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　石川労福協・ライフ・サポートセンターは、
3 月 22 日（木）労済会館において、地域ライフ・
サポートセンター、連合石川及び各地協、退職
者連合、各事業団体、労福協役員等 43 名の参
加で第 14 回ライフ・サポートセンター代表者
会議を開催した。
　この会議では、2018 年度における地域ライ
フ・サポートセンター（以下、ＬＳＣ）の活動に
対する方向性とともに裏付けとなる予算配分が
提示された。
　西田満明理事長が、「日頃の労働者・高齢者
の生活向上への取り組みに感謝します。今、各
地域ＬＳＣが暮らしの底上げが求められている
中で、地域に根付く活動をされていることは、
正にタイムリーな活動であると捉えています。
“子どもを大学に進学させる余裕のない家計で
あっても、子どもの将来を考えて奨学金を利用
したことで、子どもが卒業後、この返済が足か
せとなり、結婚や子育てが難しい状況となるこ

いただきたい。」と開会挨拶した。
　続いて、中川博専務理事が 2018 年度活動計
画として、活動の方向性や取り組みを提起し、
次いで、上野貞彦事務局長が 2018 年度予算配
分・予算などについて提起した。参加者からは、

「ＬＳＣの組織強化・事業存続の面から、役員
の選考などにおいては、地域主体と言うものの
労福協及び関係団体の支援をいただきたい。ま

とが懸念されている。貧
困とまではいかなくても
負の連鎖が問題となる奨
学金問題”また、“食品ロ
スの問題や子ども食堂の
運営維持の問題”など、課
題が錯綜する現状におい
て、これらの問題を少し
でも解決し得るよう労福
協・ＬＳＣの取り組みが
重要となっている。労働
者福祉運動の推進ととも
にこれら問題への支援を
新年度における取り組み
として、引き続きご協力
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共助が必要な時で
あり、確認した来
年度計画により引
き続きの取り組み
をお願いします。」
と締めくくり、来
年度への展開が
確認された。

柚木貴芳北陸労働金庫
石川県本部次長

西端正和全労済石川
推進本部部長 柚木光副理事長

た、役員の年齢制限の見直し等も検討された
い。」との意見に対し「地域の特色を生かした活
動、組織として、地域に任せてきた経緯はある
が、組織存続に課
題があれば、検討
したい。」と事務局
が回答した。
　さらに、事業団
体支援部会活動に
つ い て、2017 年
度から具体的な取
り組みとして行っ

部事業推進部長が
それぞれ労金・労
済運動に対し、協
力依頼を行った。
　その後、現在、
労福協が生協連、
県や金沢市の社会
福祉協議会等と準
備 を 進 め て い る

「いしかわフードバンク・ネット（仮称）」準備会の
進捗状況について、準備会委員として参画して
いる中川専務理事が報告した。
　中川専務理事は、「準備委員会を組織する石
川県及び金沢市の社会福祉協議会、生協連など
と 2018 年度中の設立を目途に更に準備を進め
ていく。」と述べ、実施に向けて着々と骨組みが
構築されていることが報告された。参加者から

「労福協が準備会の中でも前面に立ち、資金面・
人の面でも基軸となって設立に取り組むべき
だ。」との意見が出され、「ご意見を踏まえ準備
会でも労福協として積極的に取り組んでいきた
い。」と更なる取り組みを確認した。
　最後に、柚木光労福協副理事長が「国民生活
が良くなっていると言われるが、実感のない状
況は、公助の足りなさに要因があると感じてい
る。このような時こそ、ＬＳＣ活動の柱である

た自主福祉運動推進の継続的な取り組みとして
ＬＳＣでも取り組みを行うよう提起し、関連し
て、北陸労働金庫石川県本部より柚木貴芳同本
部次長と全労済石川推進本部より西端正和同本

（３月 25 日現在）
開催日 曜日 行　　事 会　　場

３月28日 水 第 48 回石川県消費者大会 地場産センター本館

29日 木 労福協 2017 年度第３回事業団体連絡会議 金沢市

４月 3日 火 第 89 回統一メーデー 第２回実行委員会 フレンドパーク石川

14日 土 日中平和友好条約締結 40 周年記念講演会・交流懇親会 招龍亭

16日 月 中部労福協 2018 年度第１回幹事会（～ 17 日） 大阪市

〃　 〃 第 89 回統一メーデー金沢中央大会 第２回実行委員会 フレンドパーク石川

20日 金 労福協 2017 年度決算監査 　　　　〃

25日 水 石川県勤労者互助会 役員会 金沢市

27日 金 労福協 2018 年度第１回三役会議 フレンドパーク石川

５月 1日 火 第 89 回石川県統一メーデー いしかわ四高記念公園

8日 〃 石川県勤労者互助会 第 11 回定期総代会 ANA ホリディ・イン金沢スカイ

14日 月 労福協 2018 年度第１回理事会 フレンドパーク石川

21日 〃 中部会館協 平成 30 年度定期総会・役職員研修会（～ 22 日）京都市

６月 4日 〃 中央労福協 2018 年度全国研究集会（～５日） 岡山市

8日 火 労福協 第 57 回通常総会 フレンドパーク石川

これからの行事予定

2018年3月25日
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　連合石川、労福協、福祉事業団体で構成する
第 89 回石川県統一メーデー実行委員会は、２
月 20 日（火）に第１回実行委員会を開催した。
　初めに今回の実行委員会の構成を決定し、実
行委員長に就任した西田満明連合石川会長（労
福協理事長）が、議事を進めた。
　事務局より、昨年の第 88 回石川県統一メー
デー及び関連事業の開催実績について報告され
たのに続き、メーデーの取組み方について協議
に入った。
　今回は、５月１日が平日となることから、組

合員参加型の大会とすることとし、メーデー宣
言、メーデースローガンとサブスローガンの決
定については、連合本部の素案を軸に次回会合
で決定することとした。
　さらに、県内各地区会場での開催や予算を決
定し、退職者連合や勤労者体育協会などによる
協賛行事の開催についても確認した。
　また、３月 15 日（木）に金沢中央大会の実行
員会も開催され、５月１日（火）いしかわ四高記
念公園で開催することを決定した。

〈第89回石川県統一メーデー〉
県内各会場の開催日程
●４月 28 日（土）開催
　小松能美地区：小松市公会堂　9：30

●４月 29 日（日）開催
　加賀地区：加賀市中央公園　10：00

●５月１日（火）開催
　珠洲能登地区：内浦福祉センター　18：15
　輪島穴水地区：輪島市文化会館　18：15
　七鹿地区：七尾サンライフプラザ　18：00
　羽咋地区：羽咋市すこやかセンター　18：00
　金沢地区：いしかわ四高記念公園　9：30
　白山野々市地区：野々市フォルテ　10：00

第27回ボウリング大会
　４月 29 日（日）9：45 ～　レジャランボウル
第52回勤労者ロードレース
　５月１日（火）9：30～　いしかわ四高記念公園・
　　　　　　　　　　　  　金沢城コース
第18回グラウンドゴルフ大会
　５月 16 日（水）9：30 ～　金沢市民芸術村
第６回パークゴルフ大会
　５月 27 日（日）9：00 ～　木場潟公園パークゴルフ場
第50回勤労者写真サロン展
　加賀展　６月 14 日（木）～ 17 日（日）ほか
　県内５会場を移動展として開催
第24回囲碁将棋大会
　６月 17 日（日） 9：30 ～　フレンドパーク石川

第 89 回石川県統一メーデー開催に向けて

協賛行事（確定分）

昨年（第 88 回）
メーデーの取組み

2018年3月25日
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　北陸・東海・近畿の 12 府県の労福協で構成
する中部労福協は、２月 22 日（木）午後２時か
ら、金沢市内の ANA ホリディ・イン金沢スカ
イにおいて、第 44 回定期総会を役員・代議員
等 74 名の参加で開催した。
　この総会は、２年に１度の隔年開催であり、
中間年となる昨年は、代表者会議として活動や
会計の中間報告がされていたが、今年は 2016
年～ 2017 年度における活動報告、会計決算、
2018 年～ 2019 年度における活動方針、予算を
審議するほか、任期満了となる役員の改選が行
われた。
　斉藤重範副会長（福井）の開会挨拶に続き総会
議長を選出し、総会が進められた。
　議長には、代議員の宮下亮氏（石川労信協理
事長）が選出され、議事を進行した。
　中部労福協会長の小林茂氏（和歌山）が「雪害
被害者への哀悼とお見舞いを申し上げます。奨
学金問題の解決に向けて中央労福協を中心に各
単協と取り組んだ結果、給付型奨学金制度創設
の風穴を開ける成果を勝ち取ることができた。
今後も、返済に苦しむ若者の救済制度の確立に

向けてともに活動を進めなければならない。格
差と貧困が拡大する中において、各単協間での
ネットワークで支え合い助け合いを推し進める
ことが必要である。」との主催者代表挨拶に続
き、来賓の中央労福協事務局長の花井圭子氏が
祝意と奨学金問題などの課題への協力を求め
た。このほか、地元を代表し、石川労福協理事
長の西田満明氏、石川県商工労働部長の普赤清
幸氏が、それぞれ来県へのお礼と祝意を述べて
議題へと移った。
　中部労福協事務局長の小山正人氏（和歌山）
より、2017 年度活動経過報告、会計決算報告、
同監事の中川博氏（石川労福協専務理事）が会計
監査報告を行ない、満場一致で承認された。続
いて、小山事務局長が 2018 ～ 2019 年度活動方
針（案）、2018 年度会計予算（案）を提案し、滞
りなく承認された。
　この総会において任期満了となる役員の改選
が行われ、予め幹
事会等で推薦され
た方全員の役員就
任を承認して、定
期 総 会 を 終 了 し
た。
　総会後、「SDGs

（持続可能な開発
目標）と労福協の
役 割 」と 題 し て、
金沢大学国際基
幹教育院教授の
鈴木克徳氏の講演会があり、「SDGs の目標は
多岐にわたっているが、現在も、そして未来に
おいても充足できる社会づくりをしていくため
のものである。労福協が日頃より取り組んでい
る格差貧困社会の是正や助け合いなどへの取り
組みは、この目標に含まれているものであり、
継続して実践することが SDGs の取り組みを進
めることに繋がっている。この目標が提起され
たことを受けて、何が必要で何ができるかを自
ら考え、実践していくことが重要である。」と講
演し、全日程を終了した。

中部労福協 第 44 回定期総会

講演全体

金沢大学国際基幹教育院教授
鈴木克徳氏

2018年3月25日
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　中部労働者福祉会館協議会（中部会館協）は、
3 月 7 日（水）～ 8 日（木）、会員会館である岐阜
県岐阜市の「ワークプラザ岐阜」において本年度
第 3 回目の幹事会を役員ら 10 名が参加して開
催した。
　初めに中塚宗浩会長（Riseville 都賀山）が、「今
冬は、北陸での大雪もあり会館運営にも影響を
及ぼすこととなった。自然の猛威は容赦なく、
厳しい経営環境に追い打ちをかけるようだが、
共に事業発展に向けて努力していきたい。」と開
会挨拶をして、議事に入った。
　来年度早々に開催を予定する平成 30 年度定
期総会の開催日程や議案を審議したほか、来年
度における主要日程を決定した。続いて、事務
局報告に続き、各会館の業況報告に入った。
　売上・収益状況・今年度の収支見通し、維持
管理や運営面での報告や質問・意見を交わし、
情報収集と相互の連携を図った。

事務局長　上野貞彦

　全国労働者福祉会館協議会（全国会館協）は、
３月８日（木）～９日（金）、会員会館である宮城
県仙台市の「ハーネル仙台」において 2017 年度
第２回の幹事会を役員５名で開催した。
　中塚宗浩会長（中部会館協会長）の冒頭挨拶に
続き、議事に入った。
　事務局報告に続き、各ブロック報告がされ、
会員会館の運営状況を確認するとともに、ブ
ロック間における情報交換を行った。
　協議事項では、今年度の計画の具現化に向け
て、連絡網の点検・調整、公益目的支出計画の
状況報告、施設維持管理等にかかる資金調達状
況調査などについて、意見を交わした。
　全国会館協としても、会員紹介のためのパン
フレットなどを確保し、必要に応じ提供したい
との提案に対し、「中央労福協より提供されて
いる協議会紹介ページを有効活用すれば、利用
者にも有効ではないか。」との意見があり、再点
検のうえ情報提供を依頼することとなった。

事務局長　上野貞彦

　金沢地域ライフ・サポートセンターは、３月
３日（土）労済会館において、連合石川かなざわ
地協および石川県勤労者互助会と共催して 30
名の参加により≪やさしく学ぶ公的年金制度≫
をテーマにライフプランセミナーを開催した。
　講師の安本孝道氏（全労済石川推進本部事業
推進部ファイナンシャルプランナー）より、老
後を支える公的年金について、はじめての方に
も分かりやすく事例を交えた丁寧な説明があっ
た。セミナーには幅広い年齢層の方々に参加し
ていただいたが、年金の受け取りがまだまだ先
という若い方にも制度内容について理解を深め
ることは、今後の生活設計・資産計画を考える
際に非常に有利になることもあり、皆さんそれ
ぞれに大変参考になったと思われる。
　講義終了後の個別相談会では、講師に熱心に
質問している姿も見られ関心の高さが伺えた。
今後のより良い生活設計に役立てられることを
期待する。

金沢地域 LSC事務局長　松浦政雄

中部会館協議会第３回幹事会

全国会館協議会第２回幹事会

金 沢 地 域 L S C

「ライフプランセミナー」の開催

2018年3月25日
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勤　体　協

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25日・内灘町総合体育館
◇男子2組
　①ChopperZ②K・B・C③BAYS
3月4日・白山市若宮公園体育館
◇女子1組
　①TNP？②ごーるどいーぐるず③Hardi
3月11日・白山市美川スポーツセンター
◇男子3組
　①SBC②アフロ大地③ダブルクラッチ

≪バドミントン大会≫
3月11日・白山市若宮公園体育館
◇男子
　①おわさん’2②瓢友クラブ
　③DIA、バスターコール
◇女子
　①瓢友クラブA②チーム熊さん
　③瓢友クラブB、Let’sっぽい
◇混合
　①千代野クラブ②加賀の子
　③ぴーち＆カティーン、バド☆ぱわあずＨ

≪卓球大会≫
3月18日・いしかわ総合スポーツセンター
◇硬式男子
　1組上位
　①ＲＡＩＴＥＬ②フィクストスターＡ
　③Ｓ－55Ｂ、ハチロー
　2組上位　
　①しじま②粟崎公民館Ａ③ＭＹＫ、Ｓ－55Ａ
　1組下位　①マコトクラブ
　2組下位　①宝町クラブＰ
◇硬式女子
　1組上位
　①ＮＯＴＯヤンキーズ勢②档の会Ａ
　③ＮＯＴＯヤンキーズ侍、粟崎公民館Ａ
　2組上位
　①勤体協Ａ②ＮＯＴＯヤンキーズ輝
　③档の会Ｂ、勤体協Ｃ
　1組下位　①珠姫きく
　2組下位　①珠姫ふじ
◇ラージ男子
　シルバー
　①金沢大浦公民館②白山クラブ
　ゴールド
　1組上位　①档の会②ぬかクラブ
　　　　　  ③白山クラブＢ、南加賀クラブＢ
　1組下位　①浜北公民館

　2組上位　①白山クラブＡ②ななおクラブＡ
　　　　　 ③南加賀クラブＣ、金ヶ崎公民館
　2組下位　①ちーむなるわＸ
◇ラージ女子
　シルバー
　①チームかがやき②ななおクラブ
　ゴールド
　上位
　①能美クラブＡ②七尾スターズ
　③ななおクラブＡ、羽咋卓友会
　下位　①ななおクラブＢ

≪ソフトバレーボール大会≫
3月18日・いしかわ総合スポーツセンター
◇サンデーフリー
　Ａ組
　①Quartetto②いちまるＳＴ③ＣＲＯＡ
　Ｂ組
　①ドラゴンマジック②ＴＺ③ＵＳＢ－1
　Ｃ組
　①余喜ＳＶＣ②中能登ＳＶＣ－Ｂ
　③ブラックビーンズ

≪バスケットボール大会≫
3月25日・津幡運動公園体育館
◇男子4組
　①Ｔ家②さくら③ルーザース


