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バイト収入を充てにして学業に励む大学生など
はアルバイト先の休業によりひっ迫する生活を
送っているなど、多くの市民が苦境におかれて
いる。生活支援対策として２年前から県内社会
福祉協議会とともに本格的に稼働したフードバ

2021（令和3）年度の自治体施策に対する要請はじまる

　石川労福協は、自治体の来年度における予算・
政策等の決定に向けて、例年、要請行動を行っ
てきており、今年度も労福協会員団体と２回の
会議を経て取りまとめた要請内容に基づく要請
を開始した。
　９月 24 日（木）に石川県市長会、石川県町長
会を訪ね、この先、県内各自治体に対し要請す
る内容について理解を求めた。
　次いで、30 日（水）に七尾市の「和倉温泉お祭
り会館」において、能登地区４市５町の担当者
を対象とした自治体担当者会議を開催し、要請
内容について事前説明を行い、同日、同地区の
連合石川地方議員団にも同様の説明を行い、そ
れぞれ理解を求めた。
　また、10 月５日（月）には、金沢市の「金沢勤
労者プラザ」において、午前には石川県及び加
賀地区７市３町の担当者、午後には同地区連合
石川地方議員団に対し同様の説明を行い、理解
を求め自治体訪問の足掛かりとした。
　説明会では、西田満明理事長が「新型コロナ
ウイルス感染症拡大により、急遽、小中学校が
休校となり仕事を休まざるを得なくなった親が
収入減となっている。また、解雇や雇止めによ
り仕事を失った労働者も多い。さらには、アル 連合石川地方議員団との意見交換会（加賀地区）

連合石川地方議員団との意見交換会（能登地区）

加賀地区自治体担当者会議

能登地区自治体担当者会議
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　ろうふくきょう・子育てネットと県ライフ・
サポートセンターは、10 月 10 日（土）金沢市粟
崎の五郎島地区において、「親子いも掘り体験会」
を開催した。
　体験会には、36 名の親子やボランティアが参
加し、西田満明労福協理事長が「コロナ禍の中で
はありますが、ソーシャルディスタンスをとり、
土に接して
親子で触れ
合 い つ つ、
大いに楽し
んでいただ
きたい。」と
挨拶した。
　 続 い て、
今年も丹精込めて芋を育ててきた生産者の忠村
氏・沖村氏からいも掘りの手順が説明され、早速、
大きく実った五郎島金時芋を掘り出した。
　参加した親子は、土から顔を出した大きな金時
芋を丁寧に掘り出し、掘りたての芋を手に記念写
真を撮る家族など、それぞれにいも掘りを楽しみ
つつ、たくさんの芋が瞬く間に掘り出された。
　いも掘りの後、帰りには親子で掘り出した五
郎島金時芋を
お土産として
持 ち 帰 り、 い
も掘り体験会
を終えた。

開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場
11月６日 金 第４回理事会 地場産業振興センター

６日 金 奨学金に関する全国一斉相談 フレンドパーク石川
９日 月 中部労福協 第３回幹事会（web 開催）

12日 木 食みどり水 NW 支援米発送式 フレンドパーク石川
23日 月・祝 大衆運動活動家顕彰会 合祀追悼会 卯辰山顕彰碑
27日 金 福祉なんでも相談窓口アドバイザー会議 フレンドパーク石川
〃　 金 第 52 回食みどり、水を守る全国活動者会議（Web 会議） 教育会館

12月１日 火 連合石川総研 理事会 フレンドパーク石川
２日 水 第 70 回石川県勤労者美術展（～６日） 金沢 21 世紀美術館
４日 金 食みどり水 NW 第５回幹事会 連合石川
６日 日 第 70 回石川県勤労者美術展・表彰式 金沢 21 世紀美術館

11日 金 第２回自主福祉運動活性化会議 フレンドパーク石川
14日 月 第 50 回石川県消費者大会 地場産業振興センター
23日 水 連合石川総研 第 22 回定期総会 フレンドパーク石川
〃　 第 15 回食みどり水 NW 定期総会 　　　　〃

１月５日 火 2021 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
（10 月 25 日現在）

親子いも掘り体験会ンク活動が、ここにきて有効な手段として活用
されている。このような苦難な時代において共
助を軸とする労福協活動が生きてきており、今
後とも理解と協力をいただきたい。」と挨拶し、
労福協をはじめとする各団体の要望について、
各担当者より説明した。
　また、各自治体への訪問時は、極力、首長へ
の要望書手渡しが実現するよう調整いただきた
いと申し出て閉会した。
　なお、今回の要請では、全世界で蔓延する新
型コロナウイルス感染症に関連して、労働者・
生活者の生活維持、医療従事者等に対する偏見・
差別の解消や働き方改革推進の啓発などを盛り
込んだほか、公的住宅の高齢者等への借家要件
の改善も新たに要望した。
＜自治体訪問＞
　10 月 19 日（月）～ 20 日（火）には、内灘町か
ら珠洲市までの５市７町の首長を訪ね、要請書
を手渡し要請内容の行政への反映をお願いし
た。
　27 日（火）は、野々市市以南の自治体訪問を
予定している。

羽咋市　山辺芳宣市長
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　中央労福協（労働者福祉中央協議会）は、コロ
ナ禍で６月の開催を延期していた「2020 全国研
究集会」を Web 形式で開催することとし、全国
の地方労福協は Web 形式での参加をした。
　石川労福協では、Web 配信開始に合わせ９月
１日（火）フレンドパーク石川において、労福協
及び会員団体関係者、約 40 名の参加で視聴した。
　研究集会は、「時代に調和する 新らしい“つな
がり”のカタチ」をテーマに近畿大学総合社会学
部教授の久隆浩氏が基調講演をした後、神戸医
療生活協同組合虹のサポートセンター相談員の
川端典子氏、明石コミュニティ創造協会常務理
事の柏木登起氏、中央労福協事務局長の南部美
智代氏が加わってのパネルディスカッションに
より、意見が交わされた。
　現在も中央労福協のホームページより動画を
視聴できるので、百聞は一見に如かず、是非、
視聴ください。
https://www.rofuku.net/research_competition2020/

中央労福協「女性のひろば」中央労福協２０２０全国研究 Web 集会

　中央労福協は、毎年開催する「女性のひろば」
のシンポジウムについて、今年はコロナ禍にあ
り、Ｗｅｂでの開催とした。
　これを受けて、9 月 17 日（木）に石川労福協で
はその中継をフレンドパーク石川において視聴
することとし、館内関係団体の女性職員を対象
に視聴会を開催した。
　視聴会には、6 名の女性が参加し、社会福祉
法人プロップ・ステーション理事長の竹中ナミ
氏、中央労福協副会長で電機連合書記次長の山
中しのぶ氏、中央労福協事務局長の南部美智代
氏が、「今、私たちにできること」をテーマにトー
クセッションした。
　自らが障がいのある子をもつ竹中氏が「障がい
者の自立は必要不可欠であり、様々な福祉制度
によりその支援が行き届いている。しかし、制
度が自立を阻害するケースもあり、障がい者雇
用率の向上もさることながら、障がい者の多様
な働き方を促すためにも障がい者への発注率を
物差しとしてみることも必要である。」と事例を
含めて発言された。また、電機連合傘下の労働
組合におけるケースとして、ほとんどが障がい
者を雇用する企業での取り組み事例を山中氏が
紹介するなど、支援の在り方について、論議さ
れた。
　しかし、発信元の通信が不調で、聞き取り難
い点が多く、折角のトークセッションは盛り上
がりを欠くものとなった。
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　競技はダブルペリア方式により集計された結
果、谷口達人氏が優勝した。
　また、参加者から寄せられたチャリティ募金
34,000 円は、後日福祉施設等に寄付する予定で
ある。

金沢地域 LSC　事務局長　宮坂　信詞

　10 月 13 日（火）金沢カントリー倶楽部（かほ
く市）にて親睦チャリティゴルフ大会を参加者
36 名で開催した。

金沢地域LSC 「チャリティゴルフ」

結果は、次の通り
　優　勝　谷口　達人（NET　69.60）（JP 労組）
　準優勝　柚木　貴芳（NET　72.60）（労働金庫）
　第３位　長田　　孜（NET　72.80）（労金 OB）
　ベスグロ賞　長田　　孜（スコア 80）　  （　 〃 　）

　石川労福協、さわやか U、食みどり水 NW は、
10 月 17 日（土）に珠洲市において茶道で用いる
菊炭の材料となるクヌギの植林活動を行った。
　林地のある地元の NPO 法人奥能登日置らい、
大野製炭工場など地元の団体が連携して開催し
た植林イベント『菊炭の山里づくり運動』に総勢
９名が参加し、植林を行った。
　現地スタッフより、植林の手ほどきを受けて
から、３名ずつに分かれ、後々の管理を考慮し、
指定の場所に鍬やスコップを使い穴を掘り、肥
料を施し、苗木が地上からまっすぐ立つよう土
を被せて植えた。地元の中学生や親子連れなど
約 200 名が参加していた
ことや作業にはちょうど
良い天候で、作業は捗り、
予定時間前に苗木が無く
なり作業を終えることと
なった。
　普段しない作業で息もあ
がり汗を流したが、配られ
たお茶を頂きながら、山腹
から見附島を眺め、つかの
間であったが労を癒した。

＜里山保全活動＞植林ボランティア 　昨年は、イノシシが根元を掘り返す被害があっ
たが、今年はそのようなことがなく、育つこと
を願うばかりである。
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題 字：氷田清風

第70回

改組　新第６回日展（2019）出品作　　題 ： 黒陶「生命の木」 大樋 陶冶斎 作

2020年

金沢市広坂1-2-1

と　き 12月2日（水）～12月6日（日）
ところ 金沢21世紀美術館

市民ギャラリーB
● 主　　催

● 後　　援

● 協　　賛
● 受付日時
● 受付場所
● 問合せは

石川県勤労者文化協会
石 川 県
厚 生 労 働 省
石川県労働者福祉協議会
北 國 新 聞 社・北 陸 放 送
金 沢 市 ・ 連 合 石 川
11/28（土）  　 ・ 11/29（日）
フレンドパーク２階
石川県勤労者文化協会

TEL.（076）231-1746

午前10時

午後4時
▼

午前10時

正　午
▼

午前10時～午後6時　但し、最終日（6日）は正午まで
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勤文協 第49回石川県勤労者絵画・陶芸展
　勤文協主催の「第49回石川県勤労者絵画・陶芸展」が９月10日（木）～13日（日）の４日間、しいのき迎賓
館・ギャラリーAにて開催された。最終日には表彰式と合評会が行われ、多くの人で賑わった。なお、例年
開催されていた能美、羽咋の地域巡回展については新型コロナウイルス感染症の影響などにより中止
となった。

洋画

日本画 陶芸

労福協理事長賞
暑さと正比例

能任伸子（かほく市）

金賞
大地の記憶

上田実（金沢市）

銀賞
見つめ合う女

丸山かはる（金沢市）

銅賞
home

盛本立子（金沢市）

北國新聞社長賞
松風月

高木勇（金沢市）

労福協理事長賞
月夜に遊ぶ

宮本麻里子（金沢市）

北國新聞社長賞
線群

西村光（金沢市）

労福協理事長賞
サンゴとおしゃべり
村上光子（金沢市）

金賞
私だけの花

林和枝（金沢市）

銅賞
にゃんとも言えない

小西ひろみ（野々市市）

北國新聞社長賞
つばき

髙田惠子（羽咋市）

銀賞
青もみじ

串岡美恵子（金沢市）

金賞
ステイホーム

大倉美智子（金沢市）

銀賞
石垣回廊（金沢城址）
西井健太郎（金沢市）

銅賞
トパーズ age6

佐々木幸代（加賀市）
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「羽黒山、月山、湯殿山」
日時：令和２年９月 26日（土）〜 27日（日）

　今年は、「出羽三山を巡る」と称して、勤労者
体育協会の第 39 回目の団体登山を実施しまし
た。
　総勢 22 名の参加者は早朝の午前５時半に金
沢を出発、バスに揺られる事６時間半、羽黒山
の麓にある駐車場に到着しました。早速１日目
の目的である羽黒山の山頂にある「三神合祭殿」

（羽黒山・月山・湯殿山の三神を合祭した神社）
を目指して、2,446 段あると言う石段で出来た
表参道を登り始めました。表参道入り口にある
社務所を過ぎてすぐにある国宝の「五重の塔」を
左手に見ながら、１時間前後で全員登り切り「三
神合祭殿」でお参りしました。
　二日目は宿を午前６時半に月山８合目に向け
て出発。但し二日目は雨模様、さらには雲の中
に入ったのか、少し先も見えづらくなる程のひ
どい天候となりました。月山頂上も無事過ぎ「湯
殿山神社」に向けて下山を開始しました。
　しかし、前日夜中から降り始めた激しい雨、
又登山中も小止み無く降る雨のために、装束場
や月光坂と呼ばれる急な下り坂は、岩のガレ場
で出来ており、大変滑りやすくなっていて、転
んだ人・転びそうになった人が続出しました。

そのために
慎重に足を
運ばねばな
らず、大変
な時間を要
してしまい
ました。し
かしけが人

も出ず全員無事下山を完了出来ました。
　最後の目的地「湯殿山神社」では、全員では無
いが何人かが、素足となってお祓いを受け、割
れ目から湯がわき出ている岩がご神体と言うこ
の神社の境内を一周して、無事にバスの待つ

「湯殿山参籠所」の下にある駐車場に着きまし
た。その後バスはまっすぐに金沢を目指し、午
後 11 時過ぎに帰着しました。

勤体協事務局長　福村

第39回勤労者団体登山

2020年10月25日

勤　体　協
第 54 回 石川県勤労者秋季体育大会

≪マレットゴルフ大会≫
9 月 13 日・白山市手取公園
◇男子
　① 竹田　　茂　　② 尾山　　彰　　③ 池田　昭一
◇女子
　① 松田美智子　　② 塚崎ゆかり　　③ 石倉チエ子

≪第 23 回　パークゴルフ大会≫
9 月 19 日・金沢市 奥卯辰山県民公園
◇　団体　
▽男子　① 駅西ファントム　② 城南 B　③ 兼六
▽女子　① くら月女子　② 金沢さくら　③ 東金沢 B
◇　個人　
▽男子　① 山田　茂　　② 吉永　久　③ 吉川　寛
▽女子　① 清水エイ子　② 上本恵子　③ 吉田明美

≪第 22 回サイアーランニング大会≫
10 月４日・金沢市 犀川河川敷
　　◇５キロ・10 キロ・20 キロ・30 キロの４部門
　　 「若宮大橋下を発着点に新橋付近から二ツ寺間を折

り返すコース」
　　183 人参加、自己ベストの更新を目指す。

≪第 18 回シニア ソフトボール大会≫
10 月４日・金沢市 テクノパーク運動広場
　　① 夢やクレイコーズ　　② 野町ソフトボールクラブ
　　③ 風林火山

≪第 23 回 勤労者グラウンドゴルフ大会≫
10 月 11 日・河北市 高松グラウンドゴルフ場
◇男子
　　① ひろし＆フレンズ（かほく）
　　② 七窪友交会（かほく）③ 中央クラブ（かほく）
◇女子
　　① 富来レディース（富来）
　　② 七窪友交会レディース（かほく）
　　③ いつまでも姉ちゃん（かほく）

≪第 54 回 勤労者ソフトボール県決勝大会≫
10 月 18 日・金沢市 専光寺ソフトボール場
◇県決勝大会
　　① 黒龍軒　② コマツ粟津工場
　　③ DZ シャークス　③ パワーズ




