
６月11日京都労福協は、京都府部長会議室に於いて「新
型コロナウイルス感染症」と闘う医療関係従事者に

役立てていただこうと、西脇隆俊知事に「医療用ガウン」
1,000枚を寄贈しました。
　京都府から、西脇知事・山下副知事・鈴木商工労働観光
部長・石塚人材確保労働政策課長が出席され、京都労福協

からは、葊岡会長・篠原
事務局長が出席しました。
　葊岡会長が、西脇知事
に目録を手渡しますと、
西脇知事は、「ありがと
うございます。」と感謝
の言葉を述べられ、葊岡
会長に感謝状が贈られま
した。
　西脇知事は、「現場を
見てきたが、患者さん１
人対応するたびに着替え
なければならず、何枚も
必要。第２波の備えもあ

り一定の備蓄も重要になってくる。」と話されました。
　葊岡会長は、「働く者の集まりとして、なにか独自支援
はできないかと考え寄贈させていただいた。まさに密接の
仕事が多い医療や介護などの現場で、働く仲間のために役
立てていただければ。」と思いを伝えました。
　１日も早く「コロナウイルス禍」が終息し、安心して社
会生活が戻る日を願い、引き続き京都労福協は労働者福祉
運動を推進いたします。
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「新型コロナウイルス感染症」における社会的支援活動TOPIC
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京都の生協の連合体が京都府生協連です

〒604-0857　京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町258番地
コープ御所南ビル４階
TEL.075-251-1551

京都府生活協同組合連合会

誰もが安心してくらせる
　  地域・社会をめざして

事務機器・
車リース・
旅行のことなら

京都府知事登録 第3-554号
全国旅行業協会（ANTA会員）

事務所所在地はラボール京都６階
（京都労福協内）
TEL 075-801-1501
FAX 075-802-4568

エル・ユニオン京都ユニオン京都

きょうとライフサポートセンター

暮らしなんでも相談相談無料

京都府外の方、
携帯電話・IP電話の方は

０１２０-９６７-９７６
く ろう な く な ろ

TEL 075-842-5777
FAX 075-842-5778

相談時間 （平日のみ）午前10時～12時
午後１時～４時

府内どこから
でも無料！

ー

お にご利用ください。

公益財団法人

京都労働者総合会館
ラボール京都

全

04- 4 都 30-2（ ）

TEL 075-801-5311
 

京都労福協　第64回定期総会　開催TOPIC

2 地区労福協　定期総会　日程TOPIC

3

　2016年から、府民の皆さんの様々な悩みごとの相談を受け付けました。うまく
解決できたケースもあれば、長期にわたって関わった場合もあります。相談者の
話を聞くときは、65歳まで京都府庁で勤務したことや、労働組合活動での経験を
活かすよう心がけています。そして相談してこられた方が、安心して悩み事が話
せるよう気を遣っています。相談員を始めた当時は、趣味のロックバンドも解散し、
時間を持て余し気味でした。ここでの相談活動は、電話を通してですが、人と触
れ合う時間を与えてくれました。もう少し頑張ろうと思っています。

学生向け
⃝�「学生インターン・バイト応援センター」
　�新型コロナウイルス感染症拡大の影響により経済的に困
難な状況にある学生の方に対して、アルバイト求人や有
償インターンシップをご紹介

　TEL　075-682-8945
　利用時間　平日 ９時～19時　　土曜日 ９時～17時

企業・労働者向け
⃝�「中小企業雇用継続緊急支援センター」（京都テルサ東館１階）
　�京都労働局と共同で雇用調整助成金制度に関する仕組み
や申請書の作り方など、雇用調整助成金制度に関するこ
とを一貫してサポート

　TEL　075-682-2233
　利用時間　平日 ９時～17時

⃝�「京都府WEB研修センター」
　�雇用調整助成金にも活用できるオンラインでのセミナー
をご紹介します

　TEL　075-682-8945
　利用時間　平日９時～17時

求職者向け
⃝�「京都未来塾」
　�新型コロナウイルスによる影響を受けた求職者を３ヶ月
程度雇用し、研修や企業実習により、府内中小企業の未
来を担う人材の育成と正規雇用に繋げる仕組みを構築

　※詳細は京都府HPでご確認ください
　　https://www.pref.kyoto.jp/jobpark/kyoto-mirai.html
　　（※8月上旬から掲載予定）

５月28日、ラボール京都２階大ホー
ルに於いて「連帯・共同で安心・

共生の福祉社会をつくろう！」をスロー
ガンに、京都労福協　第64回定期総会を
開催いたしました。
　総会は、原副会長の開会挨拶で始ま
り、総会議長に京都総評の吉岡勝様を
選出。
　来賓には、京都府より、河島幸一商
工労働観光部副部長、京都市より、太
田昌志文化市民局共生社会推進室男女
共同参画推進課課長にご臨席いただき、
京都府知事、京都市長の御祝辞を賜り
ました。
　主催者を代表して、葊岡和晃会長が
挨拶を行いました。
　「新型コロナウイルス感染症はいま
だ終息せず、大変なご苦労をされてい
る来賓の皆様、代議員、役員の皆様に
おかれましては、ご多忙のところ、総
会にご出席いただきまして感謝を申し
あげます。
　京都府におきましても緊急事態宣言
が23日に解除となり、感染阻止の為、
今定期大会も最小限の代議員の皆様で
開催させていただきます事、ご理解を
お願いいたします。
　また、日頃より、京都労福協並びに
10地区労福協の運営にご支援・ご協力
を賜り、重ねて御礼申しあげます。
　まずは、新型コロナウイルス感染症
との闘いについて、多くの働く仲間の
みならず、全世界の人々に影響が広
がっており、経済含め生活環境が大き

く様変わりしています。一日も早いワ
クチンの開発並びに治療体制の構築が
急がれますし、自らの行動についても、
全てにおいて感染拡大阻止を基本に行
動していくことが重要です。気を緩め
ること無く、情報を的確に把握し、感
染症対策に取り組んで参りましょう。
　感染症対策を講じながら経済を回復
させ、安定した働く場を取り戻すこと
が重要です。国や行政にも働きかけ、
所得補償や経済回復、倒産防止など、
感染症蔓延以前の経済、雇用等へ早期
に取り戻すことへの取り組みを、構成
組合、事業団体等の皆様と共に進めて
参ります。これから台風シーズンに入
り、自然災害への備えも必要になりま
す。自然災害が多発している近年です
ので、今から備えて参りたいと思いま
す。
　今こそ、私ども労福協は「支え合い・
助け合いで、誰一人取り残さない福祉
社会を」の運動を進め、行政、事業団
体、議員、そして構成組織の皆様にも
ご支援をいただき、SDGs持続可能な
社会づくりに向けて、さらに運動を広
げて参ります。その為に
も、社会的な発信も必要
です。より多くの人が集
い、語り、学べる、そし
て行動する社会へ、皆様
のご支援をいただきなが
ら進めて参りたいと思い
ます。
　本年は、２年サイクル

の活動を総括し、
２年間の活動方針
を議論いただく総
会ですが、新型コロナウイルス感染症
の広がりから、活動を制限されること
が増えています。総会議案で提案しき
れない事柄については、理事会に一任
いただき、活動して参りますので、ご
理解をお願いいたします。
　今総会から、労福協の事務局長に、
篠原輝雄様の就任を提案します。
　引き続き、京都労福協並びに10地区
労福協に対し、近畿ろうきん様、こく
みん共済coop〈全労済〉様をはじめ、
事業団体、行政の皆様、構成員の皆様
のご支援・ご協力をお願いし、主催者
を代表してのご挨拶とさせていただき
ます。共に頑張りましょう。」

　続いて、議案審議に入り、2019年度
活動報告、会計・監査報告を満場一致
で承認の後、2020年度活動方針（案）、
予算（案）、役員改選、功労者表彰、
スローガン採択が提案決定し、第64回
定期総会を終了いたしました。

舞鶴労福協 ６月12日
　18：30～ 舞鶴市勤労者福祉センター

乙訓地区労福協 ６月17日
　書面決議

南山城地区労福協 ６月22日
　18：30～ 宇治産業会館

綾部労福協 ６月25日
　18：30～ 日東精工アリーナ

口丹地区労福協 ７月３日
　18：30～ ガレリアかめおか

福知山地区労福協 ７月９日
　18：30～ 中丹勤労者福祉会館

丹後地区労福協 ７月13日
　18：30～ プラザホテル吉翠苑

南地区労福協 ７月15日
　書面決議

宮津地区労福協 ７月16日
　18：30～ みやづ歴史の館

伏見地区労福協 ７月開催予定
　書面決議

� �

役員体制

会　長� 葊岡　和晃
副会長� 原　　敏之
副会長� 柳生　剛志
副会長� 橋元　信一
副会長� 岸本　　満

事務局長� 篠原　輝雄
理　事� 青山　　勲
理　事� 鍛冶　淳志
理　事� 師玉憲治郎
理　事� 松山　裕二

理　事� 森本　　勝
理　事� 河口　隆洋
理　事� 福島　　功
理　事� 坂田　政春
理　事� 市田　佳之

理　事� 高取　　淳
理　事� 藤原　節夫
理　事� 小林　　純

会計監査　佐伯　敏男
会計監査　山縣　哲也
会計監査　古谷　　茂

＼京都府民の悩み事相談に対応／
きょうとライフサポートセンター 相談員紹介

左側：相　談　員　　　　小原　健司
右側：センター長　　　　西澤　　弘

小原 健司さん

京都府事業「新型コロナウイルス」に関する支援制度（一部）のご紹介
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●ここに記載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。ご契約の際はリーフレットの 「ご契約のてびき（契約概要・注意喚起情報）」を必ずご確認ください

「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。

ＨＰ︓ https://www.zenrosai.coop/

＜お問い合わせは、京都推進本部の各推進課担当者まで＞
＜北部推進課＞ ＜中央推進課＞ ＜南部推進課＞

京都推進本部（全京都勤労者共済⽣活協同組合）

2720S005

    ローソン銀行・イオン銀行・コンビニは、

●全国のろうきん　●提携先金融機関（都銀・信託銀・地銀・
お引出し手数料
実質無料のＡＴＭ

ご入金・ご返済は、全国のろうきんはもちろん、●全国のろうきん ●イオン銀行 ●ローソン銀行 ●コンビニ 

以下の金融機関でご利用いただけます。

● ゆうちょ銀行 ● セブン銀行 ● ローソン銀行

● イオン銀行 ● 第二地銀 ● 信金 ● 信組

● コンビニ（ファミリーマートなど）

全国の銀行・ゆうちょ銀行・コンビニなどの他行ＡＴＭを使ったときにかかる手数料を、
即時に全額お返しします。（実質無料！） いつでも、何回使っても、全額還元されるサービス「おかえり。」

は、手数料がかかりません。

    手数料がかかりません。

               ● ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ口座〔マイプラン･笑くぼ･生き活きカード・

※ お振込手数料については還元対象になりません。

キャッシュカードによるご入金でも、

ローンカードによるご返済でも、

手数料は実質無料！！

※ 全国のろうきん・ゆうちょ銀行・セブン銀行・

「201231」   194-2020-004

お電話でのお問い合わせは、平日9:00～17:00でお願いします。

　　　　　　　　　ろうきん教育ローン（カード型）・スマートチョイス〕

★ ﾛｰﾝｶｰﾄﾞのご利用でも手数料は実質無料

対象口座  ● 普通預金口座(無利息型含む) ● 貯蓄預金口座

第二地銀・信金･信組･ＪＡ) 　●ゆうちょ銀行　●セブン銀行

●ローソン銀行　●イオン銀行　●コンビニ（ファミリーマートなど）

（祝日、12月31日～1月3日は除く）

※第二地銀・信金・信組では、一部お取扱いができない金融機関・店舗がございます。

   入金可能なＡＴＭには、「入金ネット」の表示がされています。




