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議が出席した。
　会議では、自治体担当者への
説明と同じく次年度の自治体へ
の要請内容を説明し、各自治体
における住民福祉向上にむけた
政策制度の取り組みへの協力を
求めた。
　議員から、要請内容の「SDGs」

「フードバンク事業」「水道事業
の民間委託」に対し質疑が交わ

され、要請内容への議論を深めた。
　各自治体への要請は、10 月 21 日（月）に野々
市市、白山市、川北町、能美市、小松市、加賀
市をそれぞれ
訪問した。要
請書を手交し、
生活困窮者等
の貧困対策や
児童虐待・ひ
きこもり対策、
フードバンク
事 業の活 用、
災害弱者対策
など、労働者・
生活者全般の
福祉向上、生
き が い の あ
る社会づくりについて、積極的な取り組みを要
請した。
　この後、10 月 29 日（火）に、珠洲市、能登町、
穴水町、輪島市、翌 30 日（水）に、七尾市、中
能登町、志賀町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、
津幡町、内灘町を訪問し、11 月 21 日（木）に金
沢市長、25 日（月）に石川県知事を訪ね、要請
する予定。

2020（令和２）年度自治体要請

　労福協は、会員団体とともに、2020（令和２）
年度の予算編成に先立った政策的要請などを各
自治体首長に要請する前の取り組みとして、10
月１日（火）に石川県市長会・町長会を訪ね、要
請の取り組みと要請内容について事前説明を
行った。
　10 月４日（金）には、フレンドパーク石川に
おいて、石川県をはじめ県内各市町の担当部局
担当者を対象に要請内容についての説明会を実
施した。説明会には、14 自治体の担当課長ら
が出席し、労福協、会員団体よりそれぞれ説明
した。質疑では、「地域見守り活動に関する協定」
における条件などについて質問があり、生協連
から回答するなど要請事項に対する理解を求め
た。
　また、７日（月）には、連合石川地方議員団に
対する説明・意見交換会を ANA ホリデイイン
金沢スカイで開催し、16 名の県議・市議・町

連合石川地方議員団との意見交換会

小松市 和田市長

能美市 井出市長

自治体担当者会議
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　石川労福協ライフ・サポートセンターは、10
月 16 日（水）金沢市民芸術村の「大和町広場」にお
いて、第 17 回福祉グラウンド・ゴルフ中央大会
を開催した。
　今年の大会は、９地域ライフ・サポートセン
ターからそれぞれ選抜された 223 名と県障害者
スポーツ協会選抜の 40 名の選手、合計 263 名が
参加した。
　西田満明石川労福協理事長、杉森重廣県障害
者スポーツ協会副会長が、それぞれ開会の挨拶
と始球式を行い、宮澤裕二こくみん共済 coop 石
川推進本部事務局長によるホイッスルでプレー
を一斉に開始した。
　16 日の当日は、秋晴れで秋風が吹くさわやか
な絶好の開催日和となり、健常者と障害者の境

開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場
10月25日 金 連合石川 第 31 回定期大会 ・ 結成 30 周年記念レセプション ANA クラウンプラザホテル金沢

26日 土 さわやか U クヌギ植林ボランティア 珠洲市
27日 日 金沢マラソンボランティア 金沢市内
29日 火 労福協 2020 年度自治体要請 能登地区自治体要請（～ 30 日） 津幡町以北

11月３日 日 労働者自主福祉運動説明会〔トナミ運輸労組〕 金沢トラックターミナル内
４日 月・祝 食とみどり水 NW 海外支援米発送式 フレンドパーク石川

〃 〃 勤労者互助会 役員会 金沢市内
７日 木 労福協 第４回理事会 フレンドパーク石川
８日 金 労福協 自主福祉運動活性化会議 　〃

〃 〃 大衆運動活動家顕彰会 実行委員会 金沢市内
９日 土 労働者自主福祉運動説明会〔連合石川かが地協〕 ホテルビナリオ KOMATSU セントレ

10日 日 労福協 奨学金全国一斉相談会 フレンドパーク石川
〃 〃 労働者自主福祉運動説明会〔近鉄タクシー労組〕（～ 13 日） 近鉄タクシー

11日 月 中部労福協 第３回幹事会（～ 12 日） 奈良市
14日 木 全国会館協 2019 年度第１回幹事会（～ 15 日） フレンドパーク石川
15日 金 労金本店第２回地域推進委員会 女性センター
18日 月 さわやか U 理事会 フレンドパーク石川
21日 木 労福協 2020 年度自治体要請 金沢市長要請 金沢市役所
23日 土・祝 大衆運動活動家合祀追悼・顕彰会 卯辰山顕彰碑、フレンドパーク石川
25日 月 労福協 2020 年度自治体要請 石川県知事要請 石川県庁
28日 木 中央労福協 結成 70 周年記念セレプション 東京都
29日 金 　〃　　　　第 64 回定期総会 　〃

〃 〃 食とみどり水を守る全国活動者会議 　〃

これからの行事予定
（10 月 25 日現在）

福祉グラウンド・ゴルフ中央大会を開催

【大会結果】
＜団体戦＞
優　勝：河北地域 LSC　A チーム　386 点
準優勝：羽咋地域 LSC　A チーム　393 点
３　位：白山・野々市地域 LSC　B チーム　403 点
４　位：珠洲・能登地域 LSC　A チーム　404 点
５　位：白山・野々市地域 LSC　A チーム　405 点

＜個人の部＞
「男子」
優　勝：山下　源左衛門（白山・野々市）
準優勝：勝井　實千男（輪島・穴水）
３　位：桜井　一安（白山・野々市）
４　位：川本　正明（河北）
５　位：山本　健吉（輪島・穴水）

「女子」
優　勝：庄田　正子（金沢）
準優勝：墨谷　美雪（加賀）
３　位：塚本　洋子（河北）
４　位：岩本　千代子（七尾・鹿島）
５　位：脇山　與美子（県障スポかほく）

無く、真剣な中でも和気あいあいと競技が行わ
れた。途中でリタイアする故障者もなく全員が
競技を終えた。
　その後の表彰式では、光林こくみん共済 coop
石川推進本部長がプレゼンターとなり、団体戦
上位５位までと個人戦の男女各５位までの上位
者を各々表彰した。
　中川博石川労福
協専務理事の閉会
挨 拶 が さ れ た 後、
お楽しみ抽選会を
実施し、熱い戦い
を終了した。

2019年10月25日
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　ライフ・サポートセンターとろうふくきょう・
子育てネットは、10 月５日（土）金沢市粟崎町の
五郎島において、「親子芋堀り体験会」を開催した。
　当日は秋晴れの天候に恵まれ、芋掘り体験会に
は、子育てネット会員を含めた 34 家族、100 名
の親子が参加した。はじめに西田満明労福協理事
長の開催挨拶があり、早速芋畑に移動した。
　芋畑にはこの
日のために丹精
込めて芋を育て
てきた生産者の
忠村さんから、
芋堀りの手順が
説明され、大き
く実った金時芋を掘り出した。参加した親子は
大きな金時芋が見つかると、畑のあちこちで歓
声を上げ、瞬く間にたくさんの芋を収穫した。
　中川博専務理事の閉会挨拶の後、親子で掘り
出した五郎島金時をお土産として持ち帰り、無
事終了した。

　10 月 11 日（金）金沢カントリー倶楽部（かほ
く市）にて親睦チャリティゴルフ大会を参加者

親子芋堀り体験会

金沢地域LSC 「チャリティゴルフ」

子育て支援メッセいしかわ 2019

　ろうふくきょう・子育てネットは、10 月 20
日（日）に石川県産業展示館４号館で開催された

「子育て支援メッセいしかわ 2019」に出展し、子
育て支援事業の PR のためチラシの配布とサイ
コロゲームを行った。 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 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、働く子育て世代への支援となればと
思う。

19 名で開催した。
　競技はダブルペリア方式により集計された結
果、禧美義昭氏が優勝した。
　また、参加者から寄せられたチャリティ募金
20,000 円（フェスタ募金含む）は、後日福祉施設
等に寄付する予定である。

金沢地域 LSC　事務局長　宮坂　信詞

結果は、次の通り
　優　勝　　　禧美　義昭（NET　70.08）
　準優勝　　　山川　　卓（NET　71.00）
　第３位　　　灘村　徳人（NET　72.00）
　ベスグロ賞　小西　　直（スコア 84）

2019年10月25日
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　金沢地域ライフ・サポートセンター、金沢地
区のろうきん主催（連合石川かなざわ地協共催・
北國新聞社後援）の「ありがとう ろうきんフェ
スタ 2019」は９月 28 日（土）石川県産業展示館
２号館にて「家族と楽しい時間を過ごし思い出
に残る」イベントをテーマにお客様が行きたい
と思う内容にリニューアルして開催され、開場
前から長蛇の列ができ 3,000 名の労金利用者等
に参加いただき大いに賑わった。
　10 時の開場
では、金沢地
域 LSC 綿 征
一会長、連合
石川かなざわ
地協役員をは
じめ、金沢３
店舗のろうき
ん役職員およ
び常任推進委
員による来場
者のお出迎えでオープ
ンした。
　今年度の目玉である
教育体験型移動動物園
ZOO TIME では、生
きている図鑑や博物館
のように、動物の生態
を楽しく学べ、カメレ
オンが舌をのばして採
餌する様子や鷹の生態
ガイド＆フライト実演
を見て子どもたちの大
歓声が上った。
　ステージでは、「マジッ
クバルーンショー」「本マ
グロの解体ショー」「子ども書画展の表彰式」など
盛りだくさんの内容で来場者を楽しませた。
　各ブースでは、バルーンのぶんちゃんによる
バルーン教室、金沢市職員組合によるモザイク
タイルやルームプレートの手づくりコーナー、
ZOO TIME による動物をスケッチした缶バッ
チプレゼントなど家族で楽しい時間を過ごし

ている様子が伺え
た。
　金沢美大生によ
る似顔絵プレゼン
トでは、長時間待
たされたが、子ど
もの似顔絵の出来
ばえに親子で大い
に 感 動 さ れ て い
た。会場前の写真
スポットコーナー
では、壁からかぼ
ちゃが飛び出すト
リックアートで写
真を撮る親子連れ
で賑わっていた。
　 物 品 販 売 コ ー
ナーでは、連合か
なざわ役員によ
る食料品や生活用品が格安販売され、また、社
会福祉法人によるパン・クッキーも販売された。
　朝市コーナーでは金沢市湯涌地区で採れた新
鮮野菜等が販売され、また、人気のバナナの叩
き売りでは、今年も綿会長が先頭に立ち販売さ
れ、先んじて完売するほどの反響であった。
　恒例の「本マグロ解体ショー」では、ステージ
上で見事な包丁さばきが披露され、68.5 キロの
長崎産のクロマグロが格安で即売された。
　労金コーナーでは各種相談を受付け、こくみ
ん共済 coop・自治労共済コーナーでは各種共
済商品の周知、募集活動が展開された。
　同時開催の「ファミリーふれあい書画展」（石
川労福協・金沢市教育委員会・北國新聞社後援）
には、70 点の子ども達の力作が展示され、優
秀者の表彰、作品合評では多くの家族連れが見
られた。
　スタンプラリーでは金沢地区の店舗や ATM
をまわりスタンプを集め、星野リゾートギフト
宿泊券など、抽選で素敵な景品をゲットし歓声
が上がった。

金沢地域 LSC　事務局長　宮坂　信詞

似顔絵コーナー

バルーンアート

トリックアート

移動動物園

2019年10月25日

ありがとう ろうきんフェスタ 2019
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勤文協 第48回石川県勤労者絵画・陶芸展
　勤労者文化協会主催の「第48回石川県勤労者絵画・陶芸展」が９月20日（金）～23日（月・祝）の４日間、
しいのき迎賓館・ギャラリーBにて開催された。最終日には表彰式と合評会が行われ、多くの人で賑わっ
た。なお、この後９月25日（水）～28日（土）には能美市の根上総合文化会館ギャラリーにおいて根上展
が、10月３日（木）～10月５日（土）には羽咋市のギャラリー雲において羽咋展が開催された。

日本画

陶　芸 洋　画

銅賞
ひととき（イタリア）
北井節子（白山市）

銅賞
調和

丸山政廣（小松市）

金賞
夏の山

島田和子（白山市）

金賞
華束

大倉美智子（金沢市）

銀賞
秋、かやぶきの里へ
能任伸子（かほく市）

銀賞
中国「棚田」

源田貴子（津幡町）

北國新聞社長賞
巣立ちを見守る

西井健太郎（金沢市）

労福協理事長賞
砺波平野

杉雄爾（金沢市）

北國新聞社長賞

月
ゲッ

光
コウ

竹
タケ

里
サト

宮本麻里子（金沢市）

労福協理事長賞
Sora へ

上田実（金沢市）

金賞
泥中の蓮

南澄子（金沢市）

銀賞
しずく

宮野克浩（金沢市）

銅賞
クロス

吉本愼二（金沢市）

北國新聞社長賞
決まった！「肝返り」

森ときえ（金沢市）

労福協理事長賞
秋

林和枝（金沢市）

2019年10月25日
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　猫魔ヶ岳、雄国山、磐梯山
　９月 28 日（土）～ 29 日（日）、昨年台風 24 号
の直撃を受けて団体登山計画を中止した「会津
の名峰『磐梯山』とその周辺の山（猫魔ヶ岳と雄
国山）」のリベンジを果たすべく、再挑戦をした。
　早朝に金沢を出発、バスに揺られること５時
間半、登山口の八方台駐車場に到着した。軽い
準備体操の後、早速１日目の目的である猫魔ヶ
岳（1404m）と雄国山（1271m）に向けて登山を開
始した。２班に分かれた総勢 27 名の参加者は、
時折ぱらぱらと降る雨の中、檜原湖や五色沼な
どをながめながら、猫魔ヶ岳山頂に到着した。
さらに１等三角点を通過し、美しい湖面を見せ
る雄国沼のほとりを歩いて、雄国山を目指した
後、全員無事に雄子沢登山口に戻った。高齢の
参加者が多く居る中、ほぼ行程表通りの時間で
下山できた。
　二日目は、宿を午前７時 15 分に出発、１日目と
同じ登山口である八方台駐車場から、今回の登山
のメインである磐梯山を目指した。
　登りはじめてから雨が降り始め１日目と違
い、止むことの無い日となった。そのため登山
後、猪苗代登山口におりる予定を八方台駐車場
と磐梯山の往復コースに変更した。雨は時間と

第38回勤労者団体登山

ともに強くなり、磐梯山山頂からの眺望も全く
きかず、そうそうの下山となった。
　天候に恵まれた登山とは言えない結果となった
が、全員何事も無く金沢に帰って来られたことは
幸いでした。参加者はそれぞれに、来年の参加を
約束しながら、バスを降りて家路についた。

　勤体協事務局長　福村　滋

2019年10月25日

勤　体　協
第53回石川県勤労者秋季体育大会

≪ソフトボールシニア大会≫
10 月 13日・金沢市「金沢テクノパーク多目的広場」
◇① 夢やクレイコーズ　　② 野町　　③ 風林火山

≪ソフトボール県決勝大会≫
10 月 20日・金沢市営専光寺ソフトボール場
◇① DZ シャークス　　② 相球会
　③ SB 愛好会、武部のために


