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ず存在している。とりわけ先
進国での取り組みは進んで
いたが、近年ポピュリズム思
想の進行で逆行しようとして
いる。しかし、ぞれぞれがこ
の目標を意識しつつ日々の取
り組みを行えば、SDGs の達
成に近づいていくものと考え
られ、若い世代が安心して
過ごせる地球を維持してい
く上でも、是非このことを意
識し活動にあたられたい。」と

講演した。
　続いて、セゾン投信株式会社代表取締役社長
の中野晴啓氏が、「老後資金 2,000 万円不足問題
から考える資産寿命の延ばし方」と題し、「昨年、
金融庁・金融審議会の市場ワーキンググループ
が報告した『高齢社会における資産形成・管理』
では、“これまで通りの生活を老後においても維
持しようとした場合、公的年金だけでは生活資
金が不足することから、各人でそれを補うべく

　労福協は、２月５日（水）石川県地場産業振興
センターにおいて第 43 回研究集会 + 第 16 回ラ
イフ・サポートセンター研修会を開催した。
　今冬一番の寒気が襲来するあいにくの天候に
も関わらず、会員団体及びライフ・サポートセ
ンターから総勢 75 名が参加して集会が開かれ
た。
　西田満明理事長が、「少子高齢社会、格差・
貧困社会など、持続可能な社会とする上での課
題が山積している。今回の講演で、より住みよ
い社会、安心して暮らせる生活を築くきっかけ
とされたい。」と挨拶した。
　初めに金沢大学名誉教授・金沢ボランティ
ア大学校理事長兼学校長の八重澤美知子氏が

「SDGs とわたしたちの暮らし」と題し、「2015 年
９月に国連のサミットにおいて、世界のリーダー
により決められた 2030 年までに達成すべき国際
社会共通の目標、それが SDGs（持続可能な開
発目標）である。17 の目標と 169 の具体的目標
と幅広いが、〝不平等をなくそう〟〝暴力や差別
をなくそう〟〝地球環境を守ろう〟の三つの大き
な目標があり、17 の目標すべてに関わる取り組
みとなる。このような取り組みは相当早い時期
から進められており、先進国・途上国に関わら

第43回研究集会・第16回LSC研修会

中野氏

八重澤氏

資産形成をす
べきである”
としたにも関
わらず、報道
機関がその一
部分だけを切
り取り報道し
たため世間を
賑わし政争の
具となったも
のである。報
告書を取りま
とめた委員と
しては、年金
改 革 を 進 め
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（２月 25 日現在）
開催日 曜日 行　　事 会　　場
２月  26日 水 労福協 第６回理事会 フレンドパーク石川
３月　２日 月 第91回石川県統一メーデー金沢中央大会実行委員会 　　〃

〃　 〃 いしかわフードバンク・ネット 企業向け説明会 地場産業振興センター
５日 木 第50回石川県消費者大会 　　〃
６日 金 労福協・LSC 第16回LSC代表者会議 フレンドパーク石川

12日 木 中部会館協 令和元年度第３回幹事会(～13日) 津市
23日 月 食みどり水 第１回幹事会 連合石川
24日 火 第91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
〃　 〃 第３回事業団体連絡会議 金沢市内

26日 木 石川県社会福祉審議会 地場産業振興センター

これからの行事予定

中部労福協第45回定期総会

たい金融庁の策略にまんまとはめられた体があ
る。であれば、如何にして生活資金に不安なく
老後を過ごしていくかとなるが、そのキーワー
ドは「iDeCo とつみたて NISA」「長期・積立・
分散投資」である。
　現在 60 歳の方も８割の方が 80 歳まで存命し、
二人に一人が 90 歳まで生きる状況下において、
これまでの年金と退職金だけに頼る生活設計で
は不足どころか路頭に迷うこととなりかねない。
年金受給資格が 70 歳までに引き上げられるよ
うな年金制度改革が目前となる中で、長期に安

定した資産形成は不可欠であり、そのためには、
キーワードの二つを取り入れていくことが重要
である。また、その資産を子や孫の世代に引き
継ぐことで、ゆとりある生活が実現できるであ
ろう。時代の変化に抗うばかりではなく、それ
に対応することが自身を守る手段ではないか。」
と講演した。
　予定時間を超過するほど熱心な講演に参加者
も直面する課題とあって、私語もなく有意義な
集会となり、狩山久弥副理事長の閉会の挨拶で
締めくくった。

局長）を選出し開始された。
　辻政光中部労福協会長が主催者を代表して挨
拶し、来賓の南部美智代中央労福協事務局長、
田中宏和大阪労福協会長、土肥洋子大阪府商工
労働部労働政策監が順次祝辞を述べた。
　総会議案は、宮越勝義事務局長が 2019 年度活
動経過報告・会計・決算報告、2020 年度～ 2021
年度活動方針（案）・予算（案）・役員（案）を提案
し、引き続き、清水貞雄監事の会計監査報告の後、
議案審議に入り全議案が承認された。
　なお、本定期総会において、中部労福協事務
局が富山労福協から兵庫労福協に引き継がれ、
新たな体制でスタートすることとなった。
　前会長の辻氏からバトンを受けた辻芳治中部
労福協会長（兵庫労福協）は、「福祉運動を取り巻
く状況は厳しいが、『福祉はひとつ』の理念に基づ
き、中部労福協はさらに結束を強め前進する。」と
挨拶した。
　定期総会は、小山正人副会長の閉会の挨拶で
終了し、記念講演に移った。
　記念講演は、兵庫県立大学大学院減災復興政

　２月４日（火）、大阪市「新大阪ワシントンホテ
ルプラザ」において、中部労福協は、第 45 回定
期総会及び結成 50 周年記念レセプションを来賓
や役員・代議員など多くの参加者により盛大に開
催された。
　定期総会は、井端敏之中部労福協副会長の開
会挨拶で始まり、牟田和広議長（連合大阪副事務

結成第50周年記念レセプション
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第91回石川県統一メーデー 第１回実行委員会

全国会館協2019年度第２回幹事会

　連合石川、石川労福協及び各事業団体で構成
する第 91 回石川県統一メーデー実行委員会は、
２月 13 日（木）に会合をもち、昨年同様、組合員
参加型のメーデー開催とすることを確認した。
　はじめに、西田満明連合石川会長・石川労福
協理事長を実行委員長に決定したほか、例年の
とおり県内各地でメーデーを開催し、また、関
連行事やフードドライブも引き続き実施するこ
とを決定した。
　メーデー開催への「メーデースローガン」

「メーデー宣言」など詳細事項は、連合本部の方
針を踏まえるなど、次回の会合において決定し
ていくこととした。

　全国会館協（全国労働者福祉会館協議会）は、
２月 20 日（木）にワークピア横浜にて第２回幹事
会を開催した。
　冒頭、蔓延しつつある新型コロナウィルス感
染症による影響について、それぞれの会員より

「現時点でも大きな会合を中心にキャンセルが
相次ぎ、年度末を目前に決算への影響が懸念さ

策研究科准教授澤田雅浩氏の「自然災害からの被
害を軽減するために」をテーマに災害時の被害を
最小限に食い止めるためには、想定にとらわれず、
それぞれの地域にあった防災計画が非常に重要
である。と講演し、総会日程を終えた。
　中部労福協結成 50 周年記念レセプションでは、
清水貞雄副会長の開催挨拶の後、辻会長（兵庫労
福協）の挨拶に続き、来賓の石村龍治近畿労働金
庫理事長が挨拶した。
　また、2010 年度以降、中部労福協の会長及び
事務局長として活躍された歴代役員に記念品を
贈呈し功績をたたえた。
　その後、岡山伸こくみん共済 coop 中部統括本
部長の乾杯の発声で懇親を深め、盛況のうちに
終了した。

れる。終息が見通せない状況下において、事業
に与えるダメージは大きく、非常に心配される。」
と厳しい状況が報告されたのち、本題に入った。
　前回の幹事会以降における中央労福協関係の
報告に続き、各ブロックの報告がされた。
　次期総会時における役職員研修会は開催する
ことで計画し、詳細については次回幹事会にお
いて決めることとした。また、新型コロナウィ
ルスを要因とするキャンセルの扱いについては、
自然災害と同じように予想できないことが要因
であり、止む無くノーペナルティで対応すると
の意見が大勢を占めたことから、キャンセルの
取り扱いは各会員の判断とし、全国会館協での
統一的な見解を示さないこととした。
　また、この協議会の事務局長が３月末日で退
職することとなり、次回からは後任の方を同じ
く事務局長にあたっていただくことを内定した。

第54回石川県勤労者冬季体育大会
≪バスケットボール大会、第１日≫

１月26日・津幡運動公園体育館
◇男子1組
　① Sakuranの家　② SBC　③ バクラテン

≪バスケットボール大会、第２日≫
２月2日・金沢市額谷ふれあい体育館
◇男子2組
　① DISCOVERY　② 津田駒工業　③ YAKAMORI

≪卓球大会≫
２月18日・白山市若宮公園体育館
◇男子１組

　① トランテックスA　② TRY・A　③ Weekend、四十万クラブ
◇男子２組
　① グロリア　② S－55　③ フィクストスターA、档の会
◇女子１組
　① ウインズA　② NOTOヤンキーズ侍　③ 勤体協B、粟崎公民館
◇女子２組
　① NOTOヤンキーズ輝　② ウインズB　③ 勤体協A、NOTOヤンキーズ隼

≪バスケットボール大会、第４日≫
２月 23日・金沢市額谷ふれあい体育館
◇男子３組
　① きゃなピー　② MKC　③ ゴリーズ

勤　体　協
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