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新年あけまして おめでとうございます
いう道具を介して、それぞれ人生あるいは自然の悟りを

2021年

得るために進む道、もしくは、努力するその過程そのも

年頭のあいさつ

のを「道」と言うのかもしれません。おそらく、その過
程には、見えないけれど「謙虚」「感謝」「礼儀」「信
頼」等、その人の主体性を育むために重要なものがある

一般社団法人

はずです。

大分県労働者福祉協議会
理事長 佐 藤
寛人

私たちは、労働者福祉運動という「道」を力強く進み
たいと思います。労働組合と協同組合こそが「社会を変

明けましておめでとうございます。会員の皆様をはじ
め、構成組織の組合員・家族の皆様に謹んで新春のお慶

える」「未来を変える」ことができます。私たちは、そ
の先陣を切ろうではありませんか。
そして、お金やＧＤＰでは測れない価値を重視し、人

びを申し上げます。
また、旧年中猛威を振るうコロナ禍という厳しい環境

と人のつながり、人と人との真の絆を大切にし、貧困や

下において、医療・介護・福祉、インフラ・公益・物

社会的排除を許さない社会を展望し、一人一人の組合員

流・生活必需品の供給等に携わっていただいた方々に心

の声に耳を傾け、街角にこぼれるつぶやきに耳を傾け、

より敬意を表します。

「声なき声」の代弁者として、「助け合い・支え合い・

さて、日本には、剣道、柔道、弓道、茶道、華道等
「○○道」と言うものがあります。「道」の一文字がつ

お互い様」という価値を背負い、正々堂々と進んでいき
たいと思います。

くということは、この「道」という言葉に宿るもの、託

そして、すべての働く皆さんとともに、「連帯・協同

したものがあると思います。それぞれは「どこへ行く道

でつくる安心・共生の福祉社会」の実現、「働くことを

なのか。」

軸とする安心社会」の実現に向けて、今年もともにがん

茶道は、お茶というものを媒体にして、弓道は、弓と

ばりましょう。

2021年度 大分県当初予算に関わる要請書提出
大分県労福協は、労働者福祉に関わる2021年度予算編成に向けた要請行動を11月18
日（水）、大分県庁本館・71会議室で大分県労福協四役を中心に行いました。大分県
労福協・佐藤理事長が要請書を大分県商工観光労働部・髙濱部長に手渡し、滝口専務理
事より大分県労福協関連10項目（多重債務対策、ライフサポ−トセンタ−、奨学金問
題等）を提起。引き続いて、福祉事業団体から2項目の要請趣旨の説明の後、髙濱商工
観光労働部長より要請書に関する口頭回答の後、意見交換会を行い、12月18日（金）
までに文書による回答を求めました。

佐藤理事長（右側）から髙濱部長（左側）へ
要請書を提出

2020年度 食と文化・健康教室(ウォーキング)の開催
大分県労福協と大分地区労福協は合同開催で、地域の食と文化・史跡探訪・健康増進を目的に12月5日（土）・大分
市「ななせダム(旧 大分川ダム)」において2020年度 食と文化・健康教室（ウォーキング）を会員団体、地区労福協、一
般市民など182名が参加する中で開催しました。
主催者を代表して大分県労福協の佐藤寛人理事長があいさつ、開催地歓迎あいさつを大分市長の佐藤樹一郎氏からい
ただき、引き続いて実施要項などの説明の後、11時に6Kmコースと10Kmコースに分かれてスタートしました。当日は
天候にも恵まれ、大自然に囲まれた大分市の野津原地区に完成した新名所「ななせダム」の周辺で、ウォーキングの途
中で昼食や絶景ポイントで記念撮影をとるなど楽しい一日でした。ご参加をいただいた皆さん、ご協力をいただきまし
た大分地区労福協、大分市職員労働組合・大分市の皆さん、ありがとうございました。
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・久大エリア）
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）

労福協
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大 分 県 商 工 観 光 労 働 部

だより
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出 前 講 座 い たし ま す

▼大分県労政・相談情報センターでは、労使問わず、フ
リーランスで働く方も、労働に関する諸問題や法令につい
労政・相談情報センターの労働相談のご案内 て、無料で出前講座を実施しています。
（講座内容の例）
●働き方改革に伴う労働関係法令の改正について
◎出張労働相談
●職場のハラスメント防止対策について
◆毎月１回、県内を巡回し、労働相談会を開催します。
◆弁護士、労働基準監督官などが無料で相談をお受けします。 ●労働相談の事例からみる職場の労働問題
▼出前講座を希望される方は雇用労働政策課 労働相談・
◆来場できない方は、電話相談もできます。
◆１月２８日（木） 大分会場
啓発班までご連絡ください。
J:COMホルトホール大分 ２０１会議室
TEL ０９７-５０６-３３５３
受付時間 １３時００分〜１６時００分
●詳細は雇用労働政策課ＨＰ（おおいたの労働）をご覧
◆２月２６日（金） 別府会場
ください。
おおいたの労働
別府市中央公民館（別府市公会堂１階）講座室
受付時間 １３時３０分〜１５時３０分
最低賃金が改定されました
◎労働なんでも相談
◆労政・相談情報センター職員が相談をお受けします。
●大分県最低賃金 792円［時間額］
◆来場できない方は、電話相談もできます。
●大分県特定最低賃金［時間額］
◆１月 ７日（木） 由布会場
業
種
最低賃金[時間額]
由布市役所本庁舎 １階 多目的協議室
鉄鋼業
951円
受付時間 １１時００分〜１５時００分
非鉄金属製造業
911円
◆１月２２日（金） 竹田会場
電子部品･デバイス･電子回路､電気機械器具､
竹田温泉「花水月（はなみずき）」１階 会議室
835円
情報通信機械器具製造業
受付時間 １１時００分〜１５時００分
労働問題のご相談・お問合せは
◎労働相談専用電話
固定電話からは フリーダイヤル ０１２０-６０１-５４０
スマホ・携帯からは TEL ０９７-５３２-３０４０

労福協クイズ
簡単な問題ですのでふるってご応募ください。

113
○

❶大変お得に旅行に行ける「ＧｏＴｏトラベル事業」
ですが、正しい割引支援額は旅行代金総額の
何％相当でしょう？（12月11日現在）
①30％相当

②50％相当

③70％相当

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業

878円

各種商品小売業
※改正がおこなわれないため、
大分県最低賃金が適用されます

792円

自動車（新車）小売業

848円

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

❷今、やすらぎ霊園は「〇〇〇キャンペーン」を
展開しています。
応 募 ・ハガキに、①・②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：2021年1月31日
（日）
（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、３月１日発行157号紙面にて。

●冬とともにインフルエンザとコロナの流行がとて

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

よう海岸がきれいに整備されており、地元の方々や

◎『福祉ひろば』へのご意見ご感想などお寄せ下さい。

第 回
︵ 号︶
労福協クイズの答え

号第 回労福協クイズに多数の

112

① たすけあい
② かんたん

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

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

＝敬称略＝

智
︵ 津久見市︶ 井野本直美
︵大分市︶

ただきありがとうございました︒

吉村

︵由布市︶
︶ 政丸佐智夫

豊後大野市

岩崎 博良
︵日田市︶ 川津 智子
︵日田市︶

藤本あさみ
︵

淳
︵大分市︶

︵宇佐市︶
近澤 健太
︵佐伯市︶ 松並 信治

野村 雅英
︵大分市︶ 佐藤
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も心配される今日この頃ですが、年末年始も気を緩
めずにしっかりと取り組んで新年を迎えよう
(国東市・女性)
●神﨑海水浴場の清掃活動について、この場所は海
水浴で良く訪れますが、子どもたちが怪我をしない
今回の様な組合・連合会の皆さんによる清掃活動の
お陰であったことを知り改めまして感謝致します
(大分市・女性)
●腰予防のための良い姿勢と悪い姿勢がとても参考

112

になりました、庭の草取りをするときに腰が痛く

155

から気をつけます

なっていたのはこのねじれた姿勢だったとは…これ
(大分市・女性)

●毎朝、登校見守り活動をしています、こくみん共
済 coop「横断旗」運動いいですね

(由布市・男性)

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

第 156 号

こくみん共済 coop＜全労済＞大分推進本部 ☎097-548-5552

2021年１月１日
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coop大分推進本部）は創立60周年を迎えました。ひとえ
に皆さまのご厚情の賜物と心よりお礼申し上げます。

新年のご挨拶

とくに、創立60周年記念事業実行委員会を立ち上げ、
「創立60周年キャンペーン」「地区労福協協賛イベン

こくみん共済 coop大分推進本部 本部長
大 分 県 総 合 生 協 理事長

村田

ト」「地区推進委員会統一行動」など、地区推進委員

正利

会・連合・労福協・労働金庫と連携して、労働者自主福
祉運動の活性化と発展に努めました。また、これを機に
これまでの歩みを振り返るとともに感謝し、生活者・社

新年明けましておめでとうございます。

会になくてはならない存在となることを役職員一同決意

皆さまにおかれましては、健やかに新年を迎えられたこ
ととお慶び申し上げます。

を新たにしたところです。
これからも共済・生協事業を軸に人と人のたすけあい

旧年中は、こくみん共済 coop＜全労済＞大分推進本部

の輪をむすび、変わらぬ理念である「みんなでたすけあ

ならびに大分県総合生協グループの事業に対し、格別の

い、豊かで安心できる社会づくり」の実現にむけ、総合

ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

生協グループとともにきめ細かな事業推進活動を展開

昨年は、新型コロナウイルス感染症問題に直面し、新
たな業務・生活様式にいかに適合していくのかが問われ

し、労働者自主福祉運動の拡大・発展に一層の努力をし
てまいります。

る年となりました。私どもも新型コロナウイルス感染症

むすびに、協力団体と組合員の皆さまにおかれまして

の感染拡大防止と重要業務の継続を図るため、在宅勤

は、本年もご支援とご協力をお願い申し上げますととも

務、時差出勤、店舗営業時間の短縮、協力団体への訪問

に、皆さまにとってより良き一年となりますことを心か

自粛等を実施し、多くの協力団体と組合員のご理解を得

らご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

ながら推進活動を展開してまいりました。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2020年5月17日には、大分県総合生協（こくみん共済

4420W004

「たすけあいの輪をむすぶ」
こくみん共済 coop は、次のステージへ

こくみん共済 coop
公式キャラクター
ピットくん ( 大分県 )

こくみん共済 coop 大分推進本部

〒870-0035 大分市中央町 4−2−5 ソレイユ内

( 大分県労働者総合生活協同組合 )

中部支所 / 南部支所 / 北部支所中津 / 北部支所日田

「こくみん共済 coop」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、相互扶助の精神にもとづき、
組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資
金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。
詳しくはこくみん共済 coop 大分推進本部ホームページへ

大分

６０３１

こくみん共済 coop＜全労済＞ホームページ https://www.zenrosai.coop
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総合生協 【住宅事業部】☎097-574-5518 【旅行センター】☎097-548-5515

１．住宅事業部の活動内容
❶分譲部門
別府市「新別府」6区画、大分市「津守」2区画、「荏隈」
1区画、3ヶ所で分譲地を販売中です。詳細についてはお問い
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ただきますので、お気軽にお問い
合わせください。
❸管理部門
【時間貸し】 8時から18時まで40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7,400円、5,000円券を4,300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

2021年１月１日

料請求は係員までお気軽にどうぞ♪ ☎097-548-5515
❶ＧｏＴｏ新年会
まだ間に合う！大分県内各地の新年会プランをご準備して
います。団体から小グループまで厳選のお宿が皆様をお待ち
しております♪
❷ＧｏＴｏトラベルキャンペーン
話題のＧｏＴｏトラベルを使って人気観光地やリゾートホ
テルへ行こう！先着順の為、お早めの計画がおすすめです。
（お申込はＦＡＸで受付しております）
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。

5名様

キャンペーン対象商品

総合生協ホームページ

http://www.sogoseikyo.jp

第 156 号

県生協連

☎097-527-4056

新年のご挨拶
大分県生活協同組合連合会
会長理事 青 木
博範
明けまして、おめでとうございます。新年を迎える
にあたって、連帯と協同組合間連携を推進する立場か
ら、一言ご挨拶申し上げます。
大分県生協連に加盟している12会員生協では、
2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能
な開発目標(ＳＤＧｓ)」で掲げられた「誰一人取り残
さない、誰もが安心して暮らし続けられる地域社会の
実現」に向け、全国の生協と一緒に「コープＳＤＧｓ
行動宣言」を特別決議し、７つの目標に取り組んでい
ます。その目標は、「持続可能な都市」「つくる責
任、つかう責任」「健康・福祉」「貧困をなくそう」
「平和」「エネルギー・気候変動」「ジェンダー(平
等)」です。
地域が抱えている課題は、生協だけで解決するもの
ではありません。自治体はもとより、ＮＰＯ法人など
の地域諸団体と連携していくことが何より大切になり
ます。

2021年１月１日

(5)

大分県生協連には、地域購買生協だけでなく、職域
生協、医療・福祉生協の12生協が加盟しており、暮ら
しの様々な分野で事業や活動を展開しています。
これらの事業や活動を効果的に活かしていくには、
組合員だけでなく、地域社会からも、生協に対する深
い理解と温かい支援が欠かせません。皆様のご支援を
宜しくお願い致します。
昨年１月に発生した新型コロナウイルスの影響は全
世界に及び、多くの感染者と犠牲者が出ており、ワク
チンの開発は進んでいるものの、収束の気配は見え
ず、経済の混乱は拡大しており、私達の暮らしを取り
巻く環境はますます厳しくなっていきます。
また、気候変動が大きく影響し、台風の規模も頻度
も増え続け、地震や津波などと併せ、大規模な災害は
毎年のように発生しています。大分県生協連では、大
分県と「大規模災害時における応急支援物資の調達に
関する協定」を締結し、災害時の復旧支援・復興支援
活動にも参加しています。
大分県行政とは平時からの関係を強化し、県民の福
祉の向上に貢献できる関係性を構築してまいります。
最後に、大分県生協連と最大の友好関係である大分
県労働者福祉協議会とは、これまで以上の関係を築
き、大分県民の皆さんから、高い支持と厚い信頼が得
られる団体になりたいと願っています。
今年も一年、どうぞ宜しくお願い致します。

第26回大分県生協大会を開催
生協運動の発展と会員相互の交流を深めるため、第26回
大分県生協大会を2020年10月22日に大分市「ソレイユ」で
開催し、12会員生協より61名が参加しました。
はじめに、主催者を代表して青木博範会長理事より「令
和2年7月豪雨の被害に対し、各会員生協は様々な救援物資
を届けたり、多くのボランティア職員を派遣してきました。今回の生協大会は、今後の災害支援に生協がいかに
その役割を果たしていくのか、期待に応えていくかを考える機会にしたい」とあいさつ、来賓として大分県生活
環境部消費生活・男女共同参画プラザの佐藤誠一郎所長、大分県労働者福祉協議会の滝口元二郎専務理事より、
県生協連の様々な活動に対する御礼と今後の活動への協力依頼のあいさつの後、講演に入りました。
【講演Ⅰ】 〜コープＳＤＧｓ行動宣言「住み続けられるまちづくりを」めざして〜
「別府市におけるインクルーシブ防災“誰ひとり取り残さない防災”から学ぶ」
講師 村野 淳子氏(別府市共創戦略室防災危機管理課)
村野氏は、2003年より全国の被災地で支援活動に参加し、福祉フォーラムin別杵速見実行委員会に参画、「障
がい者の防災を考える」活動を開始、別府市の「ともに生きる条例」制定に準備段階から委員として参画、東日
本大震災では避難所運営の改善にも寄与、2018年度総務省消防庁防災まちづくり大賞(日本防火・防災協会長賞)
を受賞、又、全国に先駆けて別府市が障がい者や高齢者の避難方法を事前に決める個別計画を作成したことは、
大きく評価されました。講演では、これらの取り組みの内容をＤＶＤで上映しながら詳しく説明を受けました。
【講演Ⅱ】
「７月豪雨災害等の支援活動から学ぶ防災について」 講師 松永 鎌矢氏(NPO法人リエラ代表)
松永氏は、大分大学在学中に東日本大震災の災害ボランティアに参加、卒業後に他県のNPO法人で全国の災害
に対応、2017年の九州北部豪雨災害後に日田市に移住しNPO法人リエラを立ち上げ、防災士、防災介助士、大分
県防災アドバイザー、防火・防災管理者として活躍し、2018年大分県防災功労者表彰を受賞しています。
講演では、プロジェクターを使い7月の豪雨における日田市内各地の被害状況や、コロナ感染症対策を踏まえた
避難所内のレイアウト、救援物資、飲食店等と炊き出し調整等の避難所運営支援の状況、ボランティアセンター
運営支援の状況等を写真にて説明するとともに、コロナ禍での苦労や豪雨への備え等の講演を受けました。

令和２年７月豪雨災害支援義援金を大分県へ贈呈
日本生活協同組合連合会及び全国の生協の仲間は、７月豪雨災害支援募金を集め、災害救助法適用の９県へ
義援金贈呈を決め、12月22日、日本生活協同組合連合会新井ちとせ副会長と大分県生活協同組合連合会青木博
範会長理事が、広瀬勝貞大分県知事に36,660,251円の目録を贈呈しました。全国の生協の仲間に心から御礼申
し上げます。
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勤労者医療生協

協同の輪と団結で、
厳しい時代を
乗り越えよう！
明けましておめでとうございます。
昨年も、県労福協に結集している皆様方に大分県
勤労者医療生活協同組合の各事業や各種活動に、多
大なご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
2020年はコロナに翻弄された１年となりました。日
本では、１月中旬に神奈川県で感染患者が確認され
て以降、毎日のように罹患者が出ました。また、豪
華客船で患者が急増し、政府の対策の不手際を垣間
見ました。大分協和病院は、３月10日に病院入り口
にテントを建て発熱外来の受付を開始しましたが、
ＰＣＲ検査など保健所等の対応のまずさが明らかに
なりました。４月には緊急事態宣言が７都府県に出
され、その後全国に広げられました。全国一斉休校
もありました。また、休業要請などもあり、第一波
は終息していきましたが、マスクや手指消毒液、グ
ローブなどの物資不足に陥りました。緊急事態宣言
の解除や夏休みに向けて人の動きにより第二波が来
ました。時間短縮営業もあり終息へと向かいまし
た。そして今度は、経済対策としてＧoToトラベル
やGoToイートなどのキャンペーンにより、多くの
人の移動や会食の再開などがあり、第三波が発生
し、全国各地で最高感染者数を更新しています。ま
た、重症者や死亡者も拡大しています。病院等が崩
壊の危機に直面していますし、介護現場も緊張感が
漂っています。佐伯診療所も12月から検査体制を確
立しました。ＰＣＲ検査の拡充とワクチンの開発、
治療薬の開発が急務となっています。台風10号の接
近により、大分協和病院は日曜日深夜に災害対策
チームが待機、佐伯診療所は月曜日を休診としまし
た。法改正では、民法改正（保証人、消滅時効期
間、債権など）、レジ袋の完全有料化、危険運転処
罰法などがありました。
2021年は、介護報酬の改定と障害者雇用の推進が
予定されています。また、70歳雇用への努力義務が
行なわれます。いずれにしましても、コロナ禍で
しっかりとした感染防止対応が求められますので勤
労者医療生協は、中長期計画の推進と確実な歩みを
進め、組合員や地域の皆様に安心して利用いただけ
る医療事業や介護事業を提供してまいります。ま
た、佐伯診療所の第２駐車場が完成します。これか
らも変わらぬご支援ご協力をお願いして、新年の挨
拶とします。

勤労者医療生協ホームページ

☎097-568-2299

2021年１月１日

骨盤底筋について
〜腰痛予防のために〜

運動不足や冷えから血行が悪くなるこの季節。腰
を丸めるような姿勢が多くなり、腰痛や内臓の不調
につながることがあります。そこでよく耳にする
「骨盤底筋」。正しい姿勢や腰痛予防を考えていく
中で、骨盤底筋群は重要な役割があります。まず身
体のどこにあるのか位置を知り、イメージできるよ
うにしていきましょう。
●骨盤底筋はその

名の通り骨盤の

底部にあります。
約14の筋からな

り、臓 器 を 支 え
るハンモックの
ように位 置して
います。

骨盤底筋は、坐骨結節（ざ

こつけっせつ）の間に張っ
ています。

椅子に座り、両手をお尻の

下に敷いたときに硬く当た
るものが坐骨結節です。
坐骨結節

その内側に触れる柔らか
いものが骨盤底筋です。

●骨盤底筋がうまく使えなくなってくると
・同じ姿勢を保つのが難しい
・腰痛

・呼吸が浅くなる
・尿漏れ
・便秘

・脱肛などが起こりやすい

…など、様々な症状の原因となります。
骨盤底筋群は妊娠出産、加齢、肥満などが原因で
機能低下を起こし、悪い姿勢や腰痛などの原因とな
ります。
次回は簡単にできる『骨盤底筋体操』をご紹介し
ます。

大分協和病院 リハビリテーション科
お問い合わせ先
097-568-2354（9時〜17時）
住所
大分県大分市大字宮崎953-1

理学療法士より
ご質問やご不明な点が
ありましたらお気軽に
ご相談ください。
担当：松本

http://oitakyowa-hp.org/
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九州ろうきん ☎097-536-2211

2021年１月１日
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新年のご挨拶
九州労働金庫
本部長

大分県本部

山本

新彦

あけましておめでとうございます。会員の皆様方

り、多くの奨学金返済に苦労する若者とその親御さ

には健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げ

んのお役に立つことができていると思います。この

ます。また、旧年中の労働金庫に対する一方ならぬ

「つなぐ」の制度は、3年間限定の取り組みの予定

ご愛顧に対し、深く感謝申し上げます。本年もどう

でしたが、勤労者の皆様のニーズを受けて、今年の

ぞよろしくお願いいたします。

4月からさらに3年間延長して実施することが決まり

昨年来、新型コロナウイルスの感染拡大の懸念が

ました。

続いています。それでも金融機関として営業を止め

ろうきんは、ATMの利用1回ごとに1円をピンク

ることは許されない、との思いの中で、今までにな

リボン運動へ寄付、オレンジリボン運動（児童虐待

い厳しい業務運営が続いています。会員の皆様とご

防止）への協力、児童養護施設への寄付、社会課題

家族、すべてのお客様の安全を守るために、スプ

に向き合うNPO団体への助成金を贈ったりと、多く

リット勤務や渉外活動の縮小など感染予防対策に取

の社会貢献活動に取り組んでいます。このような活

り組みました。同時に、コロナ禍の影響を受け、収

動ができるのは、ろうきんが「非営利目的」の福祉

入減などでライフプランと家計収支の見直しが必要

金融機関であるからであり、とりもなおさず多くの

になった方へ向け「勤労者生活支援特別融資」を4

会員の皆様のろうきん利用があってのことでありま

月から開始しましたし、社会福祉協議会の「緊急小

す。ろうきんが取り組んでいる社会貢献活動につい

口資金」の取次業務を実施しました。労金の融資利

ては、より多くの市民の方々に知っていただくこと

用者のための元利返済猶予の体制も引き続き整えて

で、より幅広い利用促進につなげていただき、社会

きました。また、昨年夏の豪雨災害を受けて、発災

的課題の解決へ寄与し続けたいと願っています。

直後には「災害救援特別融資」も開始しています。

ろうきんは今年も、働く人の夢と幸せの実現を目

しかし一方で、「困っている人は増えているにもか

指してまいります。2021年が会員組織並びに組合員

かわらず、コロナ禍で情報提供の機会が減り、必要

とご家族の皆さまにとって、幸多からんことを祈念

な人に情報が届いていないのではないか」というジ

申し上げます。

レンマも感じています。ぜひ会員皆様の情報網で、
ろうきんの「救援制度」を知らせていただきたいと
思います。
2018年の春から労福協とともに取り組みを始め
た、奨学金借換専用「つなぐ」は、九州全体で308
件・717百万円（うち大分県＝124件・280百万円）
の利用につながっています（2020年10月末現在）。
労福協に結集する労働者組織の皆様のご協力によ

九州労働金庫ホームページ

http://kyusyu.rokin.or.jp/
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（公財）やすらぎ霊園 ☎097-598-0100

2021年１月１日

新年のごあいさつ
2021年初頭にあたり 謹んでご挨拶申し上げます。
大分県労働者福祉協議会に結集する皆様には、弊霊園2000年の開設以来、多大なるご支援をいただい
てまいりました。あらためまして衷心より御礼申し上げます。
おかげさまで、昨年開設20周年を迎えることができました。この間、多くのお客様とのおつきあいを
通じて成長させていただき、皆様に心安らぐ場所を提供させていただくと同時に、より美しい霊園づく
りに努めてまいりました。
わたしたちは、この20年という節目にあたり、責務の重さを再確認すると同時に、引き続いて信頼い
ただきますように、そして、いつまでも安心と安全をお届けできますように、役職員一丸となって花と
緑に囲まれた公園墓地づくりを進めてまいります。
どうか、本年も倍旧のご支援を賜わりますようお願い申し上げます。
おわりに、本年が皆さまにとりまして幸せの多い一年となりますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶
といたします。

「やすらぎ霊園」役職員一同

ご紹介

キャンペーン
展開中!!

❶
特典

ご紹介いただいた場合は、ご紹介者に

❷
特典

ご契約いただいた場合は、ご紹介者・ご契約者に

「クオカード」プレゼント

「ご当地グルメ」プレゼント

さらに、お墓などを期間限定の「特別価格」でご提供！！ 2

28まで!

やすらぎ霊園では今、お墓に関する「ご紹介キャンペーン」を展開しています。
親戚や友・知人等あなたの周りにお墓を建てたい方や納骨したい方などおられましたら、
ぜひやすらぎ霊園をご紹介ください。お墓に関することでしたら、どんなことでもお受けします。
＊ ご紹介の受付期間は、2月28日（日）
までです。
＊ ご紹介は、
やすらぎ霊園窓口や、
お電話、
ＦＡＸで受け付けます。
＊ ご紹介先は、国内在住ならどこでもＯＫです。
もちろん自己紹介も ＯＫです。
＊ ご紹介いただいた場合は、
ご紹介者に「クオカード（1,000円）」を進呈します。
＊ ご契約いただいた場合は、
ご紹介者、
ご契約者、
それぞれに「ご当地グルメ」を進呈します。
＊ ご購入者には、特別価格等の特典を多数ご用意しています。
※ 詳しくは、ＨＰまたは「やすらぎ霊園」までお問い合わせください。
「 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

大分市葬斎場入口より２分］

FAX.097-598-0101

詳しくは やすらぎ霊園

