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　労福協は、自治体の新年度予算編成に合わせ
て労働者や生活者の福祉等にかかる政策制度の
拡充・改善への要請を毎年、石川県をはじめ県
内 11 市 8 町のすべての自治体に行っている。
　11 月 21 日（木）に山野之義金沢市長を訪
ね、25 日（月）に谷本正憲石川県知事を訪ねて、
SDGs の推進、奨学金制度の改善、生活困窮者
支援などによる格差の是正、子どもの貧困・虐
待の対策、ワークライフバランスの推進、障が

い者雇用の促進、災害弱者への支援体制の整備、
フードバンク事業への理解と支援など、労働者
のみならず生活全般にかかる事項を網羅した要
請書を西田満明理事長よりそれぞれ手渡した。
　西田理事長は、「将来の日本を担う若者が、
安心して奨学金を活用し教育を受け、結婚・子
育ての機会を失うことのないように国への働き
かけをお願いする。また、フードバンク活動な
どを通じて、子ども食堂や食料を必要とする人
を支援する活動への理解と実現を求める。」と挨
拶をし、要請
事項の実現に
理解を求めた。
　県内すべて
の自治体への
要請を終え、
要請内容の実
現が待ち望ま
れる。

　労福協は、11 月 7 日（木）にフレンドパーク
石川において第 4回理事会を役員全員の出席で
開催した。
　西田満明理事長が、「子育て支援事業での芋
ほり体験では、天候にも恵まれ参加の親子には
大いに喜んでもらえた。また、自治体要請活動
では、石川県知事と金沢市長への要請を除き滞

りなく終えることができたが、天皇即位を祝う
イベントなどと重なり、首長が対応できない自
治体が多かった。」と開会挨拶した。
　次いで、中川博専務理事が第 16 次日中友好
訪問団の派遣、労働者自主福祉運動の推進、第
17 回グラウンド・ゴルフ大会の実施状況、関
連団体会議などを報告したのに続き、各団体か
らの現状報告がされ、状況を確認した。
　自治体要請活動での今後の日程、大衆運動活
動家顕彰会及び 2020 新春の集いの開催、諸団
体会議等への参加について承認したことに続
き、2019 年度中間決算の説明の後、監査結果
を高橋徹監事が報告し、いずれも提案通り承認
して年末までの取り組みを決定した。

2020年度自治体要請行動を終える

谷本石川県知事

山野金沢市市長
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大衆運動活動家顕彰会合祀追悼会 全国会館協 2019 年度第 1回幹事会

　労福協、連合石川等で構成する石川県大衆運
動活動家顕彰会は、11 月 23 日（土・祝）に金沢
市卯辰山にある顕彰碑において、新たに 1名を
合祀し、これまでの合祀者とともに追悼した。
　第 19 回となる同顕彰会は、この時期には珍
しい暖かな日差しが届く中、新たに合祀される
遺族や顕彰会実行員ら約 20 名が参列した。
　同顕彰会を代表して西田満明会長（労福協理事
長）が、「新たに合祀される1名とこれまでの合祀
者に対し感謝と哀悼の意を表する。」と挨拶した。
　渡邊雅人事務局長が、新たに合祀される 1名
の紹介に続き、設立趣意書を朗読した。関係者が
見守る中、狩山久弥副会長が、新たに合祀され
る 1名を記した顕彰プレートを奉納した後、会
長、遺族等参列者が献花し合祀追悼会を終えた。
　その後、フレンドパーク石川にて、感謝のつ
どいを開催し、合祀者への黙祷後、遺族関係者
から在りし日の故人を偲ぶスピーチがなされ、
これまでの労働運動を支えてこられた合祀者へ
の感謝の気持ちを新たにし、ご冥福を祈った。

　全国会館協（全国労働者福祉会館協議会）は、
11 月 14 日（木）にフレンドパーク石川において
第 1回幹事会を開催した。
　上野貞彦会長が、「2019 年度の事業を具体化
し取り組んでいくことにご協力いただきたい。」
と挨拶し、議事に移った。
　石井清貴事務局長が、この間の取り組みにつ
いて報告したのち、8月に「一般財団法人沼尻
勤労者保養センター（磐梯高原リゾート・イン
ぼなり）」より届けられた脱退について協議し、
承認した。
　同会館は脱退理由を、「8月 29 日をもって営
業を終え、民間旅館業者に事業譲渡した上、法
人解散するため。」としているが、背景には施設
の老朽化に加え東日本大震災以後、経営不振に
陥り、役職員が経営回復に奮闘してきたものの、
事業継続が見通せなくなったことがあるとのこ
とだった。
　ブロックごとの報告では、「会員減少に伴い
新たな会員獲得に向けての働きかけ」、「無料の
EV充電スポットの設置、会館入居者への感謝
祭の開催、ご当地土産の店頭受託販売の開始」、
「10 月の消費増税に対応した料金設定の変更、
高温日続きによる屋外飲食の不振」、「会館建て
替えへの動き」などが報告されたほか、建物の
維持管理、飲食事業や広報活動について意見交
換した。
　また、今年度の会員情報の更新・確認や全国
会館協としての会員紹介チラシの作成などにつ
いて協議した。

新たに合祀された方
屶網権五郎　享年 89　元羽咋市議会議員、
元北國繊維工業労組組合長、元全繊同盟石川支部
議長、元石川県労働者信用基金協会理事長
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開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場

11月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 　〃
12月4日 水 勤文協 第 69 回石川県勤労者美術展（～ 8 日） 金沢勤労者プラザ

〃 〃 連合石川総研理事会 フレンドパーク石川
〃 〃 食とみどり水 NW 幹事会 連合石川

5日 木 中部会館協 令和元年度第 2 回幹事会（～ 6 日） 福井市
8日 日 勤文協 第 69 回石川県勤労者美術展 表彰式・合評 金沢勤労者プラザ
9日 月 3 県連合・労福協・労金連絡会議 北陸労働金庫

10日 火 ライフ・サポートセンター事務担当者研修会 フレンドパーク石川
17日 火 労福協 第 5 回理事会 　〃
20日 金 勤文協 第 69 回石川県勤労者美術展 特別展（～ 25 日） 石川県庁 19F
24日 火 食とみどり水 NW 定期総会 フレンドパーク石川

〃 〃 連合石川総研 定期総会 　〃
1月7日 火 2020 新春の集い ANA クラウンプラザホテル金沢

これからの行事予定
（11 月 25 日現在）
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『錦城たかお祭』
　毎年恒例行事
となっている錦
城学園（社会福
祉法人　松原愛
育会　石川県立
錦城学園「指定

知的障害者更生施設」）の学園祭「錦城たかお祭」
が、10月26日（土）に今年もたくさんの利用者や
保護者、一般の方の参加のもと開催されました。
　加賀地域LSCはバルーンアート、ポップコーン、
ヨーヨー釣りのコーナーを設置し、学園祭の一区
画を担当しました。学園祭は、九田園長の開会の
あいさつで始まり、マジックショー・錦城太鼓・
よさこいソーランなど学園祭らしい活気のある雰
囲気の中、各コーナーも盛り上がりました。
　LSCのコーナーでは、オープンを待ちきれず、
ポップコーンができる前に並ぶ子ども達や、真剣
にヨーヨー釣りに挑む子ども達。いきなり手で釣
り上げる子など様々。リクエストに応えて作るバ
ルーンショーは、思い通りに作ってもらうことが
でき、とても人気でした。
　そして、お楽しみ抽選会終了後、閉会式が行わ
れ、無事に学園祭を終えることが出来ました。

『第 31 回錦城学園生招待ボウリング大会』
　毎年の恒例行
事となっている
錦城学園の利用
者を招いてのボ
ウリングを11月
12日（火）に今年

もたくさんの参加『利用者「14名」、職員（支援者）「8
名」、LSC3名』のもと、百万石リゾートレーンで開
催しました。
　初めに、大会説明を聞いてもらい、練習投球後、
合図とともにプレーを始めました。今年は、バン
パーレーンや補助用具を利用して、ゲームを楽し
んでいる方もいました。ピンが倒れると、拍手や
歓声があちらこちらから聞こえ、大会を盛り上げ
ていました。
　閉会式では、今回この大会を担当していただい

た錦城学園の開敷先生よりお礼と感謝の言葉に加
え、「是非来年も招待して戴きたい。」と話されまし
た。最後に中村副会長（LSC）より「今日はたくさん
の皆さんに参加していただき、本当に有難うござ
いました。」とお礼を述べて締めくくり、大会を終
了しました。
　バスお見送りの際には、参加者の皆さんからお
礼の言葉をいただき、バスの中から手を振っても
らいました。とても楽しんでいただけた大会であ
るとともに、ボランティア活動として、内容のあ
る有意義なものとなりました。

『第 1 回スワッグ作り』
　加賀地域LSCは、初めての企画「スワッグ作り」

を11月16日（土）
かが交流プラザ
さくらで 21名の
参加者にて開催
しました。
　加賀 LSC は

年間を通して色々な行事を行っていますが、女性
が多く参加できる企画がやや少なく、今回フラワー
デザイナーの中村肇伸さんに相談し「スワッグ作
り」が実現しました。初めてということで、参加者
が集まるか？楽しんでいただけるか？不安の中で
の開催でしたが、役員幹事の皆さんの声かけでた
くさん参加していただき、本当に感謝しています。
　「たまには家事も仕事も忘れてゆっくり自分の楽
しみを追求するのも大切なことです。」と知里先生
もおっしゃっています。「十分お店で売れる。」と肇
伸先生に褒めてもらい、短い時間でしたが、皆さん自
分のスワッグに大満足。個人個人に自分のスワッ
グと記念撮影をされていました。最後に講師の先
生と一緒に集合写真を撮って解散となりました。
　今回集められた募金は、来年3月に加賀市に寄
附し、児童福祉事業に充てられます。
　これらの活動
を通じて今後も
LSCの行事・活
動をアピールし
ていきたいと思
います。

� 加賀地域 LSC　事務局長　御舘　啓太

加賀地域 LSC

2019年11月25日
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海外飢餓支援米の発送

　連合石川・全農林石川分会・労福協等で構成
する「食とみどり、水を守るいしかわネットワー
ク」は、11月 4日（月・祝）フレンドパーク石川
において、県内4ヶ所（能登町、七尾市、金沢市、
小松市）の田んぼで収穫した1,020㎏の米のうち、
810㎏をアフリカのマリ共和国の食糧支援とし
て、国内集積地となる横浜に向けて発送した。
　発送式では、田植えや稲刈りに参加した親子
や関係者等約30名が参加し、西田満明代表が「皆
さんのご協力で今年も多くの米を収穫すること
ができました。ほとんどを海外で食糧に貧して

いる人たちに贈りますが、一部は労福協が行う
フードバンク事業に活用し、県内の支援が必要
な人や子ども食堂などに役立てていく予定です。
今後とも有意義なこの取り組みにご理解とご協
力をお願いします。」と挨拶され、支援米の袋に
田植えと稲刈り作業後に子ども等が書いたメッ
セージを貼り、トラックにて発送した。
　発送後には、今年の取り組みを映像で報告し
た後、収穫したお米で握ったおにぎりを試食し
たほか、豚汁、ポップコーンで、今年の収穫の
喜びを分かちあった。

2019年11月25日

勤　体　協

第53回石川県勤労者秋季体育大会
≪第19回 勤労者クライミング大会≫

11月3日・金沢市医王山スポーツセンター
◇男子▷一般
　　　①�山本�敏弘（金沢）②�柴田�将義（白山）③�岡田�優哉（金沢）
　　　▷シルバー
　　　①�麻�植洋（白山）
　　　▷ゴールド
　　　①�井上�正（金沢）②�加賀谷�堅史郎（金沢）③�林�昭男（野々市）
◇女子▷一般
　　　①�谷端�春奈（白山）②�上田�典子（白山）
　　　▷シルバー
　　　①�田中�弥生江（野々市）
◇オープン▷ジュニア
　　　①�富樫�虎太郎（白山）　②富樫�旺二郎（金沢）

≪卓球七尾大会≫
11月10日・七尾市中島体育館
◇男子▷硬式
　　　①�粟ヶ崎公民館B　② SS－ 55　③粟ヶ崎公民館A
　　　▷ラージ
　　　①�ぬかプレミアム　②ビックウイング
　　　③�ななおクラブA・エクストリームズ

◇女子▷硬式
　　　①�卓志会　②�NOTOヤンキーズ（ぞう）
　　　③�NOTOヤンキーズ（うさぎ）・粟ヶ崎公民館A
　　　▷ラージ
　　　①�チームOHK　②ななおクラブA　③羽咋卓志会

≪第50回勤労者ボウリング選手権≫
11月23日・金沢市レジャーランボウル
◇一部▷団体
　　　①�NHチーム（中村�邦子、東�秀雄）
　　　②�のっティ（岡�里美、津田�吉哲）
　　　③�5656 クラブ（鴨田�真太郎、塩本�靖）
　　　▷個人
　　　①�岡�里美　　②�塩本�靖　　③�津田�吉哲　
◇二部▷団体�
　　　①�早遊メイトB（山田�幸雄、今井�英明）
　　　②�MZクラブ（井波�正和、村田�洋介）
　　　③�うさぎ（八田�守幸、鈴木�里志）
　　　▷個人
　　　①�村田�洋介　　②�北川�慶美　　③�鈴木�里志
◇三部▷個人�　①�東�秀雄　　②�中村�邦子　　③�今井�英明

≪第18回輪島市長杯勤労者
バスケットボールオープン大会≫

11月23日・24日、輪島市輪島中体育館
◇一般▷団体
　　　①�輪島クラブ　　②�BULLDOG　　③�Gulity、FreiHeit
　　　▷最優秀選手　辻田�俊輔（輪島クラブ）
　　　▷優秀選手　　小山�亮（輪島クラブ）、中山�博貴（BULLDOG）
　　　　　　　　　　高岡�玲央（Gulity）、谷内�祐太（FreiHeit）

◇混合▷団体
　　　①�Drops　　②�Reach　　③�No.、NSI
　　　▷最優秀選手　川石�博子（Drops）
　　　▷優秀選手　　久田�貴希（Drops）、山本�涼子（Reach）
　　　　　　　　　　小池�徹（No,）、北本�貴子（NSI）


