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　新年、あけましておめでとうございます。昨年、皆さまからいただいたご支援に感謝申し上げます。
　私は昨年末 12 月の理事会で会長に就任しました鈴木と申します。微力ではありますが、すべての労働
者が健康でやりがいをもって働ける環境と、ご家族を含めて安心して生活できる環境をめざし、労働者福
祉の向上に資する運動に尽力する決意でありますのでよろしくお願いいたします。
　さて、今年は東日本大震災津波から 10 年目の節目を迎えます。復興状況はハード面については概ね完
了に近づいていますが、被災者や沿岸地域にお住いの方々の心のケアや、生業・地域コミュニティの再構
築等、課題も多くあると思います。震災前の状態にただ戻るのではなく、未来を見据えあるべき姿を創造
し、若い世代が地域で活躍できる環境を創っていくことも大切です。
　労福協は労働者の様々な環境を整えるべく、中央労福協や地域および構成団体と連携し今年も運動を展
開しますので、よろしくお願いします。
　むすびに、ご家族を含めて皆さまのご健康とご多幸を心より祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

ひょうたん島（大槌町）

安心・共生の福祉社会をめざして
　　　　　　　　　　　　　一般社団法人岩手県労働者福祉協議会

会 長　鈴　木　　　圭
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　新年明けましておめでとうございます。

　中央労福協は昨年、コロナ禍で活動が制限され

るなか、三次にわたる緊急要請、生活・就労応援

基金（ろうふくエール基金）の設置、コロナ禍・

大規模災害に強い地域づくりをテーマとした動

画配信など、「労福協の 2030 年ビジョン」に改

めて確信を持ちながら、歩みを進めてまいりま

した。

　貧困や社会的排除がなく、人と人とのつながり

が大切にされ、平和で、安心して働きくらせる持

続可能な社会を実現するために、今こそ私たちが

真価を発揮する時です。労働運動と労働者福祉事

業が関係を強化し、消費者運動、ＮＰＯ・市民運

動などとの連携を深め、共助の輪を広げることに

より、多様で重層的なセーフティネットを日本社

会に張り巡らし、貧困や格差を是正していきま

しょう。

　中央労福協は、ポストコロナ時代のスタートの

年に、「つながり、寄りそい、支え合う」ことを

基軸に、誰もが「助けて」と言える社会を目指し

ます。そのために新しい手法を柔軟に取り入れ、

「今こそ労働者福祉運動の出番」との気概をもっ

て取り組んでいきます。

2021 謹賀新年2021 謹賀新年

　新年のお喜びを申し上げます。

　昨年 9 月に発覚した連合岩手不正経理事案につ

きまして、各構成組織、組合員の皆様をはじめ日

頃ご支援をいただいております労働福祉事業団

体、多くの関係する皆様に多大なご迷惑とご心配

をおかけし、連合運動への期待と信頼を大きく損

なうこととなりました。あらためて深くお詫びを

申し上げます。

　全容解明に向けた検証委員会のご努力により、

12 月に調査報告書をまとめていただきました。

今後は法的対応や損失補填、役員の責任問題、再

発防止策の確実な実施などに向け、構成組織、地

協の皆さんと議論を進め、信頼回復につなげてま

いりたいと存じます。

　昨年猛威を振るった新型コロナの影響で、雇用

の維持や解雇の問題、非正規労働者の自殺の増加

などが指摘されております。これらの課題に連合

の力を発揮できるよう、皆様の特段の叱咤激励、

ご指導を賜りますよう心からお願い申し上げ、年

頭のご挨拶とさせていただきます。

2021 年 年頭挨拶

労働者福祉中央協議会
 会　長　神　津　里季生

年頭ご挨拶

連合岩手
 事務局長　佐　藤　伸　一
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　新年あけましておめでとうございます。本年も

よろしくお願い申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症が三波に

わったて拡大し、今なお終息は見えません。政権

は安倍から菅へと移行しましたが、GOTO キャ

ンペーン後の感染拡大を受けても、自治体への責

任転嫁、経済最優先の姿勢を強めてきました。「自

助・共助・公助」を掲げ、「自助」優先、「公助」

後回しの菅首相なら当然のことながら、無責任極

まりない対応です。また、憲法改「正」をめぐっ

ても、その動きは継続しており、平和を脅かそう

としています。一方の野党においては、政権与党

に対抗するための政党合流が相次ぎました。政権

交代を見据え、その準備は整いつつあると言って

良いでしょう。今年は、民主党が政権交代を果た

した 2009 年以来の「丑年」です。衆議院の任期

が満了する今年は、必ず総選挙が実施されます。

引き続き野党の総結集をはかり、ぜひとも、政権

交代を実現してまいりましょう。

　結びに、会員各位のご健勝とご活躍を祈念して、

新年のご挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は、新型コロナの猛威により私たちの生活

様式も大きく様変わりしました。

新しい年を迎え、一日も早いコロナの収束を願う

ばかりです。

さて、今年の十干は辛 ( から ) いと書いて「辛（か

のと）」、十二支は「丑（うし）」ですから、干支は、

「辛丑（かのとうし）」ということです。辛（かの

と）は字のごとく、からい・つらいといった意味

合いですが、本来は「痛みを伴う幕引き」という

意味があるそうです。一方の丑（うし）は、「植

物の発芽直前の芽や種子の状態」をさすとのこと

で、「大きな希望が芽生える」という意味がある

のです。

今年は、「痛みの幕引きののち、大きな希望がまっ　

ている！」と解してしまうのは私だけでしょうか。

また、「牛」は古くから酪農や農業で人々を助け

てくれる動物であり、特に岩手県では多くのブラ

ンド牛など、県民生活をささえてくれる大切な生

き物である訳です。

岩手の牛を見習って、地域で働く人々をささえて

いくような、労働福祉運動を心掛けていきたいと

思います。労福協の基本理念「福祉はひとつ、共

に助け合う社会を築いていく」を年頭に銘じ、新

たな課題に取り組んでまいります。今年もどうぞ

よろしくお願いします。

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年は、「新型コロナ」にはじまり「新型コロ

ナ」で暮れ、正に新型ウイルスと人類の戦いに明

け暮れた１年となりました。一刻も早い収束を望

むところでですが、依然として感染は続いており、

引き続き感染拡大の阻止を最優先に様々な知恵と

工夫そして新たなツールを駆使しつつ推進活動を

行っていく必要があります。

　さて、このような状況下ではありましたが、会

野党の総結集で
政権交代を実現しよう！
平和環境岩手県センター
 議　長　伊　藤　裕　一

2021 年は
「辛丑（かのとうし） 」
岩手友愛会
 会　長　吉　田　　　信

働く人の暮らしを支え、
将来への安心を提案します
東北労働金庫岩手県本部
 本部長　八　幡　博　文

 岩　手　労　福　協	 2021年 1 月　　（3）



員・組合員の皆様の労金運動への変わらぬご支援

ご協力により、中間期においては減収ではあるも

のの、昨年同時期を上回る利益を確保させていた

だいております。年度末決算に向けて更なる増収

に向け、役職員一丸となって推進活動に邁進いた

します。

　特にも、コロナの影響を受け厳しい状況に置か

れている方々への「生活応援運動」に重点を置き、

「家計収支改善」の取り組みを中心に据え、働く

人の暮らしを支え将来への安心を確かなものにす

る「ろうきん運動」を、会員の皆さんとの協働に

より取り組んでまいります。

本年もよろしくお願いいたします。

　明けましておめでとうございます。

　岩手労済は今年で創立 60 年です。1961 年 7 月

に岩手労済の前身組織が設立され、翌年に岩手労

済（岩手県労働者共済生活協同組合）が発足しま

した。設立当初は火災共済と総合共済のみでした

が、今は「人」「住まい」「くるま」の保障と生活

全体を網羅した共済事業となっています。

　今、気候変動による自然災害が頻発し地震も絶

えません。さらに福祉や社会保障の後退、新型コ

ロナウイルスなど労働者や生活者にとって安心し

て暮すことが困難になっています。困ったときに

はみんなで助け合う「共助」の役割がさらに大事

になっています。岩手労済は引き続き、皆さまと

一緒に「安心・安全」を発信できる共済事業を愚

直に進める決意です。

　また、今年は東日本大震災・津波から 10 年と

なりました。ハード面は進みましたが、被災者の

心と生業はまだまだです。引き続き被災者に寄り

添い復興を支援したいと思います。

　60 年の歴史に感謝し、10 年、20 年、30 年と紡

ぐために「これまでも　これからも　皆さまとと

もに」歩み続けます。

　新年のお喜びを申し上げますとともに、当共済

会に対する日頃からのご理解・ご協力に厚く感謝

申し上げます。昨年はコロナ禍が社会全体に大き

な影響を及ぼした年でしたが、感染防止対策や治

療の面でも、生活や仕事の面でも、安心して暮らせ

る状況が 1 日も早く訪れることを願うばかりです。

　さて、当共済会が一般財団法人に移行し、認可

特定保険業として再出発してから９年目となります。

　この間、医療保険の入院給付を中心に、会員の

皆様のお役に立てる保障をめざし、「医療共済ハ

ピネス」の制度改定や 50 周年事業として実施し

た人間ドック等の費用助成の継続などに取り組ん

でまいりました。そして、現在、より一層皆様の

お役に立てる保障内容になるよう、制度改定の検

討を行っているところです。

　昨年の秋からは、会報もリニューアルしてお届

けすることとなりましたが、今後とも身近な共済

としてご利用いただけるよう、役職員一同努力して

まいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

これまでも　これからも
皆さまとともに
こくみん共済 coop 岩手推進本部
 本部長　齋　藤　健　市

より一層会員の皆様の
お役に立てる共済をめざして
一般財団法人ピネス共済会
 理事長　佐　藤　淳　一
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　新年あけましておめでとうございます。

　旧年中は、当組合ならびに当組合の事業・取り

組みに対するご理解、ご支援ならびにご協力をい

ただき、誠にありがとうございます。

　近年、人々が抱えている課題や問題が多岐にわ

たってきており、容易に解決しないケースが増え

てきております。さらには、新型コロナウイルス

が猛威を振るい、私たちの生活が脅かされてきて

おります。そのような社会環境下において、安心

して暮らせる社会のため、当組合では、岩手県内

3 ヶ所の事務所での相談のほか、年 2 回開催して

いる「解決の糸口を見つけに行こう」相談会をは

じめ、自治体と提携し県内 14 ヶ所にて毎月開催

している地域相談会など、気軽に相談できる環境

に取り組んでおります。

　引き続き、組合員ならびに地域住民のくらしを

支える相談貸付事業を中心として本年も事業を推

進して参る所存でございますので、当組合に対す

るより一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

本年のみなさまのご健勝とご多幸を祈念いたしま

して、新年のご挨拶といたします。

　明けましておめでとうございます。

　昨年は、新型コロナウィルス感染症により、マ

スクの着用や手洗いなど予防の習慣化、外出自粛

などが大きな影響を及ぼし、心身の疲れと暮らし

にくさを感じた一年ではなかったでしょうか。

　このような中、学校生協では「安全・安心」を

第一に、感染予防対策を徹底しながら事業を進め

た結果、新採用教職員の学校生協加入率は 90％

と高い割合となり、供給事業は、ガソリンや指定

店などのサービス事業が外出自粛により大きな影

響を受ける一方で、共同購入事業やファミリー月

間への利用結集が進みました。また、被災地支援

の取り組みでは、組合員の協力のもと、今年度も

沿岸 4 地区へ合計 260 万円の支援金を贈ることが

できました。

　本年も、「安全・安心」を第一に、組合員、学校、

子どもたちのお役に立てる学校生協として取り組

んでまいりますので、引き続き皆様の利用結集

と、運動へのご参加をお願いして、新年のご挨拶

といたします。本年もどうぞよろしくお願いいた

します。

安心して暮らせる社会のために
信用生協の取り組み
消費者信用生活協同組合
 理事長　佐　藤　浩　之

「安全・安心」を第一に

岩手県学校生活協同組合
 理事長　金田一　文　紀

ホームページのご案内
岩手労福協では、ホームページを開設いたしております。イベント予定・活動報告等を掲載して

おります。是非ご活用下さい。

ホームページ　http://iwate.rofuku.net
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第 111 回理事会  “ 八幡氏から鈴木氏へ会長交代 ”
　2020 年 6 月の東北労働金庫役員改選に伴い、役員体制に 1 名の欠員が生じておりました。岩手労福協は、

12 月 17 日（木）に第 78 回臨時総会を開催、理事 1 名を新たに選任しました。理事に就任された佐藤茂

生氏は、連合岩手副会長、所属は東北電労岩手県本部です。

　総会後に開催した第 111 回理事会では、役員選定案が提案され、新会長に連合岩手会長代行の鈴木圭氏

が、前会長の八幡博文氏は副会長に選出されました。

　また、同日に開催したライフサポートセンターいわて 2020 年度第 2 回理事会では、八幡博文氏から鈴

木圭氏へ理事長が交代しました。

2020 年度退職準備サポート研修会開催
　今年の研修会は、コロナ禍（感染拡大前）ではありましたが、３密を避けるため 100 名以上収容できる

会場に参加者は 50 名（例年の半分）に限定、マスク着用と手指の消毒、検温に協力をいただき開催しました。

また、昨年までの経過を踏まえ、カリキュラムを見直し、各講師の持ち時間を長くするなど研修会の充実

に努めました。

　この研修会は、年金制度を学び、お金の活用策や保障の見直しなど、退職後の生活に少しでも役立てて

いただくために 2002 年度から無料で行っている事業です。今年は 2 地区で開催、総勢 56 名の出席があり

ました。

会　 長 鈴　木　　　圭（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
副 会 長 八　幡　博　文（東北労働金庫岩手県本部）
副 会 長 齋　藤　健　市（こくみん共済 coop 岩手推進本部）
副 会 長 伊　藤　裕　一（平和環境岩手県センター）
副 会 長 吉　田　　　信（岩手友愛会）
専務理事 菅　野　健　司（一般社団法人岩手県労働者福祉協議会）
常務理事 佐　藤　伸　一（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
理　 事 佐　藤　淳　一（一般財団法人ハピネス共済会）
理　 事 佐　藤　浩　之（消費者信用生活協同組合）
理　 事 川　村　　　元（岩手県学校生活協同組合）
理　 事 谷　藤　　　学（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
理　 事 金田一　文　紀（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
理　 事 佐　藤　茂　生（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
監　 事 菅　原　芳　勝（東北労働金庫岩手県本部）
監　 事 赤　坂　　　徹（こくみん共済 coop 岩手推進本部）

岩手労福協〔2020 年度～ 2021 年度役員〕
理 事 長 鈴　木　　　圭（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
副理事長 八　幡　博　文（東北労働金庫岩手県本部）
副理事長 齋　藤　健　市（こくみん共済 coop 岩手推進本部）
副理事長 伊　藤　裕　一（平和環境岩手県センター）
副理事長 吉　田　　　信（岩手友愛会）
事務局長 菅　野　健　司（一般社団法人岩手県労働者福祉協議会）
事務局次長 佐　藤　伸　一（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
理　 事 佐　藤　浩　之（消費者信用生活協同組合）
理 事 佐々木　正　人（日本労働組合総連合会岩手県連合会）
理　 事 村　上　　　純（ライフサポートセンター北上）
理　 事 伊　東　喜　幸（ライフサポートセンター宮古）
会計監査 菅　原　芳　勝（東北労働金庫岩手県本部）
会計監査 赤　坂　　　徹（こくみん共済 coop 岩手推進本部）

ＬＳＣいわて〔2020年度～2021年度役員〕

盛岡会場 北上会場
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　（１）開催地、日程、会場、参加者

　（２）研修概要

　　①基調講演「人生 100 年時代に向けたライフプラン」こくみん共済 coop 北海道・東北統括本部（90 分）

　　②年金制度の概要と社会保障 日本年金機構盛岡年金事務所（90 分）

　　③退職後のお金活用策 東北労働金庫岩手県本部（30 分）

　　④くらしとお金のトラブル 消費者信用生活協同組合（30 分）

開催地 日程 会場 参加者

盛岡市 9 月 5 日（土） エスポワールいわて 22 名

北上市 9 月 26 日（土） 北上オフィスプラザ 34 名

こくみん共済 coop
大瀧講師

東北労金北上支店
小野寺次長

国民年金基金
鳥居支部長

東北労金盛岡支店
小野寺次長

信用生協
船ケ澤専務理事

花巻年金事務所
田鎖室長

盛岡年金事務所
舘川室長

信用生協
藤川部長

コロナ感染拡大防止の観点から取り止めにした事業

１．第 6 回連合岩手・労福協合同チャリティーゴルフコンペ（6/8 中止）

２．2020 年度知事懇談会（10/15 中止）

３．第 32 回岩手県勤労者野球大会（10/25 中止）

４．労働者福祉運動に関する意見交換会（11/18 中止）

５．労働者自主福祉運動の理念・歴史に関する出前講座（11/17,24,30 中止）

６．第 25 回岩手県勤労者ボウリング大会（2/ 初 中止）

７．第 15 回文化講演会（2/ 中 中止）
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　第 39 回岩手県勤労者
美術展は、盛岡市民文化
ホール「展示ホール」を会
場に 11 月 12日（木）から15
日（日）までの 4 日間の会
期で開催、期間中に 250
名の来場がありました。
　今年は出品数をお一人
1 点までとし、絵画・写
真・書道 3 部門にトータ
ル 96 点の作品の出展を
いただきました。審査は
前日午後に行われ、知事
賞（最優秀賞）、優秀賞
などの各賞に 26 点が選ばれました。
　今年は新型コロナ感染防止の観点から、表彰式は知事
賞と優秀賞受賞者のみに制限、岩手県から岩手県商工労
働観光部 定住推進・雇用労働室の金野労働課長に出席
をいただき執り行われました。
　この美術展は、県内の勤労者とその家族に芸術表現の
機会を提供し、文化創造活動を高め文化教養の向上を図
るとともに、親子のふれあい、明るい職場環境と人間関
係・家族関係を形成し、福祉の増進に期することを目的
に開催しています。
〔出展数〕　96 点（絵画 38 点・写真 44 点・書道 14 点）
〔審査員〕
　絵画　種倉紀昭（主体美術協会会員／岩手芸術祭洋画部門副理事長）

　写真　小川文男（一般社団法人二科会写真部 会員）

　書道　吉田晨風（岩手書道協会会長／岩手日報書展常任理事）

第 39 回　岩手県勤労者美術展

美術展　会場風景

美術展　表彰式

 岩手県知事賞
絵画の部 大須賀美智子〈花巻市〉
  「願いを込めて」
写真の部 松坂　翔太〈奥州市〉
  「２歳おめでとう」
書道の部 木内　淳子（汀鷺）〈盛岡市〉
  「姚汝循詩」

 部門別入賞者
〔絵画の部〕
優 秀 賞 田中館隆雄〈滝沢市〉「こだま」
奨 励 賞 髙橋　邦枝〈盛岡市〉
  「再起（震災をのり越えて）」
 巢鴨　尋子〈盛岡市〉「大地の詩・古木」
 荒井　賢二〈遠野市〉
  「いつか、また・・・・。」
佳　　作 川畑　和子〈盛岡市〉「成長」
 柴田　和夫〈盛岡市〉
  「道後温泉（愛媛県松山市）」
 平野　展子〈盛岡市〉「盛岡暮秋」
 大澤　和江〈盛岡市〉「種差海岸」
 梅田　節子〈盛岡市〉「ねがい」

〔写真の部〕
優 秀 賞 古谷広太郎〈盛岡市〉「背中スリスリ」
奨 励 賞 菅原重太郎〈花巻市〉
  「宝孫さんと祭へ」
 福盛田美奈子〈花巻市〉「散花の道標」
 黒木　義則〈盛岡市〉「孫」
佳　　作 山田　惠子〈盛岡市〉
  「ｃｏｏｌ　ｃｕｒｔａｉｎ」
 千田　　久〈奥州市〉
  「宙に浮かぶアンブレア！」
 北井崎　昇〈盛岡市〉
  「猛暑コロナ滅却」
 及川　茂輝〈盛岡市〉「ダッシュ」
 伊藤　憲子〈盛岡市〉
  「セロ弾きのゴーシュごっこ」

〔書道の部〕
優 秀 賞 八木橋ひろみ（宏苑）〈盛岡市〉
  「春のうた」
奨 励 賞 片方　正明〈北上市〉「高青邱詩」
佳　　作 松江　邦雄（春風）〈花巻市〉
  「大器晩成」
 大矢　幸一（瑞峰）〈矢巾町〉「古語」
 田之岡由美子（青桂）〈盛岡市〉
  「王維詩」

〔各　賞〕　入賞者と作品名

絵画の部　知事賞

書道の部　知事賞写真の部　知事賞
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2020 全国福祉強化キャンペーン
全国一斉「奨学金に関する電話相談」
　今年のキャンペーンは、初めて経験する未曽有のコロナ禍の状況

の中、私たち労働者が主体となり、事業団体・労働団体とより一層

の連帯を深めながら、力強く取り組みを展開していくことを全国の

仲間と確認し合い、10 月から 11 月にかけて各種取り組み（共助の

輪を地域に広げるため活動）が計画されました。しかしながら、全

国で一番感染者が少なかった本県においてクラスターが発生、11

月 16 日以降の取り組みはすべて中止せざるを得なくなりました。

　その様な中、全国一斉「奨学金に関する電話相談」は、予定通り 11 月 6 日（金）に実施しました。奨

学金返済に困っている方の支援を目的に、奨学金に詳しい弁護士と奨学金借り換え（融資）に労金職員に

相談員を務めてもらいました。また、地元テレビ局２社から取材を受け、当日のローカルニュースの中で

放映されました。

　今年は 5 件（昨年 2 件）の相談があり、「返済しているが生活が苦しい」「子育て中で返済が重荷」「派

遣で働いているが他のローンもあり返済が厳しい」など、どれも深刻な内容でした。また、電話をかけて

きた方は、本人が 2 件、親が 3 件、子の奨学金を親が代わりに返済しているケースも見られました。奨学

金の救済制度は、ほとんどが本人からの申請が必要であり、専門家に聞かなければ利用できるのか分から

ないのが実情です。

　岩手労福協としては、ライフサポートセンターいわて「くらしの何でも相談」に奨学金問題を加え、専

門家につなぐ取り組みを構築していく予定です。

電話相談の様子

行 事 予 定
■ 主要会議
１．2020 年度第 3 回幹部会
　○日時　2021年 2月 4日（木）午前

　○場所　サンビル「１号会議室」

２．労福協第 112 回理事会
　○日時　2021年 3月 25日（木）午後

　○場所　岩手教育会館

　　　　　　「カンファレンスルーム 200」

３．ＬＳＣ 2020 年度第 3 回理事会
　○日時　2021年 3月 25日（木）午後

　○場所　岩手教育会館

　　　　　　「カンファレンスルーム 200」

■ 2020 年度地区代表者、労働団体、
事業団体合同会議

　○日時　2021年 2月 27日（土）午前

　○場所　エスポワールいわて「大ホール」

■ 岩手労福協第 79 回定期総会
　○日程　2021年 5月 25日（火）午後

　○場所　ホテルニューカリーナ

■ ＬＳＣいわて第 14 回定期評議員会
　○日程　2021年 5月 25日（火）午後

　○場所　ホテルニューカリーナ
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介  護

労働条件

　金融・
生活保障 法  律

生活相談？

ひ
と
り
で

　

　悩
ん
で

　い
ま
せ
ん
か
？

ひ
と
り
で

　

　悩
ん
で

　い
ま
せ
ん
か

解決！！

解決！！

解決！！

解決！！

解決！！

秘密
厳守

ライフサポートセンターいわて

月～金曜日の平日
午前10：00～午後5：00

｢ライフサポートセンターいわて｣は、勤労者の皆さん
の生活支援を目的として、（一社）岩手県労働者福祉協議会
を中心に、関係団体が協力して立ち上げた組織です。
お気軽にお電話ください。

※専門家等に相談する場合は、別途料金がかかる場合があります。

勤労者の皆さんの様々な悩み事やご相談に対応いたします。

相 談 無 料

面談相談可

相談日

時　間

■ 最寄りの相談窓口までお気軽にお電話ください ■

あなたを応援します。
が

ライフサポートセンターいわて
（協力）岩手労福協╱東北労金╱こくみん共済coop╱ハピネス共済会╱信用生協╱学校生協╱連合岩手╱平和環境県センター╱岩手友愛会

0120━804━340盛  岡

北  上

宮  古
0120━805━340
0120━807━340
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