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福祉研修会を開催！
！

〜奨学金返済の重荷と雇用劣化問題を考える〜
大分県労福協は、2016年度生活底上げ・福祉強化キャンペーンの時
期に合わせ、９月４日（日）全労済ソレイユ７F「カトレア」において、
講師に奨学金問題対策全国会議事務局長の岩重佳治弁護士を迎え、『奨
学金問題の現状と課題 〜真に学びを支える学費と奨学金制度を目指し
て〜』と題して講演を行いました。講演に先立ち、主催者を代表して佐
藤寛人大分県労福協理事長があいさつ、引き続いて来賓の大分県商工労
働部雇用労働政策課 課長 後藤 豊氏、連合大分議員懇談会会長 玉田輝義
氏のあいさつの後、講演に入りました。研修会には連合大分役員・連合
大分議員懇談会議員（大分県議会議員・玉田輝義氏、衆議院議員・吉川
元氏など）
、労働組合・福祉事業団体・地区労福協・一般を合わせ105名
が参加し、熱心にメモを取るなど、有意義な研修会でした。
●
「奨学金問題対策全国会議」の紹介
詳しくは、ホ ー ム ペ ー ジ http://syogakukin.zenkokukaigi.net/
フェイスブック https://www.facebook.com/syougakukin

2016年度南部労福協役員視察研修会（福島県労福協視察）
労働者福祉南部ブロック協議会（南部労福協）は、2016年10月
11日
（火）
〜12日
（水）
の２日間、福島県労福協を視察しました。
視察研修会には九州・沖縄の各県から関係者11名が参加をしま
した。
視察研修会は福島県労福協・佐久間事務局長の司会で開会。冒
頭、福島県労福協を代表して今泉裕会長と労働者福祉南部ブロック
協議会（南部労福協）を代表して青栁直会長からあいさつの後、南
相馬市職労書記長の寺田亮氏から「東日本大震災と原発事故当時の
行政の対応」報告があり、引き続いて意見交換を行いました。視察研修会２日目は相馬郡飯舘村の除染現場
ならびに太陽光発電を視察（車窓から）、南相馬市原町・オフサイトセンター（緊急事態応急対策等拠点施
設）を視察、双葉郡浪江町請戸地区を視察後、国道６号線を南下（車窓から帰宅困難地域視察）して、いわ
き市へ移動しました。震災から５年７ヶ月が経過し、除染・住環境整備・インフラ復旧・産業振興・農業観
光再生・拠点整備など着実に前進していますが、福島原発、被災者の生活支援、風評被害対策等、多くの課
題が山積しています。引き続き、福島県の復旧・復興のために継続した運動の取り組みが必要です。

今後の日程
★2016年度文化講演会…11月６日
（日）全労済ソレイユ７階 13時開場 13時30分開演〜15時終演
●講師 高野 優氏（育児漫画家・絵本作家）
●演題 「子は育ち、親も育つ。楽しまなくっちゃもったいない」
★2017年度大分県当初予算に関わる要請…12月1日
（木）大分県庁本館「会議室」11時〜（予定）
★
「3.11東日本大震災被災地視察」…………12月5日
（月）
〜7日
（水）福島県（予定）
労働相談

生活相談

法律相談

福祉・医療相談

消費生活相談 一人で悩まない、あきらめない、まずは相談を！

大分地区ライフサポ−トセンター 別速杵国東地区ライフサポ−トセンター
県ライフサポ−トセンター
大分県労福協ホームページ
（大分・由布エリア）
（別府・杵築・国東・日出エリア）
（県北・県南・豊肥エリア）
http://oita.rofuku.net/ ☎097-538-3155（平日9時〜5時） ☎0977-26-3155（平日9時〜5時） ☎097-538-3211（平日9時〜5時）
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大分コ−プ商事 ☎097-532-1841 労福協 ☎097-533-1106
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管理受託事業
１．貸会議室（ホール・会議室）の利用促進
少人数から最大285名様まで収容可能な全14室、
多彩なバリエーションを完備
会社説明会 ・ 試験会場 ・ 面接会場 ・ 研修 ・ 各種
セミナー・パーティー ・ 披露宴 ・ 宴会 ・ 会食な
ど、 さまざまなニーズにご利用いただけます。

７Ｆ アイリス
３Ｆ 牡丹
〈HPで予約状況を確認することが出来ます。
〉

２．貸事務所・テナントの入居募集
＜募集区画＞
■106 号室 72.98坪 店舗
■201 号室 14.17坪 店舗・事務所
■202 号室 16.14坪 店舗・事務所

（一社）大分県労働福祉会館

読者からの声
毎月多くの読者の皆さんからご意見・ご感想をいただい
ておりますのでご紹介します。
今後も多くの読者の声を
お聞かせ下さい。
楽しみにお待ちしております。
編集部
●年々読みやすい紙面になってきていますね。編集者
の方々のご苦労がうかがえます。これからも頑張って
ください。
（大分市：女性）
●秋の熱中症に注意！熱中症は夏に起こるものと思っ

労福協クイズ

88
○

簡単な問題ですのでふるってご応募ください。

第 回
︵ 号︶
労福協クイズの答え

87

① 無窮洞
② 乳酸

130

号第 回労福協クイズに多数の

応募をいただきまして誠にありが

名の方が当選されまし

10

とうございました︒
厳正な抽選の結

果︑次の

た︒
また︑
貴重なご意見・ご感想をい

ただきありがとうございました︒

＝敬称略＝

︵大分市︶
玉田 麗奈
︵大分市︶ 林 淳一郎

︵大分市︶
川野明日香
︵大分市︶ 工藤 淑子

︵佐伯市︶
三村 真理
︵大分市︶ 野村 真弓

︶

豊後大野市

◎『福祉ひろば』へのご意見ご感想などお寄せ下さい。

︵
博陸
︵佐伯市︶ 高畑あさみ

あ て 〒870-0035 大分市中央町4丁目2番5号
ソレイユ6F
先
一般社団法人 大分県労働者福祉協議会編集委員会

この他にもご意見ご感想をいただいていますが、紙面の都合で
割愛させていただきます
︵佐伯市︶
谷川 栄二
︵佐伯市︶ 伊東 君江

応 募 ・ハガキに、①、②それぞれの答えを書き、住所、
氏名、
職場名を明記して下記までご応募ください。
方 法
・応募締切：2016年11月30日
（水）
（当日消印有効）
・正解者の中から抽選で10名の方にクオカード
をお送りします。
・当選者発表は、１月１日発行132号紙面にて。

ていたので、秋の熱中症に注意したいと思います。
（宇佐市：男性）
●シルクドソレイユ福岡公演のトーテムを企画してほ
しい。今年はオリンピックをテレビで観戦しました
が、４年後の東京オリンピックはぜひ現地に行って応
援したいです。それも企画してほしいな〜。
（佐伯市：女性）
●メタボの基準が変わりそうですね。腹囲が基準値未
満でも、血圧や脂質、血糖値に異常があると生活習慣
病の発症リスクが高まるそうです。（由布市：女性）
●「ナガサキの想いを未来に」を拝読させていただ
き、平和の大切さ、命の尊さを改めて感じました。
「無窮洞」という防空壕の存在を恥ずかしながら初め
て知り、同じ九州である長崎での悲惨で悲しい出来事
を二度と繰り返してはならないと強く願いました。
（大分市：女性）
●「リハビリ室からこんいちは！」は役立つ情報が多
くとても楽しみにしています。（豊後大野市：女性）

荻

①今ならおトクな特別金利『カーライフローン・
教育ローンキャンペーン』の期間は、2016年
10月1日からいつまで？
②2012年夏、「やすらぎ霊園」に好きな花木
に囲まれて眠る新しい墓地が誕生しました。
この墓地の名前は「○○墓地」といいます。

http//www.soleil.jp
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全労済大分県本部 ☎097-548-5552
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ぼうさいカフェを開催します!!

全労済大分県本部は、これまで「頻発する自然災害について学び」
「防災・減災意識の向上」に向けて、
地域イベント「ぼうさいカフェ」を開催してきました。
2016年度は以下の内容で開催します。組合員・ご家族の皆さまの来場・参加をお待ちしています。
●名
●日
●場
●内

称：
「スポーツフェスタ秋の大運動会＆ぼうさいカフェ」

時：2016年11月6日
（日）10時〜15時

所：ガレリア竹町ドーム広場（大分市中央町アーケード内）
容：防災迷路・非常食試食・サバ飯体験・パネル展示他

が終了しました!!
全労済では全国一斉に「2016年９月全国統一店舗キャンペーン」を実施（通算５回目）しました。
2016年９月の１ヶ月間において「今こそ備える 防災＆暮らしのキャンペーン」として来店の呼びかけ
や保障点検・充実を進めて
商品別目標
新規獲得目標
9月1日
きました。
こくみん 住まいる プラスワン グレードアップ
来店
結 果 、 多 く の 来 店 と 新 〜30日
目標
実績
達成率
目標達成
規・追加加入をいただき、
大分店 230
75
127% 達成
達成
達成
達成
95
達成
各店舗において目標達成す
中津店
25
148% 達成
達成
−
−
74
37
達成
ることができました。これ
日田店
36
111%
−
−
−
102
40
達成
達成
までの皆さまのご協力に感
佐伯店
16
113%
達成
−
達成
18
115
達成
−
謝いたします。ありがとう
合計
152
−
−
達成
190 125% 達成
521
達成
ございました。
全労済大分県本部は、これまで発生した大規模災害に対して継続して対応を進めています。

平成28年４月

熊本・大分地震

災害

◆被災受付件数・現場調査件数〈大分県〉
受付件数

1,726件

受付時対象外

105件

書類審査

219件

◆共済金のお支払い 〈大分県本部〉
支払件数

2,848件

台風12号
県本部

1,402件

支払共済金

476,936,000円

1,383件

残件数

支払件数

98.6％
【2016年10月24日時点】

〈全国〉

38,379件

完了率

19件

支払共済金

12,888,071,000円
【2016年10月24日時点】

災害

◆被災受付件数・現場調査件数〈大分県〉
大分県

現場調査必要件数 現場調査完了件数

受付件数

69件

受付時対象外

15件

書類審査

3件

現場調査必要件数 現場調査完了件数

60件

47件

残件数

13件

【2016年10月24日時点】

全労済大分県本部 https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/oita
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総合生協 【住宅課】☎097-574-5518 【旅行センター】☎097-548-5515

１．住宅事業の活動内容
❶分譲部門
大分市大在地区「あすみの丘」は、好評分譲中で
す。大在エリアで住宅購入をご検討の方はぜひ現地を
一度ご見学ください。
また、大分市政所モデルハウスは展示期間終了につ
き販売します。詳細につきましてはお問い合わせくだ
さい。
❷リフォーム部門
水廻りやクロス貼替、屋根・外壁の外部塗装など
様々なリフォームを扱っています。お客様のご要望に
あったリフォームプランをご提案させていだきますの
で、お気軽にお問い合わせください。
❸管理部門
「おさるのマーク」の加盟駐車場です。
【時間貸し】
8時から18時まで45分100円（日中最大800円）
18時から8時まで60分100円（夜間最大500円）
【プリペイドカード】
割安なプリペイドカードもあります。10,000円券を
7,200円、5,000円券を4,200円で好評販売中。
２．旅行センターの活動内容
総合生協は組合員の皆様のご予算、ご希望に合わせ

大分県知事登録旅行業 第2-40号

〒870-0035 大分市中央町4-1-32

旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 古本直也

た各種プランをご提案致します。出張、会議、各種研
修、職場旅行や家族旅行、ご宴会の手配など…ご予約、
お問い合わせ、資料請求は係員までお気軽にどうぞ♪
☎097-548-5515
❶旅行センターのおすすめ宿泊プラン
レゾネイトクラブのご案内
❷旅行センターのおすすめ忘新年会プラン
生協法に基づき、非組合員様のご利用時には組合員出資金が
必要となります。尚、組合脱退時に出資金はご返却致します。

大分県総合生協 宿泊プラン

レゾネイトクラブくじゅう
■設定期間

金
2016年4月1日●〜2017年
3月31日●金
※5月2日㈪〜5月4日㈬、9月17日㈯〜9月18日㈰、12月30日㈮〜1月2日㈪はお一人様3,000円増し

■平日ご宿泊お一人様料金／スタンダード客室1泊2食（夕、朝食）付・税金、サービス料金込（1部屋2名様より）

10,800円

員様
［大 人］ 組合

限定

※休前日はお一人様1,000円追加
洋食：清水コース
和食：鳴子膳

A 12,800円 ●
B 14,800円 ●
C 16,800円
●
洋食：稲星コース／和食：沢水膳

［お子様］
（3歳〜12歳）小学生まで

特典
要予約

6,500円

洋食：メテオコース／和食：和心膳

洋食：ハンバーグ又はオムライス
和食：お子様膳

洋食：久住フィレコース／和食：朽網膳

8,500円

洋食：ヒレ肉コース
和食：若草膳

60分貸切湯サービス（内湯・露天付き）通常料金 1,000円

■ご宿泊日の6ヶ月前から受け付けます。お電話、またはFAX、
メールでお申込み下さい。 ■部屋定員は1〜4名です。 ■お子様料金適用年齢は3歳から12歳
（小学生）までです。
（2歳以下無料：夕食、寝具なし。朝食付） ■宿泊日によっては満室の場合もございます。先着順となりますのでお早めにお申し込み下さい。
■取消料のご案内／10日前以前：無料／9〜4日前：宿泊代金の10％／3前日〜前日：宿泊代金の20％／当日および不泊：宿泊代金の50％

TEL.097-548-5515 FAX.548-5551

総合生協ホームページ

2016年11月１日

営業時間／平日
（月〜金） 9：00〜17：15

http://travel.sogoseikyo.jp/

http://www.sogoseikyo.jp
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大分県予算編成並びに
行政執行に関する要望書提出

平成29年度

2016年10月４日
（火）
「平成29年度大分県予算編成
並びに行政執行に関する要望」を、県の生活環境部長
室で行ないました。
この要請活動は毎年会員生協の意見を聞きならが実
施しています。今回の要望は、①消費者行政の充実・
強化、②食の安全・安心の推進、③生活協同組合の育
成・強化、④防災・減災の推進、⑤奨学金制度の充
実、⑥急速に進む少子・高齢社会に対応し、誰でも安
心して暮らし続けられる大分県のまちづくりの実現、
⑦医療・介護・福祉についての７つのテーマです。
当日は、県生活環境部より柴田尚子部長をはじめ４
名、生協県連は、青木博範会長理事を含め役員10名
が出席しました。
会議は、藤田参事が司会者となり、最初に県生協連
の青木会長より「日頃より、生活環境部のみなさまに
は県民の消費者行政・福祉、暮らしを良くする活動に
ご尽力されていることに感謝し、生協運動にご支援と
ご協力をいただいていますことにお礼申し上げます。
冒頭に柴田部長さまよりお話いただきましたように、
今年は特に、お邪魔する機会が多くあり、いろんな要
請なりをお聞きいただく機会を作っていただき重ねて
感謝申し上げます。先日、田中議長さまをはじめ県議
会議員のみなさまとの懇談会を開かせていただき、本
日提出させていただく内容についても意見交換をさせ
ていただいた所であります。議員みなさまからいろん
なご意見や要望など聞かせていただきましたけれど
も、特に田中議長さまから消費者行政、食の安心・安
全等、生協に対する期待は大いにある、しっかり期待
に応えていただきたいという言葉もいただきましたの
で、しっかり県民のためにもということも大切ですけ
れど、県と一緒になって県政として今、進める取り組
みにも生協としてお手伝いできるところがあれば、
しっかりとお手伝いしてゆきたいと思います。そのた
めにもいろんな場面と私どもお願いする点について
は、是非、積極的にご協力いただければありがたいか
なあと思います。忙しい中、お時間を取っていただき
ありがとうございました。短い時間ですが意見交換が
できればと思います。」とあいさつがあり、参加者の
自己紹介後に、青木会長より柴田尚子生活環境部長に
要望書を手渡し、内容については太田専務より消費者
行政・食の安全・安心、生協への育成・支援の強化、
防災・減災の推進、奨学金制度の充実、急速に進む少
子・高齢社会に対応し、誰でも安心して暮らし続けら
れる大分県のまちづくりの実現について、田辺理事よ
り医療・介護・福祉について詳しく説明を行い、12
月末までに回答いただくようお願いしました。

その後、柴田部長より「本日は平成29年度の県行
政に対する要望書をいただき、詳しい説明をいただき
ましたが、大分県生活協同組合連合におかれまして
は、全国の生協をはじめ大分県連に加盟する生協から
熊本・大分地震に多額のお見舞いをいただき感謝申し
上げます。今、いただきましたお話につきましては多
岐にわたるものでありますが、私どもの部署や福祉、
県民に身近な生活者の団体である連合会から私ども共
通の課題であると考えているところもあり、宿題をい
ただいた思いであります。新しい問題につきましては
頭をなやませる問題もあるかもしれませんけれども、
それぞれ真剣に考えて回答してゆきたいと思います。
また、詳細についてはお聞きすることもあると思いま
すが、誠実にお答えしてゆきたいと思います。私ども
も改善はしてゆきたい。今日いただきました要望につ
いては多くの部局に関係するものもありますので、関
係する部署とも連携して回答する。」と述べられ、そ
の後、意見交換を行いました。
意見交換では、女性の活躍推進の問題、市町村の消
費者行政等について話された。

出

席

者

大分県生活環境部
長
柴田 尚子
理 事 兼 審 議 監
神
昭雄
消費生活・男女参画課課長
後藤 素子
男女共同参画課 県民生活班参事
藤田寿美恵
部

会長理事
専務理事

理

事

監

事

大分県生活協同組合連合会
青木 博範 コープおおいた理事長
太田 耕作 員外
河原 伸明 自治労信販生協専務理事
松浦 和規 大分大学生協専務理事
河野 健造 大分県職員生協専務理事
田辺
修 大分県医療生協専務理事
江藤 隆康 コープおおいた専務理事
萩原
潤 グリーンコープおおいた常務理事
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リハビリ室からこんにちは！
季節が近づいています！
30
職場の健康シリーズ●
秋も深まり、朝晩の気温の変化が激しくなりました

インフルエンザの

が、本格的な冬の到来を前に、感染症の予防対策を万
全にして、厳しい冬を楽しく乗り切りましょう！感染
症で毎年話題にのぼるインフルエンザですが、ウイル
スの感染によって起こり、潜伏期間が短く感染力が強
いことも特徴で、毎年、流行期（12月〜３月頃）に
は多くの方がインフルエンザにかかっています。

●こんな症状を認めたら、
医療機関を受診しましょう!!

●突然の高熱（38℃以上）●関節痛、
筋肉痛●嘔吐や下痢●のどの痛み、
鼻水
インフルエンザは突然の発症で始まり、全身症状が出
現するのが特徴です。咳・くしゃみなどの症状のある
時は、周りの方へうつさないためにマスクを着用して
受診しましょう！

●こんな方は特に注意が必要です!!

●65歳以上の高齢者●乳幼児●妊婦●持病をお持ち
の方（肺疾患、喘息、慢性心疾患、糖尿病など）
インフルエンザに感染すると症状が重く出たり合併症
を起こしやすい為注意が必要です！

インフルエンザ予防接種のご案内
料

金

●64歳以下
組 合 員：2,600円
非組合員：3,700円

今まで喫煙で注目されていたのは、たばこの煙

を直接吸う「一次喫煙」か、間接的に吸う「二次
喫煙」
（受動喫煙）かによる健康問題でした。
「三次喫煙」はタ

バコの煙に含まれる

有害物質が部屋の
様々なものに付着し
て、それが口や鼻や

皮膚を通してタバコ
を吸っていない人の

体の中に入ること

で、残留受動喫煙とも言います。タバコを吸う人
が近くに来ると、今吸っていなくてもタバコのに
おいがしたことや、タバコを吸っている人の車や
部屋には、タバコのにおいが染みついていたこと

はありませんか？それは衣服や髪の毛、壁や天
井、車のシートやエアコンフィルターにタバコの
た成分は時間が経過している分、複雑な化学反応

※
「おおいた子育てほっとクーポン」利用可能
※13歳未満の方は２回接種が必要です。

●65歳以上は公費助成あり。

※在住の自治体により自己負担が異なります。

間

平成28年10月１日〜平成29年１月31日
予

え方をご紹介します。

煙の成分が付着しているからです。そして付着し

●小人（13歳未満）
組合員のお子様 １回目：2,100円
２回目：1,600円
非組合員（１回目・２回目）
：3,700円

期

今回は 「三次喫煙」 についてです。初めて聞
く方も多いと思いますが、最近注目されている考

約

接種希望日の２日前までにご予約ください。
※組合員には１口1,000円からの出資で加入いた
だけます。接種当日の加入も可能です。

大分協和病院 ☎097-568-2333
佐 伯 診 療 所 ☎0972-23-2212

勤労者医療生協ホームページ

を起こして、より有害な物質に変わっているとの
指摘もあります。

この「三次喫煙」で最も危険性が高いと言われ

ているのが乳幼児です。それは大人よりも呼吸回
数が多いためにタバ
コの成分を吸い込む
可能性が高いこと

と、ハイハイやつか
まり立ちなどで床や
カーペット、壁など

に触る機会が多く、その触った手でそのまま口や
鼻を触ってしまうからです。
人体にどのくらいの影響

が出るのか、「三次喫煙」
については今後ますます研
究が進められていくことに
なりそうです。

http://oitakyowa-hp.org/

第 131 号

九州ろうきん ☎097-536-2211

九州労働金庫ホームページ

2016年11月１日

http://kyusyu.rokin.or.jp/
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「 や すらぎ 霊 園 」は 、働く仲 間 が 創 った 総 合 生 協 グ ル −プ の 一 員 で す

TEL.
大分市大字竹中字上長谷613-1 ［

097-598-0100

大分市葬祭場入口より２分］

FAX.097-598-0101

詳しくは やすらぎ霊園

