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ー 第7回理事会 ー

2018年度の新たな事業展開へ

石川労福協は、２月 20 日
（火）フレンドパー
ク石川において、第７回理事会を役員 16 名の
出席で開催した。
西田満明理事長が、「2018 年の年明けに開催
した新春の集いには多くの方に参加いただき、
大きな賑わいとなり、新しい年を皆さんととも
に迎えることができた。また、各地域 LSC で
も新春の集いを開催することができた。
昨年、事業団体が取り組んできた自主福祉推
進運動では労金・全労済の成り立ちから運動の
必要性などについて再認識をしていただいた。
今年は、この運動をかたちにするような取り組
みとしていきたい。さらに、新たな事業として
のフードバンク事業については、準備を整え、
実施へと進めていきたいので、役員一同のご協
力を願いたい。
」と挨拶した。
初めに、
理事の辞任に伴う理事代理を選任し、
新たに就任した北陸労働金庫の瀧利光氏が就任
挨拶を行った。
報告事項に移り、年明けからの労福協・ライ
フ・サポートセンターにかかる活動や関係団体

等と係わりをもち参加した行事・シンポジウム
について、中川博専務理事が報告し確認した。
協議事項では、第 57 回通常総会の開催日程
や代議員や議決権を確認したほか、2018 年度
の活動方針及び 2018 年度予算、
第 14 回ライフ・
サポートセンター代表者会議と婚活イベントの
開催などについて承認した。
活動方針では、
フードバンク事業を具現化し、
労福協の新たな事業に位置付け取り組むこと
で、生活困窮者や子ども食堂、単身高齢者等の
支援に貢献ができるとともに、食品ロスの削減
にも生かしていくことが可能となる。また、昨
年、連合石川・北陸労金・全労済石川とともに
取り組んだ労働者自主福祉運動の推進を継続し
て取り組んでいくことなどが盛り込まれた。
３月 22 日（木）のライフ・サポートセンター
代表者会議においては、この方針に基づき来年
度に向けた活動として提起される予定であり、
2018 年度のスタートに向けて準備を着実に前
進させることを確認し閉会した。
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LSC事務担当者研修会
石川労福協ラ
イフ・サポートセ
ン タ ー は、 １ 月
17 日（ 水 ）Ａ Ｎ Ａ
クラウンプラザ
ホテル金沢にお
い て、 第 18 回 ラ
イフ・サポートセンター事務担当者研修会を開
催した。
９地域の内、８地域のライフ・サポートセン
ター事務担当者及び主催者事務局が参加し、事
務局から各地域の 2018 年度予算（案）の作成、
2017 年度会計の決算スケジュール、経理処理
における注意点など、年度末に向けた事務処理
について提案説明した。質疑では、参加者か
ら年度末が土曜日であるため余裕のあるスケ
ジュール設定について要望が出された。
また、毎年実施している事業団体チラシの配
布と事業団体支援活動についても要請し、各地
域とも支援活動に取り組むことを確認した。さ
らに、現在使用している会計ソフトから新ソフ
トへの更新に伴う各地域での作業について説明
を行い、研修会を終了した。

金沢地域LSC
2018 年 NEW・YEAR 旗開き

連合石川かな
ざわ地協と金沢
地 域 ラ イ フ・ サ
ポートセンター
は、1 月 12 日
（ 金 ）労 済 会 館 に

協
おいて、180 名の参加により、
「2018 年 NEW・
YEAR 旗開き」を新たな年の出発点として合同
で開催した。
主催者を代表して連合石川かなざわ地協南弘
樹議長より挨拶があり、続いて来賓の渡邊雅人
連合石川事務局長、東田真澄金沢市労働政策課
課長からの挨拶の後、金沢地域ＬＳＣ綿征一会
長の地酒での乾杯で始まった。
かなざわ地協推薦議員や事業団体代表よりの
スピーチに続いて、人気の“福引き抽選会”が行
われ、会場は大いに盛り上がった。
最後に、かなざわ地協南議長の“団結ガンバ
ロー”三唱で締めくくった。

金沢地域 LSC 事務局長 松浦政雄
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第 52 回県勤労者冬季体育大会
≪バスケットボール大会≫

2月4日・野々市市民体育館
◇男子1組
①キムチーず②犬丸BC③TEAMピチっと

≪卓球大会≫

2月18日・いしかわ総合スポーツセンター
【硬式】
◇男子
▷1組①能美市卓球協会A②ＲＡＴＥＬ
▷2組①四十万クラブ②ＷｅｅＫｅｎｄ
◇女子
▷1組①ＮＯＴＯヤンキーズ侍②ウィンズ星
▷2組①珠姫ゆり②勤体協Ａ
【ラージ】
◇男子ゴールド
▷1組①ぬかプレミアム②チームなるわ③金ヶ崎公民館
▷2組①七尾スターズ②チームなるわ③小松ＴＴＣ
◇女子ゴールド
▷①能美クラブＡ②ななおクラブ③白山クラブ
◇男子シルバー
▷①白山クラブ②ななおクラブ③金沢大浦公民館
◇女子シルバー
▷①ちーむかがやき②ななおクラブ③京華クラブ

これからの行事予定
開催日
曜日
行
事
２月２７日 火 連合石川総研 第１回理事会
３月 １日 木 中央労福協 第１回地方労福協会議
（～3/2）
３日 土 石川県ユニセフ協会 設立５周年記念式典
７日 水 中部会館協議会 平成２９年度第３回幹事会
（～3/8）
８日 木 全国会館協議会 2017年度第２回幹事会
（～3/9）
２２日 木 第１４回 ライフ・サポートセンター代表者会議
２５日 日 第１３回 ろうふく“むすび”
ネット婚活イベント
「素敵な出会いランチパーティ2018 spring」
２８日 水 第４８回 石川県消費者大会
４月 ３日 火 第２回 第８９回統一メーデー実行委員会
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（２月 25 日現在）
会
場
フレンドパーク石川
東京都
県立音楽堂
岐阜県
宮城県
労済会館
招龍亭
地場産センター本館
フレンドパーク石川
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勤労者早春書画・生花展
２月１日
（木）～２月４日（日）、石川県勤労者
文化協会主催の第 48 回石川県早春書画・生花
展が、しいのき迎賓館ギャラリーＡ及び B に
て開催された。日本画８点、洋画 27 点、書道
37 点、生花９点の合計 81 点の出展があり、新
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春にふさわしい華やかな作品が来場者の目を楽
しませた。最高賞の勤文協会長賞には崎田貞敏
氏
（洋画・七尾市）
、特別賞の野々市市長賞には
西村悠也氏
（洋画・野々市市）
が選ばれた。
また、２月 10 日（土）～12 日（月）には野々市
特別展として野々市市の情報交流館カメリア３
F ギャラリーにて入賞作品 17 点が展示された。

道

労福協理事長賞
「紀貫之歌」
里美晴代（金沢市）

2018年2月25日

洋

北國新聞社長賞
金賞
「家持の歌」
「素性法師 歌」
中本富子（金沢市） 瀧 雅美（金沢市）

画

勤文協会長賞
「晴れ着」
崎田貞敏
（七尾市）

労福協理事長賞
「あまめはぎの少女」
西井健太郎
（金沢市）

銀賞
「良寛の句」
鞁田幸栄（金沢市）

銅賞
「中根東里のことば」
畠中敏子（金沢市）

北國新聞社長賞
「桜の小道」
南出洋子
（小松市）

野々市市長賞
「親子」
西村悠也
（野々市市）

奨励賞
「天真爛漫」
藤村八重子（金沢市）

奨励賞
「九疑の句」
前川宣代（金沢市）

金賞
「来年
（あす）
への備え」
西村 光
（金沢市）

銀賞
「寄りそう」
橋本秀子
（加賀市）

北國新聞社長賞
「春よ来い」
南 京子（金沢市）

銅賞
「秋の荒俣峡」
福村 肇
（小松市）

奨励賞
「雪も楽し」
田中宏見
（金沢市）

日本画

労福協理事長賞
「里の春」
河合百合子（羽咋市）
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■共済金支払いの約87％が
自然災害によるものです。
他の原因

自然災害による支払い

12.6％

他の自然
災害 14.0％

合計
51,430件

降雪

87.4％

39.3％

落雷

16.7％
全労済2014年度
「住まいに関する共済金」
原因別支払件数

台風
17.4％

降雪・台風・落雷などの自然災害が
支払原因の多くを占めています。
【お見積もり・保障のご相談は、全労済の窓口へ！】

全労済石川推進本部 TEL：076-223-4007
（石川県勤労者共済生活協同組合）
金沢市西念1-12-22

■営業時間：平日9：00～17：00
（土・日・祝日・12/30～1/3は休業）
広告番号：207270

■小さいお子さま連れの方や、窓口が遠方で来店が難しい方には生活保障アドバイザーが
ご自宅などに訪問し、共済制度の説明やご相談、加入手続きを承ります。
お気軽にお問い合わせください。
全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしをめざしています。出資金をお支払いいただ いて組合員に
なれば、各種共済をご利用いただけます。全労済は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行ってい ます。
また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。 全労済は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的 に行っ
ていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の
確保に努めています（※詳しくは各都道府県の全労済にお問い合わせください）。
新しく組合員になられる方へ（出資金について）
全労済は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお
支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資
（1,000円以上）をお願いしています（出資金は1口100円で、最低1口以上の出資が必要です）。出資金は、加入される共済の掛金払込方法に応じて下記のとおりお願い
しています。なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの
全労済へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱
退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。
掛金の払込方法－月払いの場合 1,200円（毎月100円×12ヵ月） 年払いの場合 1,000円（1回のみ）
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全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、
組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしをめざしています。出資
金をお支払いいただいて組合員になれば、各種共済をご利用いた
だけます。

