連合　
三　位：ＪＰ労組ピース支部Ａ

　南部ブロック協議会（九州・沖縄）は２月13日、
宮崎市「ホテル  スカイタワー宮崎駅前」において
2020年度定期総会を開催しました。総会には役員・
代議員等、約57名が出席し、長崎県労福協からは
代議員として宮﨑会長、森副会長、酒井副会長が
出席しました。
　畑中幹事（鹿児島県労福協専務理事）の開会挨拶
で始まり、議長団には、宮崎中央会から赤星代議
員（九州労金宮崎県本部）、石田代議員（こくみん
共済ｃｏｏｐ宮崎推進本部）を選出し議事に入り
ました。南部労福協幹事会を代表して大久保会長
（宮崎中央会会長）は、「南部労福協として<福祉は
ひとつ>の精神に基づいた運動の再確認を行い、
労働者自主福祉運動の原点に立ち帰り関係団体と
のつながりを一層強め運動にまい進する。」と挨拶
しました。
　来賓挨拶では、南部美智代氏（中央労福協事務
局長）、川端輝治氏（宮崎県商工観光労働部課長）、
西村芳樹氏（連合九州ブロック代表幹事）、より祝
辞と連帯の挨拶を受けました。
　2019年度活動報告・決算報告並びに2020年度の
活動方針・予算等について假野事務局長代行（宮
崎中央会常務）より提起され、原案通り満場一致
で承認されました。
　全ての議事が終了後、川平幹事（沖縄県労福協
専務理事）の閉会挨拶で終了しました。

　定期総会終了後、花
井圭子氏（中央労福協
参与）より、≪現状に真
向かい、さらなる労働
者福祉運動の前進に向
けて≫を演題に記念講
演を受けました。

　県労福協は、2020年２月１日（土）13時30分～ 17
時まで、セントヒル長崎において62名の方に参加い
ただき、次世代育成セミナーを開催しました。開催
目的は、労働運動・労働者自主福祉運動が果たして
きた役割を認識・理解し、「ともに運動する主体」と
しての関係の再構築を図るため、次世代を担うリー
ダー育成が最重要課題であるという認識から開催し
たものです。

　一部については、長崎県消費生活センターより渡
辺修一氏を招いて、最近多発する「若者によるネッ
トトラブル等」と題して講演を受けました。
　二部については、「次代へつなぐ労働者福祉運動の
理念と歴史、そして課題～労福協の2030年ビジョン
～」と題して、中央労福協（事務局次長）「栗岡　勝也」
氏による講演でした。
三部については、講
演を受けて参加者に
よるグルーブ討議（8
～ 9名）で意見交換
を行った後、それぞ
れのグループより報
告を行いました。

　2020年2月5日（水）18時30分～、対馬市役所厳原庁
舎別館大会議室において34名の参加で「対馬地区ラ
イフプランセミナー」を開催しました。
　こくみん共済ｃｏｏｐ長崎推進本部の原田隆史氏
からは<生活保障設計運動等について>提案を受け、
九州労金長崎支店の奥正幸氏から<iDeCo（個人型確
定拠出年金）等について>提案を受けました。

　大東地区労福協は2月7日(金)18時30分～県労福協
大会の予選を兼ねて、2019年度ボウリング大会を大
村Ｊボールにおいて、22チーム：66名（男性42名・
女性24名）の参加で開催しました。
団体表彰　１位：電力ユニオンチーム
　　　　　２位：退教協チーム
　　　　　３位：県職環保研Ａチーム
個人優勝　男性：紙村勇一さん（電力ユニオン）
　　　　　女性：鰐口苓子さん（退教協）

　2020年2月11日（火）10時～、森山スポーツ交流館
において諫早地区労福協スポーツ大会（ミニバレー
ボール）を107名（13チーム・応援者含）の参加で開催
しました。

北松地区労福協　
50歳からの生活設計セミナー開催

五島地区労福協　
　・ライフプランセミナー
　　　　・磯釣り大会開催 !!

　優　勝：峯陽チームＡ（ＵＡゼンセン）
　準優勝：日ハム労組ハミューチーム（フード連合）
　三　位：ろうきん労組諫早分会
　　　　：峯陽チームＢ（ＵＡゼンセン）

　２月19日（水）18:30 ～労働福祉センターにおいて、
45人参加のもと、九州労金佐世保支店の谷川麻衣子
氏、こくみん共済ｃｏｏｐ佐世保支所の木村有希氏
の2人を講師にお願いして、若年層セミナーを開催
しました。
　労金講師からは、「若年層ライフプラン」として労
金アプリ・iDeCo等、自助努力で準備が必要な老後
生活費など、労金に相談くださいと説明。こくみん
共済ｃｏｏｐ講師からは、「若いからこそできる保障
設計」について、これからの将来設計の参考になる
有意義な講演をいただきました。

　北松地区労福協は、２月20日（木）18時30分～松浦
市生涯学習センターにおいて「50歳からの生活設計

セミナー」を定年前組合員とその配偶者、組合三役
を対象に、講師として労金・こくみん共済ｃｏｏｐ
の職員を招き開催しました。

　2020年２月19日（木）18時より「はたなか」におい
て、ろうきん推進委員会主催・五島地区労福協共催
で2020年度ライフプランセミナーが開催され、各単
組から21人の参加がありました。今回のセミナーの
内容は「お金の勉強会」と題して、ろうきんの五島支
店川口雅也さんより講演を受けました。

　２月22日（土）五島地区労福協主催の磯釣り大会が
開催されました。当日は32人の登録がありましたが、
風が強く釣りに出られない人も多く、計量に来られ
た方は昨年より少ない8人でした。
　成績は次のとおりです。
クロの部
　優賞：貞方鴨也さん（市職）  42.0㎝  1.1㌔
　二位：窪田博行さん（労金）  41.0㎝  1.0㌔
　三位：谷川　隆さん（市職）　
他魚の部
　優賞：山本　栄さん（県職）  イカ  1.5㌔
　二位：吉谷弘幸さん（五病）  チヌ  1.0㌔（40.5㎝）
　三位：山口　忍さん（市職）  イカ  1.0㌔（30.0㎝）

佐世保地区労福協若年層セミナー開催

　対馬地区労福協・連合長崎対馬ブロックの合同レ
クレーションとして、２月16日（日）厳原町体育館に
おいて41名（大人31名、子ども10名）の参加で「フロ
アーカーリング大会」を開催し、家族を含め楽しい
時間を過ごしました。

※労福協と九州ろうきん連携した取り組みとして、
奨学金返済を抱える勤労者の方に対するサポート
を行っています。
　
◎教育ローン≪奨学金借換専用「つなぐ」≫
　期間限定：2021年3月31日まで

＊「奨学金」の返済額を見直したい・・・

＊「奨学金」の金利を見直したい・・・

＊子どもの「奨学金」を借換してあげたい・・

＊奨学金返済に対する不安感・負担感を解消した
い・・・

◎具体的なご相談・お問い合わせは、九州ろうきん
長崎県内の各支店までご連絡ください。
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　県労福協は2月16日（日）11:00 ～長崎ラッキーボウ
ルにおいて、組合員相互の親睦・交流を図る目的で、
県労福協主催第10回ボウリング大会を開催しまし
た。県下各地（五島・壱岐・対馬含）から22チーム
（66名）の参加で、宮﨑会長の始球式でスタートし、
2ゲームの団体戦・個人戦を行いました。
　試合終了後、昼食を取りながらの成績表彰式で表
彰・賞品授与を行い、終了しました。
団体優勝：ＪＰ労組諫早（諫早地区）
準 優 勝：ララコープ（県生協連）
三　　位：長崎電気軌道労組（長崎地区）
個人優勝：柴崎雅寛氏（ＪＰ労組諫早）
準 優 勝：影平哲也氏（ＪＰ労組諫早）
三　　位：大久保竜也氏（ララコープ）

　長崎地区労福協は2月5日（水）18:30 ～長崎ラッ
キーボウルにおいて、県労福協ボウリング大会の予
選を兼ね第10回大会を開催、19チーム・57名（11産別）
が優勝をかけ熱戦を繰り広げました。
成　績　優　勝：長崎電気軌道労組　
準優勝：電機連合　
三　位：ＪＰ労組ピース支部Ａ

　南部ブロック協議会（九州・沖縄）は２月13日、
宮崎市「ホテル  スカイタワー宮崎駅前」において
2020年度定期総会を開催しました。総会には役員・
代議員等、約57名が出席し、長崎県労福協からは
代議員として宮﨑会長、森副会長、酒井副会長が
出席しました。
　畑中幹事（鹿児島県労福協専務理事）の開会挨拶
で始まり、議長団には、宮崎中央会から赤星代議
員（九州労金宮崎県本部）、石田代議員（こくみん
共済ｃｏｏｐ宮崎推進本部）を選出し議事に入り
ました。南部労福協幹事会を代表して大久保会長
（宮崎中央会会長）は、「南部労福協として<福祉は
ひとつ>の精神に基づいた運動の再確認を行い、
労働者自主福祉運動の原点に立ち帰り関係団体と
のつながりを一層強め運動にまい進する。」と挨拶
しました。
　来賓挨拶では、南部美智代氏（中央労福協事務
局長）、川端輝治氏（宮崎県商工観光労働部課長）、
西村芳樹氏（連合九州ブロック代表幹事）、より祝
辞と連帯の挨拶を受けました。
　2019年度活動報告・決算報告並びに2020年度の
活動方針・予算等について假野事務局長代行（宮
崎中央会常務）より提起され、原案通り満場一致
で承認されました。
　全ての議事が終了後、川平幹事（沖縄県労福協
専務理事）の閉会挨拶で終了しました。

　定期総会終了後、花
井圭子氏（中央労福協
参与）より、≪現状に真
向かい、さらなる労働
者福祉運動の前進に向
けて≫を演題に記念講
演を受けました。

　県労福協は、2020年２月１日（土）13時30分～ 17
時まで、セントヒル長崎において62名の方に参加い
ただき、次世代育成セミナーを開催しました。開催
目的は、労働運動・労働者自主福祉運動が果たして
きた役割を認識・理解し、「ともに運動する主体」と
しての関係の再構築を図るため、次世代を担うリー
ダー育成が最重要課題であるという認識から開催し
たものです。

　一部については、長崎県消費生活センターより渡
辺修一氏を招いて、最近多発する「若者によるネッ
トトラブル等」と題して講演を受けました。
　二部については、「次代へつなぐ労働者福祉運動の
理念と歴史、そして課題～労福協の2030年ビジョン
～」と題して、中央労福協（事務局次長）「栗岡　勝也」
氏による講演でした。
三部については、講
演を受けて参加者に
よるグルーブ討議（8
～ 9名）で意見交換
を行った後、それぞ
れのグループより報
告を行いました。

　2020年2月5日（水）18時30分～、対馬市役所厳原庁
舎別館大会議室において34名の参加で「対馬地区ラ
イフプランセミナー」を開催しました。
　こくみん共済ｃｏｏｐ長崎推進本部の原田隆史氏
からは<生活保障設計運動等について>提案を受け、
九州労金長崎支店の奥正幸氏から<iDeCo（個人型確
定拠出年金）等について>提案を受けました。

　大東地区労福協は2月7日(金)18時30分～県労福協
大会の予選を兼ねて、2019年度ボウリング大会を大
村Ｊボールにおいて、22チーム：66名（男性42名・
女性24名）の参加で開催しました。
団体表彰　１位：電力ユニオンチーム
　　　　　２位：退教協チーム
　　　　　３位：県職環保研Ａチーム
個人優勝　男性：紙村勇一さん（電力ユニオン）
　　　　　女性：鰐口苓子さん（退教協）

　2020年2月11日（火）10時～、森山スポーツ交流館
において諫早地区労福協スポーツ大会（ミニバレー
ボール）を107名（13チーム・応援者含）の参加で開催
しました。

対馬地区労福協・連合対馬ブロック
合同レクレーション開催

奨学金の返済を見直して
「生活改善」!!

　優　勝：峯陽チームＡ（ＵＡゼンセン）
　準優勝：日ハム労組ハミューチーム（フード連合）
　三　位：ろうきん労組諫早分会
　　　　：峯陽チームＢ（ＵＡゼンセン）

　２月19日（水）18:30 ～労働福祉センターにおいて、
45人参加のもと、九州労金佐世保支店の谷川麻衣子
氏、こくみん共済ｃｏｏｐ佐世保支所の木村有希氏
の2人を講師にお願いして、若年層セミナーを開催
しました。
　労金講師からは、「若年層ライフプラン」として労
金アプリ・iDeCo等、自助努力で準備が必要な老後
生活費など、労金に相談くださいと説明。こくみん
共済ｃｏｏｐ講師からは、「若いからこそできる保障
設計」について、これからの将来設計の参考になる
有意義な講演をいただきました。

　北松地区労福協は、２月20日（木）18時30分～松浦
市生涯学習センターにおいて「50歳からの生活設計

セミナー」を定年前組合員とその配偶者、組合三役
を対象に、講師として労金・こくみん共済ｃｏｏｐ
の職員を招き開催しました。

　2020年２月19日（木）18時より「はたなか」におい
て、ろうきん推進委員会主催・五島地区労福協共催
で2020年度ライフプランセミナーが開催され、各単
組から21人の参加がありました。今回のセミナーの
内容は「お金の勉強会」と題して、ろうきんの五島支
店川口雅也さんより講演を受けました。

　２月22日（土）五島地区労福協主催の磯釣り大会が
開催されました。当日は32人の登録がありましたが、
風が強く釣りに出られない人も多く、計量に来られ
た方は昨年より少ない8人でした。
　成績は次のとおりです。
クロの部
　優賞：貞方鴨也さん（市職）  42.0㎝  1.1㌔
　二位：窪田博行さん（労金）  41.0㎝  1.0㌔
　三位：谷川　隆さん（市職）　
他魚の部
　優賞：山本　栄さん（県職）  イカ  1.5㌔
　二位：吉谷弘幸さん（五病）  チヌ  1.0㌔（40.5㎝）
　三位：山口　忍さん（市職）  イカ  1.0㌔（30.0㎝）

　対馬地区労福協・連合長崎対馬ブロックの合同レ
クレーションとして、２月16日（日）厳原町体育館に
おいて41名（大人31名、子ども10名）の参加で「フロ
アーカーリング大会」を開催し、家族を含め楽しい
時間を過ごしました。

※労福協と九州ろうきん連携した取り組みとして、
奨学金返済を抱える勤労者の方に対するサポート
を行っています。
　
◎教育ローン≪奨学金借換専用「つなぐ」≫
　期間限定：2021年3月31日まで

＊「奨学金」の返済額を見直したい・・・

＊「奨学金」の金利を見直したい・・・

＊子どもの「奨学金」を借換してあげたい・・

＊奨学金返済に対する不安感・負担感を解消した
い・・・

◎具体的なご相談・お問い合わせは、九州ろうきん
長崎県内の各支店までご連絡ください。

長崎県労福協の今後の主な日程
※長崎県労福協第38回定期総会
　日　時　2020年５月22日（金）13時～
　場　所　セントヒル長崎
　総会終了後、記念講演

第114回
労福協

1. 九州ろうきんの口座から「ＬＩＮＥ　Ｐａｙ」に
チャージできるようになりました。ご利用でき
る方は、ろうきん普通預金口座のキャッシュカー
ドをお持ちの方です。ご利用時間は、○○時間○
○○日です。○に入る数字をお答えください。

2. 2020年2月1日・2日・8日 に か け て、
2020○○○○○○○○○○杯九州少年
サッカー長崎県大会を開催しました。○に入
る文字をお答えください。(ヒント：5ページ)

◎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５月22日（金）（当日消印有効）
◎当選者10名の方に「お楽しみプレゼント？」しま
す。正解者多数の場合は抽選となります。
◎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）
　平地由紀子（大　村）　　濵本　　智（島　原）
　藤川きよみ（大　村）　　坂本　隆信（佐世保）
　道脇　正子（長　崎）　　阿部　裕子（大　村）
　山口　好春（佐世保）　　森田　　仁（佐世保）
　池田美江子（大　村）　　滝原　浩子（大　村）

事 務 局 だ よ り
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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）長 崎 推 進 本 部
（長崎県労働者生活協同組合）
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