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　石川労福協・ライフ・サポートセンターは、
３月 11 日（月）フレンドパーク石川において、
地域ライフ・サポートセンター、連合石川及び
各地域協議会、退職者連合、各事業団体、労福
協役員等 44 名の参加で第 15 回ライフ・サポー
トセンター代表者会議を開催した。
　この会議は、2019 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
る方向性を示すとともにその裏付けとなる予算
配分について提示するものである。
　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、暮
らしの底上げが求められている状況下におい
て、各地域 LSC が地域に根付く活動をされて
いることは、タイムリーな活動であると捉え
られます。現在『子どもを大学進学させるに十
分でない収入であっても、子どもの将来を考え
て奨学金を利用して進学させたことで、子ども
が卒業後返済する段になって、その返済が足か

新年度における取り組みとして、引き続きご協
力いただきたい。」と開会挨拶した。
　続いて、中川博専務理事が 2019 年度活動計
画として、活動の方向性や取り組みについて提
起し、次いで、上野貞彦事務局長が 2019 年度
予算配分・予算などについて提起した。
　さらに、事業団体支援部会活動について、２
年前から具体的な取り組みとして行っている自
主福祉運動推進の取り組みを LSC でも継続し
て行うよう提起した。これに関連して、北陸労
働金庫石川県本部より幸田健太郎営業推進部エ
リアリーダーから労金運動に対し、全労済石川
推進本部より織田泰範事業推進本部次長から労
済運動に対し、それぞれ取り組み状況の報告と
協力を求めた。
　その後、中央労福協で実施された「奨学金や
教育費負担に関するアンケート調査の結果」（概
要）について、中川博専務理事が報告した。
　専務理事は、このアンケート調査は、「奨学

せとなり、結婚や子
育てがし難い状況と
なってしまう負の連
鎖が問題となる奨学
金問題』や『食品ロス
の問題や子ども食堂
の運営維持の問題』
など課題が多く、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
ます。労働者福祉運
動の推進とともにこ
れら問題への支援を

第15回ライフ・サポートセンター代表者会議
2019年度活動計画に向けて
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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活動で
ある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
年度への展開を期待し閉会した。

金の利用実態や問題点、教
育費負担についての考え方
を整理し、奨学金制度の改
善につなげるために実施し
た。」と前置きし、各調査内
容を説明するとともに、労
福協としても今後更なる取
り組みを進めていくことを
確認した。
　最後に、柚木光労福協副理事長が「国民生

幸田健太郎北陸労働
金庫エリアリーダー

織田泰範全労済
推進本部次長

（2019 年３月 25 日現在）
開催日 曜日 行　　事 会　　場

４月 ３日 水 第 90 回石川県統一メーデー 第３回実行委員会 フレンドパーク石川

８日 月 中部労福協　2019 年度第１回幹事会（～９日） 和歌山市

10日 水 第 90 回石川県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

23日 火 石川県勤労者互助会 役員会 金沢市内

25日 木 2019 年度第１回自主福祉運動活性化会議 フレンドパーク石川

27日 土 第 90 回石川県統一メーデー金沢中央大会 いしかわ四高記念公園

〃　 〃 メーデー協賛 第 53 回勤労者ロードレース いしかわ四高記念公園～金沢城

29日 月 メーデー協賛 第 28 回ボウリング大会 レジャーランボウル

５月 ７日 火 石川県勤労者互助会 総代会 ANA ホリデイイン金沢スカイ

13日 月 第 18 回福祉基金管理委員会 フレンドパーク石川

〃　 〃 2019 年度第１回三役会議 　　　　〃

14日 火 メーデー協賛 第 30 回ふれあいチャリティーゴルフ大会 ツインフィールズ

15日 水 メーデー協賛 第 19 回グラウンド・ゴルフ大会 金沢市民芸術村

17日 金 2019 年度第１回理事会 フレンドパーク石川

これからの行事予定

　石川労福協は、ろうふく・むすび・ネット事
業の婚活イベント第 15回「縁結びラテアートづ
くり体験＆ランチパーティー」をフレンドパーク
石川 2Fホールにて３月16日（土）に開催した。
　当日は、38 名が参加し、１対１のトークによ
る自己紹介を行った後、中間マッチングによる
グループトークからビュッフェスタイルによる
ランチと前回大好評だったラテアートづくりを
楽しみながら行うフリートークへと進んだ。参
加者は、良い出会いを求めて積極的に自己ア
ピールを行いながら相手の印象をチェックする
などして、気になった異性と、より深く会話を
進めていた。また、ラテアートづくりでは参加
した男女が一緒になって創作している微笑ま
しい一面も見られた。最後に、この方と思う異

性を投票する最終マッチングを行い、今回は２
組のカップルが誕生した。アンケートには、今
回も開催場所や内容が良かったなどとあり、次
回開催に向けて貴重な意見をたくさんいただい
た。この素敵な出会いを機会に見事ゴールイン
されることを陰ながら応援したい。

ろうふく・むすび・ネット
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第53回勤労者ロードレース
　4月 27 日（土）9：30 〜　いしかわ四高記念公園〜
　　　　　　　　　　　　　金沢城コース
第28回ボウリング大会
　4月 29 日（月・祝）9：45 〜　レジャーランボウル
第30回ふれあいチャリティーゴルフ大会
　5月 14 日（火）　　　　　ツインフィールズ
第19回グラウンドゴルフ大会
　5月 15 日（水）9：30 〜　金沢市民芸術村
第7回パークゴルフ大会
　5月 26 日（日）9：00 〜　木場潟公園パークゴルフ場
第51回勤労者写真サロン展
　加賀展 6月 13 日（木）〜 16 日（日）ほか
　県内 6会場を移動展として開催
第25回囲碁将棋大会
　6月 23 日（日）9：30 〜　フレンドパーク石川

第 90 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 89 回）
メーデーの取り組み

　連合石川、労福協、福祉事業団体で構成する
第 90 回石川県統一メーデー実行委員会は、昨
年 12 月 21 日（金）に第１回を２月 20 日（水）に
第２回の会合を開催した。
　実行委員会は、実行委員長に西田満明連合石
川会長（労福協理事長）を決定し、議事を進めた。
　事務局より、昨年の第 89 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、メーデーの取り組み方の協議に
入った。
　今回は、５月１日が新天皇即位の日と重なる
ことなどから、４月 27 日（土）に前倒しし、組

合員参加型の大会とすることとした。
　また、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
素案を軸に事務局が作成・決定するほか、昨年
初めて取り組んだフードドライブを各会場で実
施することとした。
　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（金）に金沢中央大会の実行
委員会が開催され、４月 27 日（土）いしかわ四
高記念公園で開催することを決定した。

〈第 90回石川県統一メーデー〉
開催会場と開催時間

●４月 26 日（金）開催
　白山野々市地区：松任文化会館　18：30
　羽咋地区：羽咋すこやかセンター　18：30

●４月 27 日（土）開催
　金沢地区：いしかわ四高記念公園　９：30
　七鹿地区：七尾サンライフプラザ　10：00
　能登地区：輪島市空港交流センター　10：00

●４月 28 日（日）開催
　小松能美地区：小松市公会堂　９：30
　加賀地区：加賀市中央公園　10：00
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　中部労福協は２月４日（月）滋賀県大津市内
「びわ湖大津プリンスホテル」において、第６回
代表者会議を開催した。代表者会議には、中部
労福協を構成する北陸（富山・石川・福井）、東
海（愛知・岐阜・三重）、近畿（大阪・京都・兵
庫・滋賀・奈良・和歌山）の各ブロック 12 府県
労福協から、役員・代議員等 49 名が参加した。
石川からは、全労済石川推進本部から光林邦彦
本部長、労信協から宮下亮理事長と労福協から
中川専務理事の３名が参加した。
　この代表者会議は、２年に１度の定期総会の
中間年に開催され、中間活動報告や活動方針の
見直し、補強などが審議される。
　小山正人副会長の挨拶で開会され、議長に川
瀬美智子代議員（滋賀）を選出し、議事が進めら
れた。
　中部労福協会長辻政光氏から「昨年は、自然
災害の猛威にさらされ、様々な分野で危機管理
が問われた１年であった。日本経済は、いざな
ぎ景気を超えたと言われるが、この間、我々に
はまったく実感できていない。今春闘では、昨
年以上の成果を勝ち取らなければならない。ま
た、我々が取り組む労働者福祉運動については、

改めて問い直していかなければならない。
貧困や格差から脱却し誰もが安心して暮
らせる持続可能な社会をめざし、労福協
運動の役割を更に発揮すべきである。」と
挨拶された。引き続いて、来賓の花井圭
子中央労福協事務局長、柿迫博滋賀県労
福協会長、江島宏治滋賀県商工観光労働
部長が祝辞を述べた。
　事務局長の宮越勝義氏から、第１号議

案 2018 年度活動経過報告で、奨学金や教育費
負担に関するアンケート調査などを「福祉強化
キャンペーン」の一環として中央労福協ととも
に取り組んだこと、生活困窮者自立支援制度の
充実や労働者福祉事業の利用促進をはかり共助
の拡大に取り組んだことなどを報告した。また、
第３号議案 2019 年度活動方針補強（案）では、
中央労福協との協力・協働の取り組みや事業団
体の活動支援・基盤強化などの更なる取り組み
を提案した。さらに、第５号議案の中部労福協
役員の交代及び 2019 年度役員において、愛知、
三重労福協の役員交代に伴う中部労福協役員の
補充を提案した。各議案は、満場一致で承認さ
れた。
　最後に、中部労福協副会長の井端敏之氏（岐
阜）の閉会挨拶で代表者会議を終えた。
　引き続き、記念講演として「協同組合の歴史
的・社会的使命」と題し、滋賀県生活協同組合
連合会副会長の西山実氏が、友愛・互助精神
でより良い暮らしを実現すること、協同組合
の歴史や果たすべき役割、SDGs への取り組み
などについて分かり易く講演し、全日程を終
了した。

中部労福協 第６回代表者会議

事務局提案 記念講演「西山実」氏

辻会長あいさつ
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　加賀地域 LSCは、
３月11日（月）加賀市
健康福祉部子育て支
援課を訪ね、山本和
志会長より、同課奥村
清幸課長にチャリティ募金を手渡しました。
　加賀地域 LSC は、開催行事の際に参加者に
チャリティ募金をお願いしています。
　本年度集められたチャリティ募金は 50,000
円となり、寄贈金は 2017 年６月、加賀市が設
置した「加賀市子ども未来基金」を通じ、こども
食堂などの児童福祉事業に充てられ、加賀市よ
り感謝状を頂きました。
　今後も継続して実施していきたいと思います。

加賀地域 LSC　事務局長　御舘　啓太

　中部労働者福祉会館協議会（中部会館協）は、３
月５日（火）〜６日（水）、会員会館である三重県伊勢
市の「伊勢志摩労福協会館」において本年度第３回
の幹事会を役員ら９名が参加して開催した。
　事務局より、２月に開催された全国会館協議会
第２回幹事会での議事内容が報告されたのに続
き、各会員会館より会館運営状況が報告された。
　この報告では、飲食や宿泊を事業とする会員か
ら「宴会規模の少人数傾向で収益率が低下してい
る。働き手不足が改善できず深刻であり、外国人
労働者の雇用が現実味を帯びている。」また、会議
室事業を中心とする会員から「交通・通信事情の
向上や企業の地方拠点の統廃合など社会の変化
により、利用機会が減少傾向にある。」などと報告
されたほか、建物維持管理における情報交換がな
された。この中で、「電波法の規則改正によりワイ
ヤレスマイクなどが 2022 年 11月30日以降利用
できないものもあるので、確認が必要である。」と
注意喚起が促された。
　今年度最後の幹事会となることから、次期定
期総会に向けた議案審議、定期総会の開催日程
や研修内容、幹事会日程を確認し次年度の活動
に備えた。

　金沢地域ライフ・サポートセンターは、３月
２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 29
名の参加により≪やさしく学ぶ税金の基礎知識
≫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、
「生命保険・損害保険」や「相続・贈与」にかかる
税金について、はじめての方にも分かりやすく、
事例を交えた丁寧な解説があった。セミナーに
は幅広い年齢層の方々に参加していただき、税
金に関して真面目に考え、税金の基礎知識を深
める良い機会となった。講義終了後の個別相談
会では、講師に熱心に質問する姿も見られ関心
の高さが伺えた。
　参加者からは、「すごく勉強になりました。
また参加します。」との声をいただき、今後も継
続して、生活に役立つライフプランセミナーを
開催していきたい。

金沢地域 LSC事務局長　宮坂　信詞

加賀地域 LSC

中部会館協議会第 3 回幹事会 金沢地域 LSC

「ライフプランセミナー」の開催

「チャリティ募金の贈呈」
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勤　体　協

第 53 回石川県勤労者冬季体育大会
≪卓球大会≫

３月３日・いしかわ総合スポーツセンター
◇硬式〈男子〉〈１組〉①RATEL　②ジュピターズ
　　　　　　　　　③コマツ・Ｓ－55
　　　　　　〈２組〉①TRY・Ａ　②粟崎公民館Ａ　
　　　　　　　　　③城南友の会・Weekend
　　　〈女子〉〈１組〉①卓志会　②勤体協Ｂ
　　　　　　　　　③�NOTOヤンキーズ侍・
　　　　　　　　　　粟崎公民館Ａ
　　　　　　〈２組〉①勤体協Ａ　
　　　　　　　　　②NOTOヤンキーズ輝
　　　　　　　　　③西南部クラブ・LD金沢
◇ラージボール
　〈男子〉〈シルバー〉①SKY－10days　
　　　　　　　　　②能美クラブ
　　　　　　　　　③白山クラブ
　　　　〈ゴールド〉①白山クラブＡ　
　　　　　　　　　②金沢大浦公民館Ａ
　　　　　　　　　③金ヶ崎公民館・小松TTC
　〈女子〉〈シルバー〉①能美クラブ
　　　　〈ゴールド〉①能美クラブＡ　
　　　　　　　　　②ななおクラブＡ
　　　　　　　　　③七尾スターズ・
　　　　　　　　　　金沢大浦公民館Ｂ

≪バドミントン大会≫
３月 3日・白山市若宮公園体育館
◇男子トーナメント①ギア・セカンド　
　　　　　　　　　②瓢友クラブ
　　　　　　　　　③寺井クラブ３・
　　　　　　　　　　チームSAKARAI
◇女子トーナメント①ORD　
　　　　　　　　　②瓢友クラブ
　　　　　　　　　③くろゆりクラブ
◇混合トーナメント①バド☆ぱわぁずSU　
　　　　　　　　　②バド☆ぱわぁずMIKI
　　　　　　　　　③たんぽぽ・ピーチ&カティーン

≪バスケットボール大会≫
３月10日・金沢市額谷ふれあい体育館
◇男子〈４組〉　　　①Ｔ家　②SPECS　③SBC

いしかわフードバンク・ネット
http://isikawafb.net ※ 賞味期限が1カ月以上ある未開封の食品。

≪第15回 ソフトバレーボール大会≫
３月17日・金沢市総合体育館
◇フリー〈Ａ組〉　　①drunkard　②EASYZ－Ａ
　　　　　　　　　③クアトーンＣ
　　　　〈Ｂ組〉　　①イーストパープルＢ　
　　　　　　　　　②中能登SVC・Ｂ　
　　　　　　　　　③だいとく。－Ａ
　　　　〈Ｃ組〉　　①Sharks　②大浦SVC・Ｃ
　　　　　　　　　③トワイライトＣ

◇40歳以上　〈Ａ組〉①ゆめまるＡ　②EASYZ－Ｃ
　　　　　　　　　③クアトーンＡ
　　　　　　〈Ｂ組〉①だいとく。－Ｂ　
　　　　　　　　　②クアトーンＢ　③Shine
　　　　　　〈Ｃ組〉①ゆめまるＡ　②EASYZ－Ｃ
　　　　　　　　　③クアトーンＡ
◇50歳以上　〈Ａ組〉①なじみウイング　
　　　　　　　　　②伏見台ソフトバレー部Ｂ
　　　　　　　　　③七尾SVC
　　　　　　〈Ｂ組〉①FIRECROSS－Ａ　
　　　　　　　　　②だいとく。－Ｃ　③デカモニ
◇60歳以上　〈Ａ組〉①スタークラブ　
　　　　　　　　　②米丸トウィンクル
　　　　　　　　　③EASYZ－Ｅ


