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染症が年末から拡大傾向にあったことから、参
加者の安心・安全を確保するため、参加者を従
来の約半数となる 116 名に絞るほか会食を取り
止めた賀詞交歓会に変更しての異例の開催と
なった。
　冒頭、西田満明労福協理事長（連合石川会長）
が挨拶に立ち、「新型コロナウイルス感染防止
のため例年とは異なる形での新春の集いとなっ

　労福協と連合石
川は、1 月 5 日（火）
ANA クラウンプラ
ザホテル金沢におい
て、「2021 新春の集
い」を開催した。
　今年の集いは、新
型コロナウイルス感
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連合石川・石川労福協
「2021 新春の集い」

西田満明労福協理事長

たが、活動や足元の
経済を停滞させない
考えのもと、このよ
うな形とした。」と前
置きして、コロナ禍
にあっても感染防止
対策をしつつ活動を
行うことの必要性、
多発する自然災害に
備えた防災・減災の
取組みの必要性、コ
ロナ禍だからこそ雇
用維持と消費を拡大
するためにも賃上げ
は不可欠であり 2021
春闘も昨年同様に闘

谷本石川県知事

山野金沢市長
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（2 月 25 日現在）

開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場
2月26日 金 労福協 第6回理事会 フレンドパーク石川

3月2日 火 第44回研究集会・第17回LSC研修会 　〃
3日 水 中央労福協 第3回地方労福協会議 Web
4日 木 いしかわフードバンク・ネット 第8回運営委員会 フレンドパーク石川

11日 木 第17回ライフ・サポートセンター代表者会議 　〃
13日 土 消費者支援NW 第7回理事会 長土塀青少年交流センター
18日 木 第92回石川県統一メーデー 第2回実行委員会 フレンドパーク石川
19日 金 中部会館協 三役会議（～20日） 滋賀県
22日 月 中央労福協 Web学習会（第6回） Web
26日 金 労信協 理事会 フレンドパーク石川
30日 火 さわやかU 理事会 　〃

4月5日 月 中部労福協 第1回幹事会 Web
12日 月 労働者自主福祉運動活性化会議 労福協
13日 火 消費者支援NW 消費者部会 県女性センター
14日 水 労福協 決算監査 フレンドパーク石川
28日 水 労福協 第1回三役会議 　〃

5月1日 土 第92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

これからの行事予定

武隈
石川労働局長

近藤和也衆議院議
員（立憲民主党）

盛本芳久県議会
議員（社民党）

う必要性、安心社会の実現に向けてディーセン
トワーク、働き方改革、同一労働同一賃金を進
め格差社会解消の必要性、労福協・連合石川が
労金・こくみん共済 coop とともに進める自主
福祉運動の必要性をそれぞれ訴えた。
　また、来賓の谷本正憲石川県知事、山野之義
石川県市長会会長・金沢市長、武隈義一石川労

働局長、県内の政党代表者がそれぞれ祝辞を述
べた。
　渡邊雅人労福協専務理事の閉会挨拶に続き、
野村昇司連合石川会長代行が、参加者・働く仲
間とともにコロナに打ち勝ち、春闘、労働運動
に対し、ともに闘っていくことを祈念してガン
バロウ三唱し、集いを締めくくった。

勤 　 体 　 協
≪県勤労者冬季バスケットボール大会≫
2月8日・金沢市額谷ふれあい体育館
◇男子1組
　① NASU39（能都町）　② 犬丸BC　③ noize

2月21日・金沢市営中央市民体育館
◇女子１組
　① IEMORI（小松市）　② いぬまる
　③ reYouth
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４月24日（土）開催
　小松能美地区大会：小松市公会堂

４月25日（日）開催
　加賀地区大会：加賀市中央公園野外音楽堂

５月１日（土）開催
　金沢中央大会：いしかわ四高記念公園
　能登地区大会：輪島市マリンタウン
　七鹿羽咋地区大会：中能登町レイクトピアパーク
　白山野々市地区：野々市市文化会館フォルテ

第92回石川県統一メーデー（開催予定）

第 92回石川県統一メーデー第１回実行委員会
　2021 年に開催する第 92 回石川県統一メー
デーに向けて、労福協、連合石川、福祉事業団
体で構成する第 1 回実行委員会が、2 月 18 日

（木）フレンドパーク石川において開催された。
　実行委員会の実行委員長に西田満明連合石川
会長（労福協理事長）を選出し、西田実行委員長
が「前回メーデーは、新型コロナウイルス感染
症の急激な拡大で非常事態宣言下であったこと
から、急遽 Web での開催となったが、今年の
5 月 1 日が土曜日にあたることから、家族参加
型を軸とし、コロナの感染防止対策をしつつ、
金沢市のほか県内 5 会場で開催していきたく協
力を頂きたい。」と冒頭あいさつし協議を進め
た。
　県内 6 会場での開催は、一部を除き 5 月 1 日

（土）に実施する。実施にあたっては、家族参加
型とするがコロナ感染リスクの低減に努めたイ
ベントとする。メーデー 100 年を機にメーデー
の意義などを発信する。東日本大震災 10 年に

あたり被災地に向けた連帯・激励などのメッ
セージを贈る。協賛行事は従前の通り実施する。
など、今回のメーデーの骨格を確認した。
　今後は、メーデースローガンなど詳細の詰め
の作業に移り、次回実行委員会において協議す
ることとした。

※上記内容は、今後変更される場合があります。

　２月４日（木）～２月７日（日）、石川県勤労者
文化協会主催の第 51 回早春絵画・書・生花展
が、しいのき迎賓館ギャラリー A 及び B にて
開催された。日本画９点、洋画 24 点、書道 28 点、
生花９点の出展があり、早春にふさわしい華や

勤労者早春絵画・書・生花展 かな作品が来場者の目を楽しませた。最高賞の
勤文協会長賞には中西登志夫氏（洋画・白山市）、
特別賞の野々市市長賞には舘美恵氏（日本画・
野々市市）が選ばれた。
　また、２月 11 日（木・祝）～２月 15 日（月）に
は特別展として野々市市の情報交流館カメリア
３F ギャラリーで入賞作品 14 点が展示された。

招待・奨励賞
「冬のバラ」

河合百合子（羽咋市）

労福協理事長賞
「春のかほり」

佐々木智（金沢市）

北國新聞社長賞
「早春の高倉山」

村中道雄（道尊）（白山市）

野々市市長賞
「兆し」

舘　美恵（野々市市）

日本画
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招待・奨励賞
「破顔一笑」

藤村八重子（景雪）（金沢市）

北國新聞社長賞
「曽々木窓岩」

寺賀淳子（金沢市）

招待・奨励賞
「春の予感」

坂井昭子（野々市市）

銀賞
「寿無涯」

髙井　治（金沢市）

銀賞
「アイヌ一刀彫」
宮本　衞（金沢市）

金賞
「正岡子規句」

日光里恵（金沢市）

労福協理事長賞
「初春のバレリーナ」

大西正廣（金沢市）

金賞
「この地にあり輝く」
能任伸子（かほく市）

勤文協会長賞
「石像」

中西登志夫（白山市）

銅賞
「茅舎句」

寺西恵子（香月)（内灘町）

銅賞
「赤いバラ」

黒川邦弘（金沢市）

洋　画

北國新聞社長賞
「荘厳」

花畑雅子（野々市市）

労福協理事長賞
「宗不旱の歌」

下島富美子（金沢市）

書　道


