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とを確認し、次回会合時にお
いて、各会員の具体的な要請
事項を取りまとめることとし
た。
　労福協における政策制度の
改善に向けた要請について
は、中央労福協における国へ
の政策制度要求を踏まえつつ
独自の要請内容をとりまと
め、労福協理事会での協議を
経て調整し要請書とすること

とした。
　来年度の要請は、依然として解消することの
ない格差社会・生活困窮者・奨学金制度など、
労働者・生活者の生活・福祉の向上などにつな
がる事項を含む内容となる見通し。

　〈会議構成団体〉
北陸労働金庫、こくみん共済 coop 石川推進本
部、石川労信協、石川生協連、勤体協、勤文協、
さわやか U　計７団体。

　労福協は、次年度における各自治体の政策・
制度に関する要請を行うにあたり、毎年実施し
ている事業団体連絡会議を 7 月 9 日（火）にフレ
ンドパーク石川にて開催した。
　労福協会員団体の異動により構成メンバーが
変更となったことから、昨年度までの取り組み
を説明した後、2020 年度要請に向けた協議を
行った。
　今年度も、昨年度に引き続き同様の会議等を
持ちつつ、各自治体への要請を実施していくこ

2019年度 第1回事業団体連絡会議を開催

（７月25日現在）

開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場
７月26日 金 第 17回福祉グラウンドゴルフ中央大会実行委員会 フレンドパーク石川

〃　 〃 自主福祉運動活性化会議 　〃

27日 土 食みどり水 海洋資源学習会 羽咋市

28日 日 これからの社会を考える学習会 教育会館

30日 火 労福協 第２回三役会議 フレンドパーク石川

31日 水 こくみん共済 coop 石川推進本部組合員 代表者会議・石川共済生協通常総代会 労済会館

８月２日 金 メーデー協賛 第 51回勤労者写真サロン展 白山展（～４日） 市民工房うるわし

３日 土 連合石川能登地協青年女性交流会 輪島市ふれあい健康センター

５日 月 中部労福協 理念・歴史・リーダー養成講座（～６日） 福井市

６日 火 労福協 第３回理事会 フレンドパーク石川

７日 水 労福協 将来構想懇談会 　〃

〃　 〃 第２回事業団体連絡会議 　〃

９日 金 食みどり水 幹事会 教育会館

20日 火 第 16次日中友好訪問団派遣 (～ 25日 ) 中国・蘇州市ほか

26日 月 いしかわフードバンク・ネット設立記念フォーラム 地場産業振興センター本館

これからの行事予定
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さわやか U「クヌギ林育成ボランティア」

　７月 25 日（木）、珠洲市東山中町周辺におけ
るクヌギ林の育成にかかる下草刈り等のボラン
ティア活動に労福協とさわやか U 等から計 8
名が参加した。
　当日は、下草刈り作業と枝打ち作業に分かれ、
茶道に利用する茶炭の原料となるクヌギ林の育
成作業を実施した。
　クヌギの木立に囲まれたところとはいえ、最

高気温が 32 度に上昇し、強い日差しとほぼ無
風の林の中は厳しい環境で、水分補給と適度な
休憩を挟み無事に目標とする作業を成し遂げる
ことができた。
　作業開始と同時に滴り落ちる汗で濡れた作業
服に当たる微風が、僅かな涼しさを呼び起こ
し、作業の充実感を味わいながら、今回のボラ
ンティア活動を終えた。

全国会館協 2018 年度第３回幹事会

　全国会館協議会は、７月11日（木）～12日（金）
に 2018 年度第３回幹事会を仙台市内の「ハーネ
ル仙台」において開催した。
　上野貞彦会長が「2018 年度における会員の業
績状況は、各々の努力により増益となる会員数
が増え喜ばしいが、10 月の消費増税にともな
う、仕入れ価格の上昇など懸念材料は尽きず、
引き続き経営安定に努力していかなければなら
ない。」と開会あいさつし、事務局報告の後、９
月開催予定の第 49 回定期総会・役職員研修会
に向け協議した。
　また、各ブロック報告では、震災被害により
業況悪化に歯止めがきかず事業継続が危ぶまれ
ていた会員が、現体制での営業を８月末で終了
し脱退するとした報告や会員会館の幹事が亡く
なられたとの訃報もあり、残念な報告の多いも
のとなったが、総力をあげて協議会を盛り立て
ていくことを確認した。
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　６月 21 日（金）石川県立音楽堂において、北陸
労働金庫第 18 回通常総会が代議員 233 名出席の
もと開催された。
　冒頭、森本富志雄理事長が、『日頃より北陸労
働金庫の事業活動に対するご理解とご協力をいた
だいていることに御礼を申し上げます。2018 年
度は第６期中期計画の中間年として、引き続き「会
員・推進機構等との連帯と協働による労金運動の
前進」、「安心してご利用いただける商品・サービ
スの提供」、「お客様の期待に応える人材育成」、「安
定した経営基盤の構築」の４つの柱を掲げて、会
員・組合員の可処分所得の向上のための「暮らし
ステップアップ運動」を中心に展開する中で、新
型住宅ローン「まるっと 500」の発売や「会員営業
推進室」の発足、労福協からの要請による「奨学金
借換専用プラン」を設けるなどの生活改善と向上
に向けた取り組みを進めてきました。また、同時
に北陸労働金庫として将来にわたり健全な経営と
安定した会員還元を継続的に行うために、役員・
本部体制の見直しや店舗政策、会員還元策などの

北陸労働金庫 第18回通常総会 改革を推し進めてきました。今年度も役職員一
同、会員・組合員の生活応援を中心に「暮らしス
テップアップ運動」に全力を挙げるとともに、改
革の継続と業容の拡大に向け取り組んで参ります
ので、より一層のご支援・ご協力をお願い致しま
す。』と挨拶した。
　その後、来賓として出席された、中西吉明石川
県副知事、西田満明連合石川会長、矢野義和連合
福井事務局長、北陸三県の労福協代表が紹介され、
中西吉明石川県副知事と辻政光連合富山会長が祝
辞を述べた。
　続いて、報告事項として「2018 年度業務報告」

「2018 年度計算書類報告」「監査報告」が行われた。
2018 年度概況報告では、預金は 88 億 78 百万円
増加し、期末残高は 7,589 億 48 百万円に、融資は
134 億 60 百万円増加し、期末残高は 4,145 億 37
百万円となり、税引き後の当期純利益が５億 84
百万円となったと報告があった。
　また、議案審議の「2019 年度事業計画」では、各
計数計画や店舗統廃合などについて提案された。
店舗統廃合に関しては 2019 年度に４店舗、2020
年度に２店舗を統廃合することが提案された。そ
の後、「役員選任」などの議案が提案され、すべて
の議案が承認された。新理事長には、狩山久弥（元
連合石川会長・元石川労福協理事長）氏が選任さ
れた。
　最後に、『協同組織金融機関としての「使命」と

「役割」を発揮し、働く人々の生活を守ろう！』等
の総会スローガンを採択し閉会した。
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ちょっといい話
　先日、ろうきん友の会の N さんから『私の畑
に沢山、ジャガイモが採れたんやけど、貰って
もらえんけ』と連絡がありました。
　即、グループホーム「とうほうの里」へ連絡す
ると、『ありがとう、喜んで頂戴します』と快諾
があり、早速、N さんの畑へ直行し、大きな箱
にいっぱい詰め込んで、「とうほうの里」へ持参
しました。
　職員の方や、入居者の方々に大変喜ばれ、そ
のことを N さんに伝えると、『喜んで貰ってよ
かった！』と感謝され、私も何か清々しい気持
ちになりました。
　些細な事かも知れませんが、これが地域にお
けるライフ・サポートの役割かと思います。
　ほんのちょっとしたことが、「共に助け合う」
に繋がる。でも、その「繋ぐ」を即行動に移して
いただいたことに感謝です。
珠洲・能登地域 LSC　事務局長　加藤　政道

珠洲・能登地域 LSC

【試合結果】
優　勝：松本　吉晃（北陸労金）
準優勝：上田　朋和（加賀市議）
第３位：高橋　　徹（北陸労金）

≪ソフトボール金沢大会≫
7 月７日・金沢市営専光寺ソフトボール場
　①相球会　② DZ シャークス　③ 木島 SC

≪バスケットボール大会≫
７月７日・白山市美川体育館
＜団体リーグ戦＞　① ランドアーク（小松市）

≪ソフトボール輪島大会≫
７月 14日・輪島市営ソフトボール場
　①輪島崎　② 蓬莱丸水産　③ 輪島 SSC

≪バスケットボール大会≫
７月 14日・白山市若宮公園体育館
＜シニアの部＞
　① 馬場ちゃんず（小松市）　② 零（金沢）
　③ ゴールド（金沢）

≪ソフトボール大会≫
７月 21日・七尾市二枚田グラウンド
　① 武部のために　② JA 能登わかば　③ 能登テック

≪バスケットボール大会≫
７月 21日・金沢市額谷ふれあい体育館
　① DISCOVERY　② ルーザース　③ KARASHY

勤　体　協
第52回石川県勤労者夏季体育大会

スポレク文化部会活動
『第８回チャリティーコンペ』
　加賀地域 LSC は、第８回チャリティーコンペ
を６月 29 日（土）片山津ゴルフ倶楽部山代山中ゴ
ルフ場で開催しました。
　台風の影響で予報はあいにくの雨。午前中はな
んとか曇りでしたが、予報通りその後はかなり激
しい雨に。総勢 15 名の参加者達は、びしょぬれ
になりながらもプレーを続け、終了後昼食をとり
ながら表彰式を行いました。

加賀地域 LSC

　当日集められたチャ
リティ募金は 11,500 円。
来年３月に加賀市に寄
付し、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


