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　労福協は、第５回理事会を 11 月 20 日（火）フ
レンドパーク石川において開催し、本年下期に
予定する事業を決定した。
　西田満明理事長が、「自治体要請行動や海外
飢餓支援米などへの取り組みに感謝を申し上げ
る。支援米の一部については、労福協を通じフー
ドバンクに提供する予定である。また、今週末
の大衆運動活動家顕彰会をはじめとする各事業

2018年度下期活動の取り組みに向けて
への協力を頂きたい。」と
開会挨拶をした。
　中川博専務理事が、来
年度に向けた政策制度要
求にかかる自治体要請、
福祉グラウンド・ゴルフ
中央大会などの取組みに
ついて報告した後、連合
石川をはじめとする各団
体の業況が報告され、全
て報告のとおり了承され
た。
　続いて、「2018 年度上

期決算報告及び監査報告」、「石川県知事への政
策制度等要請」、「既に開催の金沢地区のほか、
能登・七鹿羽咋・加賀の３地区においての第２
回労働者自主福祉運動推進会議の開催」、「ライ
フ・サポートセンター研修会の開催」、「第 16
次蘇州市総工会訪日団の受け入れ」など下期前
半に予定する各行事の開催を確認し、今後の取
り組みの準備が進められた。
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開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場

12月３日 月 自治体要請 石川県知事要請 石川県庁
〃 〃 労福協第 5 回三役会議 フレンドパーク石川

５日 水 中部会館協 平成 30 年度第２回幹事会 ( ～６日 ) 砺波市
〃 〃 勤文協創立 50 周年記念式典祝賀会 ANA ホリデイイン金沢スカイ

６日 木 食とみどり水 NW 幹事会 フレンドパーク石川
７日 金 労福協第６回理事会 　　　　〃
８日 土 さわやかＵ 餅つきボランティア かなざわっ子 nikoniko 倶楽部
９日 日 勤文協 第 68 回勤労者美術展 表彰式・合評 21 世紀美術館

10日 月 連合石川「第２回労働者自主福祉運動推進会議」 輪島市町野町多目的集会所
11日 火 　　〃　　　　　　　　〃 ラピア鹿島
12日 水 　　〃　　　　　　　　〃 小松市民センター
14日 金 第 19 回ライフ・サポートセンター事務担当者研修会 ANA ホリデイイン金沢スカイ

〃 〃 第 15 回ライフ・サポートセンター研修会 　　　　〃
21日 金 第 90 回石川県統一メーデー第１回実行委員会 フレンドパーク石川
25日 火 食とみどり水 NW 定期総会 　　　　〃

１月７日 月 連合石川・石川労福協「2019 新春の集い」 ANA クラウンプラザホテル金沢

これからの行事予定
（11 月 25 日現在）

福祉なんでも相談窓口アドバイザー会議

　石川労福協は、11 月 16 日（金）フレンドパー
ク石川において、第 13 回福祉なんでも相談窓
口アドバイザー会議を開催した。
　この会議は石川県職業能力開発プラザ、いしか
わ結婚・子育て支援財団、石川県消費生活支援セ
ンター、喜成司法書士事務所、社会法律センター
や連合石川、北陸労金、全労済など9団体で相談
に対応している13名で構成され、労福協「福祉な
んでも相談窓口」における状況報告、各団体との
情報の共有や交換などの場とし、相談活動の充実
を図るもので、関係者12名が参加した。
　会議では各アドバイザーから、日頃の相談状況・
取り組み等について報告された。その中で「近年
は相談件数が減少傾向となっているが、反面相談
内容がより複雑化し深刻化している。問題解決を
図るためのネットワーク連携の重要性がますます
高まっている。」と報告された。
　意見交換の後、引き続き各団体・各アドバイ
ザー間の連携強化をはかり相談活動を展開する
こととして会議を終えた。
� 県 LSC　事務局次長　松浦政雄

　11 月４日（日）に石川県産業展示館４号館で
開催された「子育て支援メッセ 2018」に出展し、
子育て支援事業の PRを紹介チラシの配布とサ
イコロゲームを行った。
　今年も予想以上の人気だったサイコロゲーム
は、サイコロの面に大当たり、当たり、ハズレ
があり、転がして出た目でおもちゃ等の景品を
プレゼントするもので、子ども達にはとても喜
ばれ、午後４時の閉会を待たずに全て終了した。
　隣のブースには、北陸労働金庫石川県本部が
出展し、アンケートと相談コーナーを開設する
とともに、子どもの手形を採取してのプレゼン
トは、親子ともに大
変人気であった。会
場はたくさんの親子
連れで賑わってい
た。
　これを機に、働く
子育て世代のお父さ
ん、お母さんへの支
援となればと思う。

子育て支援ネットワーク
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　連合石川・労
福協・北陸労金・
全労済石川が連
携して取り組む
「連合石川第２
回労働者自主福

祉運動推進会議」が、11月13日（火）金沢市内マリ
エールオークパインで金沢地区の会議を行った。
　会場には約100名が参加し、冒頭のあいさつ後、
古賀伸明連合生活総合研究所理事長（元連合会長）
が「労働運動と労働者自主福祉運動のこれから～次
代を担う役員に寄せる期待～」と題し講演を行った。
　「 “働くこと”を考える」から「労働運動と労働者自
主福祉運動の連携の再構築」、「働き・暮らし・生
きる基本」を軸に予定時間を超過するほどの熱の
こもった講演で、参加者らは熱心に聴講し有意義
なものとなった。
　この会議は、能登地区は12月10日（月）に輪島
市の町野町多目的集会所で、七鹿羽咋地区は12
月11日（火）に中能登町のラピア鹿島で、加賀地
区は12月12日（水）に小松市の小松市民センター
でそれぞれ古賀氏を招き行われる。

　全国会館協（全国労働者福祉会館協議会）は、
2018 年度第１回幹事会を11月 19日（月）に滋賀
県守山市にある会員会館のRiseville 都賀山で開
催し、役員５名とオブザーバーを含めた６名が
参加した。
　事務局のこの間の報告に続き、４ブロックより
それぞれ業況報告がなされた。中でも、豪雨や
台風などの自然災害が頻発したことによる利用

全国会館協幹事会

自主福祉運動推進会議

里山里海活動

　さわやかU（いしかわ介護ボランティアセンター）
は、10月27日（土）珠洲市唐笠山にて実施する里山
里海活動であるクヌギの植林に役員・ボランティア
を派遣した。
　当日は、NPO法人奥能登日置来の活動に参画して、
植林活動を行った。この活動は、荒れ果てた里山を
本来の美しい姿に戻すとともに里山が持つ機能を取
り戻そうと植林を行うことで里山づくりを推進するも
のである。植林は、珠洲市唐笠山の林地において実
施され、珠洲市宝立の小・中学生や津幡町の高校
生ボランティアなどを含め総勢約50名が参加した。
　NPOが準備した苗木を１本１本丁寧にレクチャー
どおりに植え、400数十本の植林を終えた。

　終了後は、クヌギから生産される茶炭による「お茶
会」が開催され、今回の活動を終えた。
　なお、この活動には、主催のNPO関係者のほか、
前述の「さわやかU」の各役員や「食とみどり水NW」
「労福協」等からもボランティアが参加した。

　連合石川・全農
林石川分会・労福
協等で構成する
「食とみどり、水
を守るいしかわ

ネットワーク」は、11月３日（土・祝）フレンドパー
ク石川において、県内４ヶ所（能登町、七尾市、
金沢市、小松市）で収穫した1,020㎏の米のうち、
930㎏をアフリカのマリ共和国の食糧支援とし
て、国内集積地となる横浜に向けて発送した。
　発送式では、田植えや稲刈りに参加した親子
や関係者等約 30 名が参加し、西田満明代表が
「皆さんのご協力で今年も多くの米を収穫する
ことができました。ほとんどを海外で食に貧し
ている人たちに贈りますが、一部は労福協が行
うフードドライブに提供し、県内の社会福祉に
も役立てていただきます。今後とも有意義なこ
の取り組みにご理解とご協力をお願いします。」
と挨拶し、支援米の袋に田植えと稲刈り作業後
に子ども等が書いたメッセージを貼り、トラッ
クにて発送した。
　発送後には、今年収穫したお米で握ったおに
ぎりを試食する傍ら、県内各地での今年の取り
組みを映像に取りまとめた画面に、宅本門示幹
事（連合かなざわ地協事務局長）が分かりやすく
説明を加えて活動報告がなされ、今年の海外飢
餓支援米の取り組みとした。

海外飢餓支援米の発送

2018年11月25日
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加賀地域 LSC

　加賀地域 LSCは、11 月３日（土・祝）『第 27
回加賀地域 LSC ソフトボール大会』を晴天の
下、片山津ソフトボール場にて行った。
　開会式では山本会長の挨拶に続き、加賀市議
会議員林俊昭氏と上田朋和氏による来賓挨拶、
そして大聖寺ソフトボール同好会事務局長の山
崎進也氏より同好会へのチーム参加募集のお願

いがあり、ルール説明の後、１試合４回のトー
ナメント方式で試合が行われた。
　始球式は、林俊昭氏にバッターを、上田朋和氏
にピッチャーをお願いし、大会を盛り上げていた
だいた。試合では、フェンス越えが出たり、特大
アーチをフェンスぎりぎりでキャッチするなど、
どの試合も白熱した試合ばかりで、参加者全員楽
しんで大会を終える事が出来た。開会式にお願い
した募金も集まり、この募金は、来年３月に加賀
市に寄附し、児童福祉事業に充てられます。
� 加賀地域 LSC　事務局長　　御舘　啓太

優勝　月星労組Aチーム

減少が影響し収益目標を達成できなかった会員
が多いこと、さほど自然災害の影響のなかった
会員でも夏期の利用が減少していることが報告
され、意見交換を行った。
　全国会館協に集う会員会館の認知度向上、会
員間情報網の修正などを協議し、なかでも、労
働組合はもとより、福祉事業団体での認知度向
上の取り組みは喫緊の課題であり、会員会館の
シーズンごとのチラシがあれば、事務局に送付
し、事務局より適宜、中央労福協での参加組織
へアプローチしていくことを確認するとともに、
ホームページの維持管理、会員会館紹介パンフ
の素案を次回幹事会にはかることとした。

2018年11月25日

勤　体　協

第52回県勤労者秋季体育大会
≪卓球七尾大会≫

11月4日・七尾市中島体育館
◇男子
　▷硬式
　① overlight�②トランテックス�③粟ヶ崎公民館A・S–55
　▷ラージボール
　①金沢大浦公民館�②白山クラブ�③档の会・金ケ崎公民館
◇女子
　▷硬式
　①卓志会�②勤体協�③ NOTOヤンキーズ輝・NOTOヤンキーズ隼
　▷ラージボール
　①羽咋卓友会�②ななおクラブ�③チームOHK・中島クラブ

≪クライミング大会≫
11月4日・金沢市医王山スポーツセンター
◇男子
　▷一般
　①柴田将義（金沢）�②中田史朗（白山）�③上野貴志（白山）
　▷シルバー
　①麻植洋（白山）
　▷ゴールド
　①中島昭二（金沢）�②山本永夫（金沢）�③南川光生（野々市）
◇女子
　▷一般
　①中島亜希（金沢）�②中武光子（白山）
　▷シルバー
　①南川聖子（野々市）②田中弥生江（野々市）�③東出直美（野々市）
　▷ゴールド
　①岡田美智江（野々市）
◇オープン
　▷ジュニア男子
　①富樫虎太郎（白山）�②富樫旺二郎（白山）�③丸山亮（金沢）
　▷ジュニア女子
　①吉田麗奈（金沢）

≪第49回 県勤労者ボウリング選手権≫
11月23日・金沢市レジャーランボウル
◇１部
　▷団体
　①久世ベロース工業所Ａ（河合昭彦、田中智之）
　②のっティ（岡里美、岩本清兼）
　③金沢ホープ Z（安藤正直、大城康弘）
　▷個人①田中智弘�②岩本清兼�③大城康弘
　▷ハイゲーム　田中智弘
◇２部
　▷団体
　①トマト（多谷良平、小塩勉）
　②早遊メイトA（寺尾公男、今井秀明）
　③パール（結城英明、竹中真弓美）
　▷個人①羽根木一夫�②小塩勉�③結城英明
　▷ハイゲーム　羽根木一夫
◇３部
　▷個人①中村邦子（コロナ）�②畠健治（金沢 Jクラブ）
　③今井秀明（早遊メイトA）
　▷ハイゲーム　中村邦子

≪第17回 輪島市長杯勤労者
バスケットボールオープン大会最終日≫

11月25日・輪島市サン・アリーナ
◇一般
　①輪島クラブA�② BULLDOG�③ Frei�Heit・SeemA
　▷最優秀選手　天野和剛（輪島クラブＡ）
◇混合
　①Reach�②ルーザーズ�③７クラ・NSI
　▷最優秀選手　荒内健人（Reach）

優　勝：月星製作所労働組合A
準優勝：月星製作所労働組合B
３　位：北陸労金労組
ＭＶＰ：渡邊　英菜（月星A）
ハッスルプレー賞：
　　　　西出　周平（月星B）、八ツ橋（労金）

第 27 回ソフトボール大会


