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軽快な演奏をする「松任ベンチャーズ」

　今年で第 33回目を迎える｢労福協研究集会｣
と「第６回ライフ･サポートセンター代表者会

議」が２月 27 日（土）にフレ
ンドパーク石川で開かれ
た。集会には労福協理事会、
地域ＬＳＣ役員、連合石川、
退職者連合、事業団体の関
係者ら 120 人が出席した。
　主催者を代表して上田
弘志理事長が「ＬＳＣ活動
も７年経過し、県内各地

で様々な取り組みがされている。」と評価し、今
後の課題として「労金の全国統合をはじめ事業
団体の将来展望等を考慮し、労福協として将来
構想懇談会を１月に設置した。これまでの相互
信頼関係をベースに将来を確かなものにするた

め皆さんと共に努力したい。」と述べ
た。
　集会は第１部・ＬＳＣ代表者会
議、第２部・記念講演、第３部・コ
ンサートの順で進められ、ＬＳＣ代
表者会議では①労福協の現状と課題
（才田専務理事）、② 2010 年度ＬＳＣ
活動計画、予算
（宮下常務理事）
について『別記』
の課題が提起さ

れ、全体で確認しあった。
　第２部では、記念講演と
して相続手続き支援セン
ター石川の新喜章弘所長が「終末期におけるエ
ンディングノートの活用」と題して講演し、そ
の中で「人は誰でも人生を終えるが、いざとなっ
た時に家族に迷惑をかけないよう生前に預貯
金、不動産、保険等をノートに記しておくこと
が大切だ。」と話された。
　第３部は、県内で頑張る団塊の世代の紹介と
いうことで、白山市在住の還暦を迎えた四人組
のバンド「松任ベンチャーズ」のライブステージ
があり、軽快な演奏とリズムに聴き入った。

以上　　

講演する新喜所長

開会の挨拶をする
上田理事長

『別記』
◇ 2010 年度ＬＳＣ活動計画◇
１、無料職業紹介所「ジョブいしかわ」によ

る就業支援を若年層求職者へも拡大
２、「福祉なんでも相談」の活動充実
３、緊急サポートネットワーク事業のス

ムーズな移行とその対策
４、環境保全・ボランティア活動の取組み
５、連合地協再編と地域ＬＳＣ活動

「暮らしの総合サポートセンター」の充実に向けて
「第33回労福協研究集会」「第６回ライフ・サポートセンター代表者会議」を開催
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　２月24日（水）第２回石川労福協将来構想懇談
会をフレンドパーク石川７階会議室で開催した。
　最初に、才田巖専務理事から１月 26 日の第
１回労福協将来構想懇談会での内容をふまえた
団体別の課題スケジュール表を作成し、そのス
ケジュールにそって今後協議していくことを確
認した。
　第１に、スケジュールとして、各団体からの
課題提起をもとに、当面 2010 年度から 2013 年
度の４年間を区切り、各団体の総会および大会
の日程を入れ、年度ごとの課題を明確にし、そ

第10回ネットワーク会議を開催
　いしかわ緊急サ
ポートネットワーク
の「第 10 回ネット
ワーク会議」が３月
17 日（水）、フレン
ドパーク石川で開か
れ、ネットワーク構成団体の石川県、石川労働
局、金沢市、いしかわ子育て支援財団、県退職
者連合、県社会福祉協議会、石川県経営者協会、
県看護協会、オブザーバー３名、石川労福協の
計 17 名が出席した。
　主催者で県労福協の上田理事長より挨拶のあ
と、直江アドバイザーより平成 22 年度の事業
を報告した。その中で、「会員の登録はサポー
ト会員で 60 名と新規に大幅に増加、利用会員
も毎月 10 名以上の登録がある。預かる子ども
の人数も月平均 100 人を超えた。利用補助制度
は利用会員 663 名中 386 名が利用し、利用補助
金は 874,125 円になっている」と補足した。
　次に、才田専務理事が、平成 22 年度活動計
画を提案し、「①来年３月末で緊急サポート事
業の廃止にともなう新ファミリーサポート事業
への移行対応について、ファミサポを実施して
いる自治体とファミサポを実施していない羽咋

以北の自治体では受け皿に大きな違いがあり、
かなりの対策が必要だ。②厚労省に対し、平成
22 年度の事業申請を行った。平成 22 年度の予
算は現状維持である。」と説明があった。
　意見交換では、各委員から「なんとしても事
業の継続はできないのか」、「県としてもファミ
サポを実施していない自治体（羽咋以北）には広
域で対応が図れないか検討を急ぎたい」、「緊急
サポート事業の廃止以降についても、何らかの
かたちで子育て支援にかかわってゆくべきだ」
との要望が出された。
　才田専務理事からは、「労福協として昨年秋
と今年１月の２回各自治体を訪問し施策に対す
る要請をおこなった。今後さらに各自治体を訪
問し、円滑な移行を要請していきたい」、「緊サ
ポ事業の更なる継続はこれまでの経緯から困難
であると判断する」、「平成 23 年度以降の子育
て支援について検討したい」と答えた。

緊サポ・アドバイザー　直江圭祐

2010年２月現在会員登録状況／サポート状況
地域センター
すず
わじま
ななお
はくい
かほく
かなざわ
はくさん
こまつ・のみ
かが
計

利用会員
11
12
4
6
63
441
86
40
0
663

サポート会員
6
2
7
4
19
164
38
21
0
261

サポート回数
13
5
0
11
15
953
24
69
0
1090

の内容を確認した。
　第２は、労働者福祉基金管理運営規定の見直
しとして、今後の新公益法人制度移行を視野に、
運営規定第６条（基金の管理、運用）を中心に改
正することで、４月に予定される第８回福祉基
金管理委員会に提案することを確認した。
　第３は、労福協人事委員会要綱の見直しとし
て、この要綱は 2000 年１月に施行され、以降
改正されていない。時代変化の中で、事業団体
の組織変更・減少で役員ポストは減っており、
労働団体役員の状況変化もあり、一定の見直し
が必要であるとし、今後その内容を検討してい
くこととした。

第２回労福協将来構想懇談会

会議の風景
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緊サポ会員交流会

　３月６日（土）午後２時から、珠洲市の蛸島公
民館において、青木クッキングスクールの加藤
先生らを招き、緊サポ会員交流会「デコレーショ
ンケーキ作り」を開催しました。

　当日は 15 家族 33 名が参加され、２時間余り
悪戦苦闘しながらも先生方の丁寧なご指導でボ
リュームたっぷりのケーキが無事完成し、子供
達も大喜びでした。仕上がったケーキをそっと
箱に入れて満足そうに帰って行きました。

緊急サポートすずセンター　加藤政道

　緊急サポートネットワーク会員相互の親交を
図る交流会を３月６日（土）プラスあさがお松任
にて 15 組 38 名の参加のなか開催しました。
　交流会では、緊サポアドバイザーの直江氏よ
り事業の現状と将来について説明があった後、
地元で活動をしている松田恵美さんから指導を
いただきながら、親子で「ガトーショコラケー
キ作り」を楽しく・美味しく体験することがで
きました。

緊急サポートはくさんセンター　山下芳子

（3月15日現在）

　開催日	 曜日	行事	 会場	 主催

３月25日	 木	 責任世代のセミナー	 労済会館	 金沢LSC

３月27日	 土	 ボウリング大会	 	 輪島 LSC

３月29日	 月	 連合石川総研総会	 フレンドパーク石川	 連合石川総研

４月	８	日	 木	 全労済地域推進員研修会	 労済会館	 全労済石川

４月28日	 水	 元気が出る就業支援講演会	 フレンドパーク石川	 労福協

４月29日	 木	 メーデー協賛第19回ボウリング大会	 ジャンボボール	 勤体協

５月	１	日	 土	 第 81回石川県統一メーデー	 県中央公園ほか	

５月	１	日	 土	 メーデー協賛第44回勤労者春季ロードレース	 勤体協

５月11日	 火	 認知症サポーター養成講座（定員50名）	 フレンドパーク石川	 金沢LSC

５月22日	 土	 作品受付「メーデー協賛第42回写真サロン・フローラルアート展」	 勤文協

　〜23日	 日	 　なお、展示は６月３日から県内９会場で開催

５月23日	 日	 メーデー協賛第９回勤労者綱引競技大会	 金沢市城西体育館	 勤体協

これからの行事予定

先生の指導を受ける会員

ケーキ作りを楽しむ会員

緊急サポートすずセンター 緊急サポートはくさんセンター
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　連合石川、労福協、労働者福祉事業団体で構
成するメーデー常任実行委員会は、３月 18 日
（木）初会合を開催した。
　会議では、第 81 回メーデーは、連合地域協
議会の再編により流動的な部分もあるが、県下
９地域統一で５月１日に開催する見込みとなっ
たと報告された。また、今年は開催日が土曜日
となることから、家族参加型として計画するこ
とが確認され、模擬店の内容充実や子ども向け
アトラクションを企画するほか、７つのメー
デー協賛行事を実施することが決定された。
　なお、金沢中央大会は、例年どおり金沢市広
坂の県中央公園にて、午前 10 時から開催する
こととし、アピールコーナーの設置や模擬店、
アトラクション、20 周年記念表彰、お楽しみ
抽選会を実施することが予定されている。

　第２回就労支援連絡会議（主催：中央労福協）
が、２月25日（木）～26日（金）那覇市の沖縄ポー
トホテルにおいて全国の労福協から 41 人が参
加して開催された。
　当日は、厚生労働省職業安定局雇用政策課長
の小川誠氏から「現下の雇用失業情勢と最近の
雇用対策について」説明を受けた。また、「緊急
雇用対策事業」や「ふるさと雇用再生事業」の状
況について、徳島、沖縄、岩手、山口、愛媛、
山形の各労福協から事業紹介された。
　翌日は、那覇市
内にある就業支援
センターと求職者
総合支援センター
の現地視察をし閉
会となった。

ジョブいしかわ　相談員　一明　政行

第 19 回ボウリング大会
　日時：４月 29 日（木・祝）
　場所：ジャンボボール
第 44 回勤労者春季ロードレース
　日時：５月１日（土）
　　　　午前９時 30 分スタート（予定）
　場所：金沢市（中央公園～錦町～本多の森ホール）
第９回勤労者綱引競技大会
　日時：５月 23 日（日）
　場所：金沢市城西体育館

第 42 回石川県勤労者写真サロン・フローラルアート展
　期間：６月３日（木）～８月８日（日）
　募集：５月 22 日（土）～ 23 日（日）
　場所：金沢ほか県内８会場
第 10 回グラウンドゴルフ大会
　日時：５月 12 日（水）
　場所：大和町広場（金沢市）
第 16 回囲碁･将棋大会
　日時：未定
　場所：フレンドパーク石川
第 21 回ふれあいチャリティゴルフ大会
　日時：未定
　場所：ツインフィールズ（小松市）

メーデー協賛行事

メーデー常任実行委員会開催 第2回就労支援連絡会議

会議の風景

第 81回石川県統一メーデー ジョブいしかわ

昨年のメーデー金沢中央大会

那覇市内の就業支援センター
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　石川県勤労者体育協会の第 44 回冬季体育大会の
うち、次の競技が熱戦を繰り広げました。
競技結果
■バスケットボール２組■
２月21日、いしかわ総合スポーツセンターほかで開催
男子①大和屋②Moccorys ③ AGRI
女子①田鶴浜クラブ②みくぼランド従業員③Ｍ
■ソフトバレーボール■
３月７日、いしかわ総合スポーツセンターで開催
フリーの部　Ａ：①アンフェアＡ②Yayoi ③イーストパー
プルＢ　Ｂ：①M&S－U②OZ③森山　Ｃ：①フレンドリー
Ａ②UMAクＢ③やすはらＡ　Ｄ：①CLUB・LIVERO・
Ｂ②符津エンジェスル③ ASANO　Ｅ：① CLUB・
LIVERO・Ａ②笠野ロケット団③イーストパープルＡ
35歳以上　Ａ：①フレンドリーＢ②EBBA・Ａ③ダイナ　Ｂ：
①やすはらＢ②クアトロ③大徳　Ｃ：①余喜Ａ②なじみウィ
ング③かほくJEAN－ZU
45 歳以上　Ａ：①米丸トィンクル②新神田Ａ③ブラック・
ビーンズＢ　Ｂ：①小坂Ｂ②余喜Ｂ③伏見台　Ｃ：①加美
谷②FIRE・CROSS 石川③デカモニ
55歳以上　①FIRE・CROSS 石川②カサブランカＡ③森山

主催者：石川県勤労者文化協会
　　　　金沢市西念三丁目３番５号
　　　　電話：（076）231 － 1746
開催時期：６月３日（木）から	
開催場所：ラブロ片町アートシアターいしかわ
（写真のみ県内８会場巡回）
＝募集の概要＝
参加資格：石川県内に働く勤労者や家族、高齢
者などでアマチュアであること
＜写真の部＞
規格：半切（35cm × 43cm）　フィルム・デジ

タル、カラー・白黒は問いません。
受付日：５月 22 日（土）～ 23 日（日）
出品料：１点 4,000 円
＜フローラルアートの部＞
サイズ：よこ 80cm、たて 100cm
搬入日：６月２日（水）

■バスケットボール３組■
３月７日、内灘体育館で開催
男子①GOKKUN② chopperZ ③ Trotters
■バドミントン■
３月14日、白山市若宮体育館で開催
男子①コマツ福島電力②Ｋ・Ｂ・Ｃ③ドリーム大吟醸、Ｂ・
Ｓ・Ｇ
女子①飛翔会②瓢友クラブ③県庁たんと倶楽部、小坂バド
ミントンクラブ
混合①ワークス・Ｔ３②額バード和気あいあい③ラヴスマッ
シュＡ、勤体協
■卓球３人３ダブルス■
３月14日、金沢市総合体育館で開催
硬式一般男子①Yu－Style ②エンデバーメイト③档の会Ａ
硬式一般女子①Yu－ Style ②ネクサスＴ③エンデバーメ
イト
ラージ男子　シルバー：①能美クラブ②ななおクラブ③金
沢兼六クラブ　ゴールド１組：①金沢兼六クラブＢ②のと
きりしま③金沢兼六クラブＡ　ゴールド２組：①白山クラ
ブＢ②能美クラブＡ③南加賀クラブ
ラージ女子　シルバー：①金沢兼六クラブ②内灘クラブ③
ななおクラブ　ゴールド：①能美クラブＡ②南加賀クラブ
Ａ③ななおクラブＢ、のときりしま

「冬季体育大会」が開催される
勤 体 協

―第42回石川県勤労者写真サロン・フローラルアート展―
「わたしのアングル」作品募集

出品料：１点 1,000 円
＊詳しくは、主催者にご確認の上、ご応募くだ
さい。
◇展示会場◇
金沢展：６月３日（木）～６日（日）
加賀展：６月10日（木）～14日（月）
美川展：６月16日（水）～21日（月）
小松展：６月23日（水）～28日（月）
根上展：６月30日（水）～７月３日（土）
七尾展：７月８日（木）～13日（火）
珠洲展：７月15日（木）～21日（水）
輪島展：７月24日（土）～28日（水）
白山展：８月５日（木）～８日（日）

勤 文 協

第41回写真サロン展「メーデー賞」作品
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　中部ブロック労働者福祉会館協議会は、第３
回幹事会を３月 11 日（木）に加盟 11 会館から
12 名が参加し、滋賀県守山市「ライズヴィル都
賀山」で開催した。
　幹事会では、幹事の交代、各会館の運営状況、
全国の公益法人制度改革への対応（申請）状況が
報告されたあと、平成 22 年定期総会と役職員
研修会を６月 10 日（木）～ 11 日（金）に彦根勤労
福祉会館で開催するほか、会費の改定を決定し
た。
　なお、直面する課題の一つである公益法人制
度改正の対応として、先行する会館より幹事会
で、都度報告してもらうことを決めた。

　３月４日（木）
百万石リゾート
レーン（小松）に
おいて、毎年の
恒例行事となっ
ている県立錦
城学園（指定知
的障害者更生施
設）の利用者を招いてのボウリングを今年も開
催しました。
　最初はよそよそしかった利用者の方も楽しそ
うにプレーするにつれ、話しかけてきたり、ス
キンシップを取りに来たりと楽しさや感謝の気
持ちを感じることができました。
　ボランティア活動として、内容のある有意義
なライフ・サポートセンターの活動としていい
アピールになったと感じています。
　今後もこのような活動を通じて地域貢献と活
動アピールをしていけたらと思います。

　石川県消費者団体連絡会（石川県消団連）は、
３月２日（火）、フレンドパークにて石川県と県
内６市・１町、５消費者団体の参加のなか「消
費者行政に関する懇談会」を開催した。
　懇談会では、石川県消団連から昨年８月の「消
費者行政調査報告」、全国消団連の「都道府県消
費者行政調査報告」をし、また、参加各自治体
から活性化基金の活用等の報告をしたあと、意
見交換があり、日生協からは、本日出された全
国消団連の「消費者行政調査報告」と、要望等を
消費者庁に伝える旨の発言があった。

石川県消団連　事務局長　表　重雄

　３月６日（土）
あいにくの天気
の 中、19 名 の
参加を得て、日
帰りバス旅行を
催行しました。
　最初の目的地
の海遊館では、
北陸で見られな
いジンベイザメなどを観て歩くことができまし
た。
　午後からは雨も上がって、次の目的地のイン
スタントラーメン発明記念館に向かい、チキン
ラーメンをはじめとしたインスタントラーメン
の歴史を資料や再現で見ることができました。
　風邪の流行で数名の欠席者があり残念でした
が、子供を含めて幅広い年齢層で楽しめる行事
とできました。

加賀地域 LSC　角谷代志子

ボランティア部会活動『招待ボウリング』
加賀地域ライフ・サポートセンター

『海遊館とインスタントラーメン発明記念館』日帰りバス旅行

「消費者行政に関する懇談会」を開催

挨拶する県担当課長

楽しそうにプレーする参加者

展示されるカップラーメン

中部ブロック
労働者福祉会館協議会

石川県消費者団体連合会
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　なお、当日の参加費と協賛金の各一部を羽咋
市社会福祉協議会へ寄付しました。
＜大人の部＞①森田正秀 395 点②森田史江 376
点③水島弘一 348 点
＜子供の部＞①森田悠太 258 点②角間彩永 221
点③森田真帆 216 点

羽咋市長らとの懇談会開催
　１月 18 日（月）羽咋市役所において、山辺羽
咋市長ら関係者と羽咋市に要請した「平成 22 年
度羽咋市の施策に対する要望書」についての懇
談会を実施しました。

囲碁大会開催
　１月 24 日（日）羽咋労働会館で 13 名の参加の
もと囲碁大会を開催しました。
　成績は、①東渡由彦②永島清剛③片山三郎
となりました。なお、毎週火曜日の午後に「囲
碁の会」を開催しています。詳しくは羽咋 LSC
［（0767）22 － 9960］にお問い合わせください。

羽咋地域 LSC　事務局長　上田　清春

　２月 28 日（日）
午後１時 30 分よ
りコスモアイル羽
咋にてライフプラ
ン（退職前）セミ
ナーを開催しまし
た。講師に社会保険労務士の谷内美穂子氏を招
き講演いただきましたが、参加者の皆さんは終
始熱心に耳を傾けておられました。
　今回初めて、新聞折込で募集したことで、志
賀町・宝達志水町の一般の方々を含め 26 名の
参加をいただけました。

　３月 14 日（日）
９ 時 30 分 よ り
クァトロブーム鹿
島においてチャリ
ティーボウリング
大会を開催しまし
た。
　昨年から大人の部・子供の部で参加者を募っ
たところ 48 名の参加をいただき、楽しいひと
時を過ごすことができました。

ライフプランセミナー開催

羽咋地域ライフ・サポートセンター

チャリティーボウリング大会

その他の活動報告聴きいる参加者

表彰された参加者

10 周年を記念して、ただ今、会館をご
利用の方に粗品進呈キャンペーン中！
（粗品がなくなり次第終了いたします）

金沢地域ライフ・サポートセンター

「確定申告のサポート」はじめました
　今年から、年金（雑
所得）や医療費など
の申告のお手伝いを
始めました。電話で
の相談は 30 件あま
り、申告書作成のお
手伝いには 28 件の
利用がありました。
還付金額は、合計約
140 万円の税金を戻すサポートができました。
　来年も取組みます。ご利用を!!

金沢地域 LSC　事務局次長　吉田寿子
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「第７回ＬＳＣボウリング大会」
　なごり雪も残るまだ肌寒い中ではありました
が、90 名近い参加者の熱気に包まれる中、第
７回ＬＳＣボウリング大会が２月 20 日（土）ク
アトロブーム鹿島で開催されました。
　大会は、５歳の子どもから 81 歳の方までの
参加者の皆さんが、笑顔でゲームを楽しむ一方、
井田前事務局長が第一位とハイスコア賞のダブ
ル受賞という快挙もあり、楽しい時間を過ごす
ことができました。最後に一年後に再度熱戦を
繰り広げましょうと締めて終了しました。

〈編集後記〉

　この号からの編集担当者になりました上野で
す。不慣れではありますが、努力していきます
ので、ご拝読いただきますようよろしくお願い
します。（shang）

七尾・鹿島地域ライフ・サポートセンター

お聞かせください

　より良き紙面とするため、ご意見、ご要望をＥ
メールまたは郵便やＦＡＸでお待ちしております。
お気軽にお寄せください。　　
Ｅメール：info@ishikawa-rofukukyo.jp
Ｆ Ａ Ｘ：（076）231 － 1731
郵便宛先：〒 920 － 0024

金沢市西念三丁目３番５号
石川県労働者福祉協議会
 「機関紙編集」係

＜大人の部＞①井田孝之 360 点②石坂タヅ子
	 ③宮下靖雄
＜子供の部＞①梅木愛理 202 点②梅木翔太
	 ③奥野けいた

七尾・鹿島地域 LSC 事務局長　井村幸喜


