労福協 だより
連帯・協同で安心・共生の福祉社会をつくろう！
！
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第59回定時社員総会
池冨理事長あいさつ
昨年の定時社員総会は、
コロナ感染症拡大防止対策として書面決議といたしました。
また、
地域・地区の総会・行事計画も自粛や規模の縮小見直し等をお願いしました。
改めまして皆様のご協力に感謝いたします。
このように、
新型コロナウィルス感染症が確認されてから、
感染防止のために、
どう
対応するか試行錯誤を続けたこの1年でした。
今まで当たり前だったことが急にできな
くなったり、
1度予定を変更しても感染者状況を見てさらなる変更、
中止を強いられま
したコロナ禍での1年間、
各地域・地区において無事故での労働者福祉運動ありがとう

挨拶する池冨理事長

静岡県労福協
第５９回 定時社員総会を開催
メインスローガン

すべての働く人の幸せと豊かさをめざして、
連帯・協同で 安心・共生の福祉社会をつくろう
！
！
3月の段階ではコロナ

ございました。

現在も変異株が猛威を振るい、
予断を許しませんがワクチン接種も始まっています。
今後の拡大防止の切り
札となることを期待します。
さて、
今総会はWeb併用で開催できましたが、
残念なことが１点あります、
2016年から社員総会の後に開催し
ております
「ハートでつながるたすけあい」
静岡県労働者自主福祉運動・協同組合大会はご案内のとおり中止し
ます。
協同組合間協同は連帯経済に欠かすことのできない重要戦略のひとつです、
お互いの事業を知り共有化
することで協同組合の可能性を追求して、
連帯と協同の心で今年の活動でも活かしていきたいと思います。
具体的には、
今までのコロナ対策経験を活かして引き続き安全・安心第一で無理をしないで労福協会員みん
なで支え合い
「福祉はひとつ」
ハートでつながるたすけあい運動を展開し、
だれひとり取り残さない福祉社会を
2年ぶりの定時社員総会です。
活発なご討議を宜しくお願いいたします。

２０２１年度～２０２２年度
役
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理事長
副理事長
副理事長
副理事長
副理事長

氏
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理事
理事
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いしづか

ともあき

石塚

智昭

しらと

やすのり

白戸

康章

に

おう

ひさお

仁王

尚夫

む

とう

けん じ

武藤

憲司

ごう

ひとし

だ

合田

仁

あおしま

ともや

青島

知也

ながい

しん じ

永井

新次

感染者は減少傾向にあ

鈴木専務理事から2020年度の決算報告があり、永井監

り、コロナ感染状況は不

事から監査報告があり、満場一致で第1号議案が承認さ

透明なため、コロナ感染

れました。

拡大防止の観点で、来賓

第2号議案

所

一般社団法人

以上

静岡県労働者福祉協議会

属 住 所

県労福協の理事・監事の任期は定款第２５条１項及び

事・監事、地区労福協代議

２項により、
「 選任後の２年以内に終了する事業年度の

員等だけを集め総会を開

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」

催することを3月の理事

とされています。現在の理事11名と監事3名は任期満了

会で決定しました。

となり退任となります。2021年度の役員改選は、各事業

しかし、4月に入り、新

労働部会での確認と県労福協理事会での審議内容に

昨年4月、今年1月に続き、4月25日に3回目が出されまし

沿って、県労福協役員（理事および監事）の選任について

た。これに呼応するように5月14日に静岡県独自の新型

角山副理事長が提案しました。

コロナウイルス警戒レベルが4から5に引き上げられま

提案された理事、
監事が満場一致で承認されました。

した。

最後に稲垣副理事長の閉会の挨拶で定時社員総会は

静岡市葵区黒金町
静岡県労働者福祉協議会

連合静岡

静岡市駿河区南町
連合静岡

事、監事はロッキーセンター大会議室に参集、代議員は

県労働金庫

静岡市葵区黒金町
静岡県労働金庫

リモートで参加）で開催することになりました。

県生協連

静岡市葵区呉服町

福祉基金協会

静岡市葵区黒金町
静岡県労働者福祉基金協会
静岡市葵区黒金町
静岡県勤労者信用基金協会
裾野市御宿

厚生ｾﾝﾀｰ内

全矢崎労働組合

静岡地域

静岡市駿河区小鹿
三菱電機労組静岡支部

西遠地域

浜松市南区増楽町
スズキ労働組合

富士地域

富士市大渕
マキヤグループ労働組合

志太榛原地域
中東遠地域
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榛原郡吉田町神戸
オカモト労組静岡支部

磐田市新貝
ヤマハ発動機労働組合

終了しました。
※例年定時社員総会終了後に実施していました、
「協
同組合大会」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
に2年連続で中止となりました。

13時30分に古川副理事長の開会の辞があり、議長には

８Ｆ

静岡市葵区黒金町
静岡県労働者福祉協議会

沼津・伊豆地域

県労福協定時社員総会

静岡県生活協同組合連合会

県労福協

県勤信協

これに伴い第59回定時社員総会はハイブリッド（理

静岡市葵区鷹匠
こくみん共済
静岡推進本部

団体、各地域労福協などから推薦いただきました。また、

型コロナウイルス感染症対策として「緊急事態宣言」が

県労福協

こくみん共済
COOP

役員改選

を招待せず、県労福協理

挨拶する守重議長

めざし頑張りましょう。

第1号議案

浜松地区労福協選出の守重代議員が選出され、総会の議
事を進めていただきました。
2021〜2022年度役員

最初に県労福協を代表して池冨理事長が挨拶をし、そ
の後、鈴木専務理事から2020年度活動報告2021年度方針
の報告がありました。
2020年の活動結果では、地域・地区労福協への支援、静
岡県への行政要望、福祉事業団の連絡・調整機能等につ
いての報告がありました。
2021年度活動方針では県・地域・地区の情報共有・相互
理解のため、地区との意見交換会実施、地域社会とつな
がる活動の模索、昨年同様にロッキー奨学金の枠の拡大
についての報告がありました。

リモート参加の代議員
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静岡県労働金庫・こくみん共済 coop の社会貢献活動
静岡県労働金庫

(2021年 4 月〜6 月間実施 )

1 「静岡県グリーンバンク」へ寄付金を贈呈しました。
「花と緑に包まれた街作りを応援する」という活動趣旨に賛同し、
寄付金を贈呈しました。
お客様の〈ろうきん〉とのご利用に応じてポイントを進呈する「ポ
イントアッププレゼント制度」及び同制度の後継として新設した「Ｒ
ポ ( アルポ ) 制度」の寄付ポイントを選択した寄付金と、
〈ろうきん〉
の拠出分を合わせた 312,264 円を贈呈しました。

2 「フードバンクふじのくに」より感謝状を受領しました。
2020 年 11 月 1 日〜 2021 年 2 月 28 日の期間で実施した『おとどけスマイ
ルキャンペーン』による寄付活動に対し、感謝状を受領しました。
現在、新型コロナウイルスの影響により収入減少、離職してしまった方々を中
心に食料危機が表面化しており、県内で広く生活困窮者に対する食料援助を行う
認定 NPO 法人「フードバンクふじのくに」にも食料支援の要請が集中しています。
〈静岡ろうきん〉は福祉金融機関として当該事業を積極的に支援するため、当金
庫のローンのご利用１件につき 100 円を「フードバンクふじのくに」へ寄付する『お
とどけスマイルキャンペーン』を実施し、合計で 515,300 円を寄付いたしました。

3 「フードバンクふじのくに」へ寄付金を贈呈しました。
お客様の〈ろうきん〉とのご利用に応じてポイントを進呈
する「ポイントアッププレゼント制度」及び同制度の後継と
して新設した「Ｒポ ( アルポ ) 制度」の寄付ポイントを選択
した寄付金と、
〈ろうきん〉の拠出分を合わせた 1,941,496
円を贈呈しました。

こくみん共済 coop 静岡推進本部
こくみん共済 coop 静岡推進本部は、「フードバンクふじのくに」の
「安全に食べられるにもかかわらず処分されてしまう食料を、企業や個
人から寄贈を受け、支援を必要としている人に適切に配る仕組みを確
立し、相互扶助の社会作りを目指す」という設立の目的に賛同し、こ
れまで、こくみん共済 coop の主催イベント参加者に持ち寄っていた
だいた食料や、防災備蓄食料などの寄贈をしてきました。
2020 年度は、「こくみん共済 coop 静岡推進本部

たすけあいキャ

ンペーン」として、協力団体での個別相談・見積もり等の活動や新規
加入件数に応じた寄付金を贈呈することとし、関係団体と連携しなが
ら活動をすすめていました。
その取り組みの成果として、今回寄付金として「1,700,000 円」を「フー
ドバンクふじのくに」に寄付を行いました。
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全ての議案を満場一致で承認！
！
〜第４期中期計画『Connect Ｒ70』スタート〜

〈静岡ろうきん〉は 2021 年６月 23 日
（水）
静岡労金研修センター
（静岡市葵区黒金町）
にて第 69 回通常総会を開催しました。
今回の通常総会は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、会場と県下
19 支店を TV 会議でつなぎ開催されました。議長には東海自動車労働組合の五十嵐
正信理事が選出され、議事が進められました。
総会の冒頭、古川理事長から「本総会は第３期中期計画「真価」の総括と第４期
中期計画『Connect R70』の確認を行う総会となること、超低金利、人口減少による
市場の縮小、さらに新型コロナの影響により、勤労者の生活を支える〈ろうきん〉
の運動を引き続き会員とともに進めていきたい。
挨拶する古川理事長
また、20 年後、30 年後に振り返った時、
『コロナが流行したあの年、Connect
R70 が始まり〈静岡ろうきん〉がより身近になった』と言われるような中期計画にしていきたい」との挨拶がされ
ました。
池田専務理事より、第２号議案「第４期中期計画および 2021 年度（第 69 期）事業計画に関する件」を提起し、
どこよりもやさしい（優しい・易しい）金融機関を目指すことで、会員とともに「ろうきんファン」の拡大につな
げること、
各年度の事業計画アクションプランおよび収支計画は「金融包摂（誰一人取り残さない）」と「長期展望」
を踏まえて策定することを述べ、第４期中
期計画『Connect R70』の初年度として、各
事業活動の方向性および具体的な目標数値
の提案がされ、満場一致で承認されました。
また、今年度は理事・監事の任期満了に
伴う改選についても提案され、すべての議
案は＜満場一致＞で承認がされました。な
お、総会終了後に理事会が開催され、代表
理事に古川理事長および池田専務理事が選
定されました。
役員体制
役
職
理 事 長
専務理事
常務理事
常務理事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
常勤監事
監
事
監
事
監
事
監
事

氏 名
所
属
団
体
推 薦 団 体
古川 正明
員外
池田 正典
員外
青木
誠
員外
松島 精司
員外
赤池 浩章
静岡県教職員組合
静岡県労福協
白戸 康章
ＪＡＭ静岡（全矢崎労働組合）
静岡県労福協
増田 泰孝
情報産業労働組合連合会静岡県協議会
静岡県労福協
伊佐地豪文 電機連合静岡地方協議会（ヤマハ労働組合）
静岡県労福協
五十嵐正信
東海自動車労働組合
伊豆地域労福協
杉本 敏彦
明電舎労働組合沼津支部
沼津地域労福協
佐野 功
東芝テック労働組合伊豆支部
沼津地域労福協
山本 茂善
日本製紙労働組合富士支部
富士地域労福協
望月 誠司
小糸製作所労働組合
静岡地域労福協
仁王 尚夫
三菱電機労働組合静岡支部
静岡地域労福協
大塚 信晃
特種東海製紙労働組合島田支部
志太榛原地域労福協
山本 幸浩
ヤマハ労働組合掛川支部
東遠地域労福協
石橋 一弘
ＮＴＮ労働組合磐田支部
中遠地域労福協
武藤 憲司
スズキ労働組合
西遠地域労福協
梅田 真二
プライムアースＥＶエナジー労働組合
西遠地域労福協
青島 伸雄
会員外理事
片桐 宗雄
法定員外監事
今泉
竜
ヤマハ発動機労働組合
静岡県労福協
小林 純一
テルモ労働組合
富士地域労福協
河合 雄介
村上開明堂労働組合
志太榛原地域労福協
鈴木 孝明
全矢崎労働組合浜松支部
西遠地域労福協

常勤・非常勤 備考
常勤
常勤
常勤
新任
常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
非常勤
常勤
非常勤
非常勤
新任
非常勤
非常勤
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ライフサポートセンター友の会 第１６回総代会 開催
５月１４日
（金）勤労者総合会館５階展示室にて、第１６回総代会が開催されました。集合形式として行われるのは２年ぶりと
なります。
総代会は、
吉岡会長の挨拶に引き続き議案審議を行い、全議案とも満場一致で承認され無事終了しました。
【第１６回総代会における主な提案内容】
◇ライサポ友の会は、県労福協傘下の福祉事業団体が行う活動を広くＰＲし、生きがいづくりや社会貢献活動に参加しやすい
環境を提供することで、会員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
◇２０２１年３月末現在、
友の会の会員数は、
８４，
８３３名になりました。
総会員数のうち６０歳以上の会員は全体の５０.０％となっており、定年後、労働組合を離れてからも引き続きろうきんやこくみ
ん共済 coopをはじめとする福祉事業団体の運動に参加いただくための組織
として、
労福協会員組織の中でその存在感を示していると判断しています。

静 岡 県 生 協 連

静岡県生活協同組合連合会は、行政や協同組合、
消費者団体と連携・共同した取り組みを行っています。
2020 年度の主な取り組みをご紹介いたします。

東日本大震災被災地支援活動
静岡県ボランティア協会が呼びかける「岩手県被災沿岸部に

静岡のみかん

をお

届けします」に応え、昨年 12 月にみかん 10 箱を寄贈し、仮設住宅で生活されてい
る方々などに届けられました。「TOMOSHIBI プロジェクト - 東日本大震災１０年の
集い -」に静岡県ボランティア協会等とともに実行委員会に参加し、県内５か所で映
画「風の電話」を上映しました。

「フードバンクふじのくに」の活動支援

また、
ライサポ友の会の会員が増加することは、福祉事業団体の活動の基

県生協連は、認定 NPO 法人フードバンクふじのくにの構成団体として運営に参画

盤拡大とともに活動の安定化に直結する重要な方策となることから、労福協

しています。会員生協に対しフードバンク活動への参加を呼びかけ、夏のフードドラ

傘下の労働組合等のご理解とご協力により更なる加入拡大が図れるものと
期待するところです。

静岡県退職者福祉協議会 第４１回総会「書面議決」により開催
６月２日
（水）規模を縮小し集合形式にて開催を予定した第４１回総会でしたが、新型ウイルス感染拡大防止の観点から
「書
面議決」
への変更となり、
２年続けての
「書面議決」
による開催となりました。
【第４１回総会における主な内容】
◇２０２１年度も先の見通しが不透明ではありますが、高齢化と会員の減少を補充し、組織を維持・拡大していくために、県下
統一で取り組む活動を更に一段高めていくことを確認しました。
◇組織の拡大に向けた具体的な活動としては、地区労福協との関係強化、出身職場のＯＢ会や出身労組、
ろうきん運営委員
会員等を訪問しての加入要請、地区別新規会員加入取組み目標の設定等、各地区幹事会での行動計画に沿って実践して
いきます。
◇自主活動の推進と退福共の魅力づくりでは、新しい手法を柔軟に取り入れる中から、地区別グラウンドゴルフや親睦行事、
フードバンクふじのくに等を含めたボランティア活動、各種の講演会やセミナー等を企画していきます。
◇退職者を取り巻く環境は、年々厳しさを増していますが、退福協は
「相互扶助の精神」
を基本に
「連帯と親睦」
を深め
「ろうき

イブにはユーコープ、
静岡県労働者共済生協（こくみん共済 coop）が参加し、
冬のフー
ドドライブには新たに浜北医療生協が参加しました。また、フードドライブ後の食料
品仕分けボランティアに33名（3生協）の申し込みがありました。

（会員生協の取り組み）
●パルシステム静岡は備蓄食料品買い替え時のフードドライブを行いました。
●ユーコープは2020年度の事業収益から地域社会への還元として400万円、
また組合員から寄せられた「ユニセフ・平和・フー
ドバンク募金」から286 万円を寄付しました。
●静岡県労働者共済生協（こくみん共済 coop 静岡推進本部）は「たすけあいキャンペーン」として協力団体での保障の見
直し件数に応じて寄付金として計上し 170 万円を寄付しました。
●静岡県教職員生協は女性部共同購入の収益から12 万 8,000 円を寄付しました。

コロナ禍への対応
学生が出席できないため食堂等の経営状況が極めて厳しい静岡大学生協に対し、
2020年度会費の減免を行いました。静岡県立大学が進めるコロナ禍での学生支援の取
り組み「たべものカフェ」に賛同し、
缶詰（CO・OP いわし蒲焼）100個を寄贈しました。
缶詰は当日学生に配られました。

んをはじめ福祉事業団体との生涯取引」
を通じて
「生活の安定」
を目指していきます。

ろうきんグリーン友の会県連絡会 第３９回報告連絡会「書面議決」により開催
５月２７日
（木）集合形式にて開催を予定した第３９回報告連絡会でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
「書面議決」
への変更となり、
２年続けての
「書面議決」
による開催となりました。
【第３９回報告連絡会における主な内容】

エシカル消費推進事業（プラス・エシカル）への参加
県が普及する「プラス・エシカルロゴマーク」を会員生協機関紙（ユーコープ、パ
ルシステム静岡）や店舗（ユーコープ）で宣伝しました。また、静岡県庁東館ロビー
にてコープのエシカル商品を展示し、来庁者にご覧いただきました。

◇各地区の活動を地域に拡大していくという改革路線を定着させるため、各地区で実施した活動を各地域に紹介し、
それらの
活動を全体化する事で地域活動を活性化させることを目指し活動しています。
◇２０２１年度の活動を会員全体で進めていくために、県労福協の構成組織の一員として、
また
「ライフサポートセンター友の
会」
の活動組織の一つとして、
自主的な活動と独自の会計基盤を持って自主運営ができる組織の確立を目指していきます。
◇そのために、①仲間を増やし多くの会員の参加による活発な活動を展開する。②生涯現役としての
「人生の楽しみや生き甲
斐作り」
につなげていく。③家庭の主婦や働く女性に対し福祉事業団体の利用を広め、静岡県における労働者自主福祉運
動の発展を目指す。

消費者問題ネットワークしずおかの活動
県生協連が事務局を務める消費者問題ネットワークしずおかでは、県の委託事業「令
和２年度消費生活相談員資格取得支援講座」を運営しました。今年はビデオ講座
（YouTube 限定配信）となりました。消費生活相談員資格試験には 4 名が合格しました。

以上の３項目を活動の重点課題として活動を進めていきます。
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（公財）静岡県労働 者福祉基 金協会からのお知らせ
ヒロシマのピアノ

静岡

広島の被爆ピアノが平和の音色を奏でます。

薬や食材の「知られていないけど知っておい
た方がいい話」を伝えます。

日時：7/31（土） 13:00 〜15:00
会場：あざれあ
募集：120 名
被爆ピアノの話：矢川光則さん
コンサート：ソプラノ 大島久美子さん
ピアノ 森須奏絵さん

人生に「もう遅い」はない！

右腕を失いながらも夢を実現させた原動力に
ついて話します。

日時：9/11（土） 10:30 〜12:30
会場：掛川市生涯学習センター
募集：70 名
講師 : 若宮正子さん（メロウ倶楽部副会長）

日時：9/23（木・祝） 13:00 〜15:00
会場：あざれあ
募集：140 名
講師：伊藤真波さん（日本初義手の看護師、
北京・ロンドンパラリンピック競泳日本代表）

【申込】ライフサポートセンターしずおか西部事務所
TEL：053-466-6307 FAX : 053-466-6273

全盲の僕が弁護士になった理由

日本で 3 人目の全盲弁護士が、可能性に
向かって歩んだ道を話します。

【申込】ライフサポートセンターしずおか東部事務所
TEL：055-929-9820 FAX : 055-929-9825

知っておきたい相続の話

富士

日時：11/27（土）10:00 〜11：30
会場：富士ロゼシアター
募集：30 名
講師：小林久晃さん（司法書士）

日時：12/4（土） 10:00 〜12:30
会場：浜松労政会館
募集：40 名
講師 : 志村孚城さん（日本早期認知症学会名誉理事）
奥山恵理子さん（日本早期認知症学会理事）
【申込】ライフサポートセンターしずおか西部事務所
TEL：053-466-6307 FAX : 053-466-6273

≪ ご案内 ≫
○お申込みは電話または FAX で、①〜⑥をお知らせ下さい（無料法律相談会は電話のみ）。受付は先着順とし、募集に達し次第終了いたします。
【①日程 ②講座名称③お名前（ふりがな）④電話番号 ⑤お住まい（○○市・町）⑥年齢（○○歳代）】（電話による受付は平日 9:00 〜 17：00）
○新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、来場時のマスクの着用と消毒、検温にご協力下さい。体調のすぐれない方は参加をご遠慮下さい。
状況により延期・中止となる場合がございますので予めご了承下さい。

●「ＡＬＷＦ（アルーフ）ロッキーセンター」のご利用をお待ちしております！
！
会議室の利用方法や料金等のお問い合わせ、
お申し込み等は下記で承ります。
公益財団法人
〒420-0851

静岡県労働者福祉基金協会
ＡＬＷＦロッキーセンター

静岡市葵区黒金町5-1

静岡県勤労者総合会館３階

TEL 054-273-3000 FAX 054-272-7326
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業務の傍らテレビ番組の出演やトライアスロン大会
の出場、バレーボールチームの監督も務める。

日本女性樹木医第一号。1996 年あしかがフラワーパー
クの大藤移植に成功し注目を集める。

TEL：055-929-9820

FAX : 055-929-9825

幸せに生きる 100 の智恵

魅力的人生のススメ

日時：10/8（金） 13:30 〜15:15
会場：あざれあ
募集：140 名
講師：菊地幸夫さん（弁護士）

日時：11/6（土） 13:30 〜15:15
会場：あざれあ
募集：140 名
講師：葉 祥明さん（絵本作家・画家・詩人）

業務の傍らテレビ番組の出演やトライアスロン大会
の出場、バレーボールチームの監督も務める。

美しい情景を描いた風景画や、心穏やかな人生を送る
ためのヒントを書いた言葉が人気を博す。

TEL：054-270-3963

FAX : 054-272-0014

明るい方へ、明るい方へ。
〜金子みすゞさんのうれしいまなざし〜

花は笑みを、緑は安らぎを

日時：10/2（土） 13:30 〜15:15
会場：地域情報センター
募集：70 名
講師：矢崎節夫さん（金子みすゞ記念館館長）

日時：11/17（水） 13:30 〜15:15
会場：地域情報センター
募集：70 名
講師：塚本こなみさん（はままつフラワーパーク理事長）

金子みすゞの作品を世に広めた第一人者。金子みすゞ
の甦りを伝えるべく様々な活動を行う。

日本女性樹木医第一号。1996 年あしかがフラワーパー
クの大藤移植に成功し注目を集める。

【申込】ライフサポートセンターしずおか西部事務所

TEL：053-466-6307

FAX : 053-466-6273

脳いきいき講座

浜松

認知症の正しい知識と予防の解説、 脳いきい
き度 がわかるテストを行います。

■問合せ先

浜松

【申込】ライフサポートセンターしずおか中部事務所
TEL：054-270-3963 FAX : 054-272-0014

2019 年から順次改正された相続法のポイント
と相続登記義務化について話します。

【申込】ライフサポートセンターしずおか東部事務所
TEL：055-929-9820 FAX : 055-929-9825

日時：10/9（土） 13:30 〜15:15
会場：沼津労政会館
募集：60 名
講師：塚本こなみさん（はままつフラワーパーク理事長）

【申込】ライフサポートセンターしずおか中部事務所

日時：11/20（土） 10:00 〜12:00
会場：ALWF ロッキーセンター
（県勤労者総合会館 3 階）
募集：小学校低学年のお子様と保護者 15 組
講師：山川正人さん（あおい FP サポート代表）

日時：11/13（土） 13:00 〜15:00
会場：沼津労政会館
募集：60 名
講師：大胡田誠さん（弁護士）

日時：9/10（金） 13:30 〜15:15
会場：沼津労政会館
募集：60 名
講師：菊地幸夫さん（弁護士）

菊地流

おやこおこづかい教室

定額制おこづかいの使い方をゲームで体験します。

花は笑みを、緑は安らぎを

静岡

【申込】ライフサポートセンターしずおか中部事務所
TEL：054-270-3963 FAX : 054-272-0014

静岡

魅力的人生のススメ

【申込】ライフサポートセンターしずおか東部事務所

あきらめない心

80 代でゲームアプリを開発したマーチャンが
豊かな人生を送るコツを話します。

沼津

菊地流

【申込】ライフサポートセンターしずおかしだはいばら事務所
TEL：054-646-6055 FAX : 054-645-2344

静岡

今からはじめる老い支度

沼津

日時：8/28（土） 10：00 〜11：30
会場：プラザおおるり
募集：40 名
講師：佐田建さん （薬剤師）

【申込】ライフサポートセンターしずおか中部事務所
TEL：054-270-3963 FAX：054-272-0014

掛川

セカンドライフを応援する連続講座

今日から使える！ 薬と食の豆知識

島田

掲載講座は参加費無料

大樹生命
ビル
至■
焼あ
津ざ
れ
あ

■

松坂屋
■
国道1号線
郵便局■
至
清
商工会議所
バス 水
■■
■ ■
タクシー
市営駐車場
静岡駅

ＡＬＷＦ ロッキーセンター

松崎

無料法律相談会

静岡

無料法律相談会

法律に関するご相談に弁護士が応じます。

法律に関するご相談に弁護士が応じます。

日時：9/3（金） 12:30・13：45・15:00（予約制）
会場：松崎町生涯学習センター
募集：各時間 1 組計 3 組

日時：12/11（土） 13:00・14：30・16:00（予約制）
会場：ALWF ロッキーセンター（県勤労者総合会館 3 階）
募集：各時間 2 組計 6 組

【申込】ライフサポートセンターしずおか東部事務所
TEL：055-929-9820 （8/10 より受付開始）

【申込】ライフサポートセンターしずおか中部事務所
TEL：054-270-3963

暮らしなんでも相談・ロッキーカレッジの情報はこちら。

暮ら
し
何でも相 談

ライフサポートセンターしずおか

日常生活で起こるトラブルや悩みごと等のご相談に応じます。
お気軽にご利用下さい。
★ 暮らし何でも相談
消費生活、家庭、労働、子育て、介護、年金、住まい、多重債務、融資だけでなく、生きがい、
生活設計、ボランティアなど、充実して暮らすための相談なども結構です。
★ 豊富な相談協力ネットワークにより、適切な専門機関をご紹介します。
（弁護士、司法書士、行政機関、社会福祉協議会、金融機関、
ＮＰＯ団体等）
★ 相談は無料
★ 県内 6 箇所のセンターで相談に応じます。

相談ダイヤル
受付は平日
9：00〜17：00

東 部：055-922-3715
中 部：054-273-3715
しだはいばら：054-646-6055

西 部：053-461-3715
中東遠：0538-33-3715
岳 南：0545-51-3715

Rofukukyo 2021 Summer
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フードバンクふじのくに

（株）
静岡ユニオントラベル 第32 回定時株主総会開催
（株）静岡ユニオントラベル第 32 回定時株主総会が6月 8 日（火）静岡市駿河区南町の「労働会館」3 階会議室で開
催されました。当社の株主は（一社）静岡県労働者福祉協議会のみであり、同会池冨理事長の出席を頂き、全議案
4件が承認されました。新型コロナウイルス感染症の影響は、ワクチン接種が進むことにより、徐々に明るい兆しが見え
てきていますが、引き続き当社をご支援いただきますようお願いいたします。

62

定時総会開催

Y シャツ
暑い日が続いているね。
いつも何を
着てるの？

T シャツを
よく着ているよ。
なぜ、T シャツって言うか
知ってる？

★2020 年度は 52,875 円を寄付させていただきました。

いつもフードバンク活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうござい
ます。
みなさまのご協力により、２０２０年度が終了し、５月２１日にシズウェ
ル会議室で、定時総会を開催しました。
シャツが「T」の字に
見えるからでしょ

２０２０年度は、新型コロナウイルス感染拡大による、生活困窮者の急増
という事態を受けて、いわゆる「本来の」フードバンク事業と、 赤い羽根
新型コロナ対策フードバンク応援事業の２つの事業を併走させるという、今
までにはない取り組みを行うことになりました。実績としましては、本来の

じゃあ、
Y シャツは？

フードバンク事業では依頼件数２，１６７件・出庫重量３５トン、コロナ対
策事業は４，２３６件・出庫重量５６トン、合計すると依頼件数６，４０３件・
出庫重量９１トンという結果になりました。２０１９年度と比較すると、依
頼件数２２３％・出庫重量１６８％と、いかに新型コロナウイルスの感染拡
Y シャツの形が
Y だからじゃないの。

違うよ。実は white shirt
（ホワイトシャツ）
という英語の音が
訛ってワイシャツに 定着していった
らしいよ。

大が、私たちの生活に影響を及ぼしたかが分かります。
人手や食料がこれまでにないほどに足りなくなり、理事団体やボランティ
アさんと一致団結をすることで、また、数多くの県民・企業・団体様からの
支援を受けることができ、何とか乗り越えることができた・・・そんな一年
間だったと、議案書を読みながら振り返ることとなりました。
２０２１年度も新型コロナウイルスの影響は続くと思われます。支援機関
としての期待が高まる中、私たちフードバンクふじのくには、運営面も含め
て今後どうしていくべきか。その

英語圏の人と話す時に
濃色のシャツは「カラーシャツ」
言わないといけないだね。

ようなことを話し合い、閉会とな
りました。
今後とも皆様には、より一層のご
協力をお願いすることになると思
われます。２０２１年度もどうぞ
よろしくお願いいたします。
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人 物登場
地区労福協事務局長のリレートーク No.41

モリシゲ

カツフミ

守重 勝文

浜松地区労福協 事務局長
出身組織：ヤマハ労働組合
役職名：中央副執行委員長

①趣味：ドラム、釣り
②モットー：自分に火をつけ熱く取り組み、
軌道に乗れば何かが見えてくる
③最近感動したこと：娘が中学の教員になったこと
④最近失敗したこと：掃除用で使っていた歯ブラシで
歯を磨いてしまった

運 動 継 承

事業団体職員・労福協役員へ

贈る言葉

杉山直樹 氏

労働金庫からユニオントラベル
に出向、派遣。2017年6月か
ら 2021年 6月まで総 務 部 長
兼 保険部長。

皆さん、こんにちは。浜松地区労
福協で事務局長を仰せつかっており

静岡ユニオントラベルの歴史〈その1〉

ますヤマハ労働組合の守重と申しま

（株）
静岡ユニオントラベル設立へ

す。
私は２０１２年にヤマハの拠点統

1986 年 11 月、県労福協は労働者福祉に関する 1 万人アンケートを実施し、各福祉事業団体の事業認

合により埼玉から単身で浜松に移り

知や理解度を図るとともに、新たに設置を求める事業についての調査を行いました。この調査の結果、

住み、早いもので 9 年になります。
今では浜松での暮らしにもすっかり

保養施設・スポーツ施設の建設希望とともに、旅行企画の要望も多く寄せられました。こうしたこと

慣れましたが、転勤当初は周囲に知

を受けて、県労福協では第 25 回定期総会 (1987.6.23 開催 ) において新事業設立方針を掲げ、勤労者総

り合いもなく、家族とも離れて孤独

合福祉施設の建設と合わせてトラベル事業計画が提起されました。

な日々を過ごしながら、一日がとて

この時期、全国的にはすでに 26 の勤労者旅行会が設立されており、横断組織として全国勤労者旅行

も長く感じていたことを覚えていま

協会が組織されていました。そのため、県労福協においてこれらへの視察、講演の依頼やアドバイス

す。転勤から 2 年、そんなネガティブな気持ちを

ド演奏やキャラクターショー、バトントワーリン

変えてくれたのが労働組合の仲間であり、労福協

グなど盛りだくさんの内容で地域の方にも大変喜

をはじめとする福祉事業団体の皆さんです。活動

ばれています。毎年 15,000 人を超える来場者の

を通じてさまざまなことを経験し、他労組の方々

もと、浜松地区労福協最大のイベントとして企画・

との交流を深めていくことで多くのことを学び、

開催に力を入れています。残念ながら昨年はコロ

皆さんには本当にいろいろと助けていただきまし

ナ感染拡大の影響により中止としましたが、開催

た。今では自分自身のモチベーション向上にも繋っ

を楽しみにしている皆さんの期待に応えられるよ

事業団体（労金、労済）
、労働団体（県評、同盟、中立）により設置され、また実務担当会議として「旅

ており、自主福祉運動の重要性を感じながら、や

う、委員会メンバー一同、次回の開催に向けて知

行 事 業 企 画 委 員 会」も 設 け ら れ ま し た。そ の 後、各 種 会 議 に て 検 討 を 重 ね、労 福 協 定 期 総 会

りがいを持って楽しく仕事をさせていただいてい

恵を出し合っているところです。

を受けるなど、旅行事業の具体化に向けて準備作業をすすめました。
こうした中で、1987 年度の事業方針に基づき事業具体化の第一歩として、労福協が企画主体となっ
て旅行事業計画をまとめ、実施は民間の旅行会社に委託しながら実績づくりをはかる一方で、旅行業
務資格者の確保と法人設立の準備をすすめました。
翌 1988 年の県労福協定期総会 (1988.6.27 開催 ) においては「旅行事業部設立準備委員会」が県労福協、

（1989.5.23 開催）で設立と拠出金の承認を受けました。
設立にあたっては他の勤労者旅行会がそうであったように、社団法人、財団法人、生活協同組合といっ

ます。
それでは活動のご紹介をします。浜松地区労福

た形態を想定して検討を重ねましたが、認可手続きに多大な時間を要することや業務範囲の制約が多

協では、制度政策委員会・企画委員会・まつり実

いことなどから、株式会社として設立することを選択しました。形式的には株式会社ですが、事業団

行委員会の 3 つの委員会を中心に活動しています。

体や労働団体からの拠出を受けて、事業運営や行動においては協同組合としての理念を堅持していく
ことを確認しています。
最後に、このような私たちの活動を一人でも多
くの方々に知っていただき、見ていただき、そし
て理解していただくことが連帯・協同で安心・共
生の福祉社会に結びついていくものと感じていま

14

こうして、1989 年 7 月 4 日設立総会を開催、
7 月 20 日には設立登記が完了、8 月 31 日には
静岡県知事の旅行業認可を受けて事業をスター
トさせました。

す。それには私たちの活動をより多くの方に「伝

会社の事務所は県労福協事務所の一部を借用

各委員会ではそれぞれの役割や機能の充実を図る

わるよう伝えていく」ことが必要と考えます。活

し、当時労福協会長であった故粟倉義久氏が初

とともに、福祉と暮らしのセミナーや生活支援カ

動を進めるにも困難な状況が続いていますが、伝

代社長に就任したほか、労働団体、各地域労福

ンパ、働く人の総合的な福祉向上に向けた要望書

えることに工夫を加え、私たちの活動に対する理

協及び事業団体から役員を選出、資金の拠出を

の提出、浜松市長との懇談などを実施しています。

解者を増やしていけるよう、事務局長の立場とし

また、恒例の労福協まつりでは、業者や労組によ

て今後も努力をしていきたいと思っています。今

受けました（うち資本金 2 百万円）
。

る出店や、子ども広場、ステージではジャズバン

後とも宜しくお願いいたします。

Rofukukyo 2021 Summer

※過去の資料が十分に保存されていないこともあり、一部記述については正確性を欠く部分が含まれている可能性があります。
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掛川地区労福協

地域・地区労福協活動紹介

カーブミラー清掃
掛川地区労福協
では社会貢献活動

654台のカーブミラーを清掃しました。清掃中にご近所の方か
ら「ご苦労さまです」と声を掛けられるなど、清々しい気持ち
で清掃ができたとの声も参加者から聞かれました。

月

ブミラー清掃を例

が、11時半頃になり携帯が繋がり「任された担当エリア、全部

年実施していま

をまだ清掃しきれていません！」と。いやいや、なんて熱心な

今年度はコロナ禍でも開催できる「丼ぶり」販売を実施し

す。去る5/29（土）、

んでしょう。時間になったら戻ってきて良い、という指示を聞

ましたが、早くコロナが終息して通常のイベント開催が出来

曇り空の中でした

き洩らしたようではありますが、その社会貢献に対する真摯

るよう日常を取り戻すことを切に願うばかりです。

が本年度は65名が

な姿勢に感動さえも覚える出来事でした。

集 ま り 、参 加 者 の

労福協活動全般、コロナ禍で制限がある中ですが、環境を見

マスク着用と手指

定め、対策を講じて出来る手段を模索しながら、活動を停滞さ

消 毒 、清 掃 道 具 の

せないよう今後も努めていきたいと思います。

４月２５日（日）小笠山総合運動公園エコパ第９駐車場で
は新型コロナウイルス感染症の予防対策に万全を期して、来
場者には記名・計温・消毒・マスクの着用等をお願いし、心地

禍に配慮した形で掛川市内のカーブミラー清掃を実施しま

良い春の日差しの中、連合中遠地協メーデーに引き続き、飲

した。

食店応援事業として みんなで飲食店を応援しよう を合言
葉に「丼まつり」を開催しました。

なりカーブミラーは減少傾向であり、65名の参加者を23チー

イベント内容は中遠地域（袋井市・森町・磐田市）の飲食店

ムに分け、広域に分散しての清掃作業となりました。9時の開

28業者に800円相当のテイクアウトの丼ぶりを各50食、計

始から作業時間は2時間程度、11時を目途に実施し、全部で

1,500食ご用意いただき、ワンコイン500円で販売、その販売を

8

木

18:00

24

土

4時間程度

24

1

月

土

9

9：30〜
12：30
4時間程度

催事
（イベント）

会場
（場所）

オリンピック・パラリンピック
小山町
コースサポーター 自転車競技会場
無料法律相談

北駿地区労福協

どなたでも・無料
15歳以上

小山町

御前崎市久々生海岸

会員/無料

小笠南地区労福協

富士サファリパーク

大人1，
000円
小人500円

磐田地区労福協事務所

オリンピック・パラリンピック
小山町
コースサポーター 自転車競技会場

10：00〜

28

9：30〜
12：30

無料法律相談

磐田地区労福協事務所

10：30

LSCセミナー

掛川市生涯学習センター

25 土

9：30〜
12：30

富士サファリパーク
現地集合ツアー
無料法律相談

富士サファリパーク
磐田地区労福協事務所

備

地域・地区労福協活動紹介

北駿地区労福協・ベネフィ駿東コラボイベント
北駿地区労福協・ベネフィ駿東コラボイベント

考

裾野地区労福協

連合中遠地協
磐田地区労福協

28 土

9：00〜

催

小山町

富士サファリパーク
現地集合ツアー

12 日

主

15歳以上

海岸清掃

土

参加資格・参加費など

裾野市民文化センター

8：30〜

日

11 土

月

とが出来ました。

す る な ど 、コ ロ ナ

25 日

8

食店の皆さまにも売上に貢献でき様々な方の笑顔を見るこ

携帯も繋がらず、事故でも起こしたかと心配になりました

チームを少人数に

裾野地区労福協
第42回定期総会

提供した丼ぶりは「うなぎアナゴ丼」や「ローストビーフ
で完売し、来場された方には低価な「丼ぶり」を提供でき、飲

てこないハプニングが…。

「中遠地域労福協まつり」が２年ぶりに開催されました。当日

開催時間

協が補助）
丼」
・
「中華」に「和食」と28食様々で、大盛況のうちに僅か70分

消 毒 、清 掃 作 業

日 曜日

労福協がお手伝いするというイベントでした。
（300円を労福

の一環としてカー

地域・地区労福協の活動予定

7

「丼まつり」を開催

1チームのみ、終了予定時刻の11時を過ぎてもなかなか戻っ

市街地の道路整備が進んでいる昨今、道路の見通しが良く

月

地域・地区労福協活動紹介

磐田地区労福協

問合わせ先 北駿地区労福協
☎0550-70-9915
1組30分どなたでも無料 完全予約制
お問合せ先 磐田地区労福協 ☎0538-32-2706

「外でご飯 or テイクアウト」
北駿地区労福協では年６月１日（火）より「外でご飯orテイク
アウト」と題し、特別クーポン券で地域飲食店の食事やテイ

問合わせ先 北駿地区労福協
☎0550-70-9915
募集人員50名になり次第締切り
お問い合わせ先 小笠南地区労福協

クアウトができる補助事業を「ベネフィ駿東」と共同で実施
☎0537-28-9566

静岡地区労福協

参加者の代表者は労福協会員であること
問合わせ先 静岡地区労福協 ☎054-269-4618

どなたでも・無料

連合中遠地協
磐田地区労福協

1組30分どなたでも無料 完全予約制
お問合せ先 磐田地区労福協 ☎0538-32-2706

どなたでも・無料

労働者福祉基金協会
東遠地域労福協
（後援）

演題：人生に
「もう遅い」
はない
講師：若宮 正子氏

地区労福協会員とその家族
大人1000円 小人500円

田方地区労福協

お問合せ先 田方地区労福協
お申し込多数の場合は抽選

どなたでも・無料

連合中遠地協
磐田地区労福協

1組30分どなたでも無料 完全予約制
お問合せ先 磐田地区労福協 ☎0538-32-2706

しています。
「ベネフィ駿東」とは正式名称を「公益財団法人 駿東勤労者福
祉サービスセンター」といい、御殿場市、裾野市、長泉町、小山
町の中小企業で働く方々に、福利厚生を行っている団体で
す。今回のコラボイベントのような、割引あっせん事業の他、

☎0558-99-9800

レジャー、健康維持・増進、カルチャー教室など事業内容は多
岐にわたり、中小企業で働く方々のために積極的な事業展開
をしています。
北駿地区労福協では、会員構成員へのコロナ応援や地域店舗
への支援、労福協が支援している「ベネフィ駿東」の認知度向
上を目的として、今回「ベネフィ駿東」とコラボすることにし
ました。

16
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対象の飲食店は、御殿場市１２店舗、裾野市８店舗、長泉町５

ます。

店舗、小山町２店舗の合計２７店舗で、すべて「ベネフィ駿

このイベントを通じて、労福協の会員構成員に「ベネフィ駿

東」の会員です。ほとんどの店舗がテイクアウトOKですの

東」を知っていただき、更には、
「ベネフィ駿東」を中小企業で

で、コロナの感染が心配な方も安心して利用ができると思い

働く知人・友人へ紹介していただければと思います。

Rofukukyo 2021 Summer
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■ニュースでコロナ禍による学生の生活が大変厳しい

■シトラスリボンについて最近知りました。静岡ろう

状況にあると知りました。何か協力できる事があれば

きんが賛同されているとあり安心感や信頼感が増えま

と思っておりました。フードバンクふじのくにや生協

した。生協連やろうきんの社会貢献活動はすごく評価

の静岡県立大への缶詰の寄付の活動を知り感動しまし

されることだと思います。若い方々にもぜひ知って欲

た。

しいと思います。

静岡市

山下様

静岡市

中村様

■日詰さんの記事が印象的でした。NPO法人というと

■初めて読みました。介護福祉士として働いています。

どんなことをされているのかどこと連携されているの

安心、共生の福祉社会をつくろうという労福協だより

かなど一般的に知られていないのではないかと思いま

の表紙のメッセージがいいですね。

島田市

太田様

す。コロナ禍で制限された中でも意欲的に活動されて
いる事業所を範例など知りたいと思いました。
富士宮市

中村様

■コロナ禍の中にあっても、各地域・地区労福協が色々
と工夫を凝らし事業を実施されていることを知りまし
た。様々な制約があり十分な活動をすることが難しい
かもしれませんが、引き続き地域地区民のために頑
張って頂きたいと思います。

藤枝市

河村様

https://shizuoka-rofukukyo.jp
あなたも労福協だよりにご意見、ご質問を
お寄せください。 掲載させていただいた方
には粗品をプレゼント！

静岡ユニオントラベル
サンリオピューロランドチケット斡旋のご案内
有効期間
特別前売料金
2才以下のお子様は無料

2,000円を

2021年7月17日
（土）
〜9月30日（木）

※有効期間中、休館日がありますのでご注意ください
→9/1・2・8・9・15・16

ゲットしよう！

パスポート

（入場+フリーアトラクション）
大人（18才〜64才）￥3,300（平日）￥3,900（休日）
小人・シニア（3才〜17才・高校生・65才〜）
￥2,500（平日）￥2,800（休日）

ホームページからの
応募も可能です

¥2,000

■締 切 日 ２０21年8月20日
（金）
まで [ 消印有効 ]
■記載項目 ①お名前 ②電話番号 ③郵便番号と住所
④クイズの答え ⑤メッセージ
〒４２０−０８５１ 静岡市葵区黒金町５−１
応募先
「県労福協だより編集係」FAX ０５４−２７３−３１１０

制限無し

①下記記入後、
ＦＡＸ
（０５４−２０３−６８７８）にて
お申込み方法 お申込み。７日以内（土日を除く）に請求書・チケット
を同封して組合事務所へお送りします。
※５枚以上は送料無料になります。
（４枚以下は送料実費）
②５枚以上は送料無料になります。
（４枚以下は送料実費）
。
販売期間終了後、チケットを返却して頂ければ、後日請
求書をお送りします。専用申込書が有りますので、電話にてご相談ください。

9月10日（金）まで販売中

サンリオピューロランドでは、パーク内のキャパシティ制限を行うため、
事前にご来場日の予約が必要となります。
詳しくはサンリオピューロランド公式ホームページでご確認ください。
株式会社 静岡ユニオントラベル HP http://www.union travel.co.jp

当選者

答えをA・B・Cの中から選んでいただき、ハガキ・FAX・E-mail の何れかでご回答ください。
正解者の中から、抽選で５名様に２，
０００円のギフトカードを差し上げます。また、
ご意見・ご感想等をお寄せいただき、掲載させていただいた方には粗品をプレゼントします。

★大・小人・シニア共通1名様料金

販売枚数

応募総数67通の内、正解者の中から
❶県労福協第59回定時社員総会の議長は？
抽選した結果下記の方々が当選され
A:森重氏 B:守重氏 C:盛重氏
ました。おめでとうございます。
❷小笠山総合運動公園エコパで開催された
クイズ 前回の答え
中遠地域労福協のイベントは？
（１）A：卒煙証書
A:丼まつり B:カツ丼まつり C:雛まつり
（２）C：8 地域
❸静岡県労働金庫が「フードバンクふじのくに」に寄付をしました。寄付した金額は？
（３）C：5 種類
A:1,941円 B:1,941,496円 C:496万円

電話054-203-6877 FAX054-203-6878

担当：山下

© 21 SANRIO CO., LTD. S/D
著作 株 サンリオ

○浜 松 市 鳥居 千晴様
○焼 津 市 村松 嘉乃様
○静 岡 市 吉川由美子様
○島 田 市 伊藤 清実様
○藤 枝 市 横井 孝 様
藤 枝 市 丸山 瞳 様

クイズの答えはメッセージにお願いします。

応募する をクリック
E-mailは労福協ホームページの応募するをご利用ください。

志太地区労福協事務所の紹介
・住所 藤枝市田中3-7-45 藤枝市勤労青少年ホーム内
・電話054-645-2333 ・FAX054-645-2344
・JR西焼津駅より北へ車で５分、藤枝西高校より東へ徒歩５分
・事務所のあいている時間 平日9:00〜17:00
・昨年１０月より榛南地区労福協が移転してきました。志太榛原地域労働者福祉協
議会内に、志太地区労福協と榛南地区労福協事務所があり、労福協の業務の他
に、藤枝地区・焼津地区・榛南地区退福共、
しだはい地区ろうきんグリーン友の会の
業務を行っております。
また、連合静岡志太榛原地域協議会、
ライフサポートセンター
しだ・はいばらの事務所となっております。
こちらの事務所では、毎月、無料法律相談
の会場になっていたり、
また電話相談や各団体の打合せ等に使用されております。

Rofukukyo 2021 Summer
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