静岡県労働者共済生活協同組合 第66 回 通常総代会
こくみん共済 coop 静岡推進本部
第4 回 組合員代表者会議 開催報告
2021年 7月 29 日（木）静岡市葵区のホテルアソシア静岡において、静岡県労働者共済生活協同組合 第 66 回 通常
総代会、こくみん共済 coop 静岡推進本部 第 4 回 組合員代表者会議を開催いたしました。昨年に引き続き、通常
総代会および組合員代表者会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「三密」とならないよう規模を縮
小して開催いたしました。
議案審議・付議事項はすべて提案どおり満場一致で承認されました。

鈴木 隆博
本部長挨拶の要旨
１．まだまだ続く感染拡大、そして自然災害。
新型コロナウイルスの国内での感染者が出て早1年半となりました。
ワクチン接種が進む一方で、感染は拡大し、オリンピック・パラリンピッ

ロッキー奨学金授与式を開催

ク開催後の影響も含め、先行き不透明な状況が続いています。この間、
皆さまにはご不便をおかけしていることもあるかと思いますが、今後
も感染対策を徹底しながら、日々の業務に励んでいきます。
また、7月には静岡県東部を中心に豪雨災害が発生しました。とりわ
け熱海では、土石流による大きな被害が出ています。懸命の捜索が行
われる中、亡くなられた方、避難生活をされている方々もおられます。

「ロッキー奨学金」は、静岡県労働金庫の会員（県内の

心から、お悔やみとお見舞いを申し上げます。

労働組合など）が拠出して２０１０年６月に創設した
「地域役立資金」の内、県労福協が管理している 人づく
り資金 を活用し『将来社会に貢献する人物を育成、支
援したい』という願いが込められた奨学金制度です。
この奨学金の対象者は、静岡県内に在住もしくは企
業などに勤務する勤労者の子弟で経済的支援が必要と
認められる学生で、いずれの学生も各大学から推薦い
ただいた優秀な方達です。

今回の授与式は、昨年に引き続き、新型コロナウィル
2021年7月27日、第18回ロッキー奨学金授与式が
ALWFロッキーセンター大会議室で行われました。
昨年から続く新型コロナウィルス感染拡大による影

ス感染防止のため、検温、アルコールによる手指の消
毒、マスク着用の上、参加者を各大学から推薦された代
表者1名に絞り実施しました。

日本生協連が創立 70 周年を迎えたことを機に、今年 3 月に、7 月

による被害も多数出ています。これから本格的な台風シーズンを迎え

30 日は「消費生活協同組合の日」として登録されました。遡れば、終

ることになりますが、「もしもの時の備え」を考えていただくことが、

戦から 3 年経った 1948 年 7 月 30 日に「消費生活協同組合法」が公

私たちの思いです。皆さまの組織として、地域として、個人としての

布され、さらにその 3 年後の 1951 年に日本生活協同組合連合会（会長・

備えを、改めて点検していただきますようお願い申し上げます。

賀川豊彦氏）が設立されました。日本生協連は、この登録を機に、改

２．保有口数は２年連続、純増を確保。

明るい未来の実現をめざしていく」としています。

せんでしたが、こくみん共済は、リニューアルから 2 年目となり制度
改定効果も薄れつつある中で、件数・口数ともに昨年比で増加（+966 件・
+81,155 口）となり、自賠責共済は、件数・口数ともに目標を達成し
ました。
また、「保有実績」では、件数はマイナスとなりましたが、口数はこ
くみん共済を中心に、マイカー共済、自然災害共済などが増加し、期
首と比較して +304,672 口となり、2 年連続で「純増」を確保しました。

響で、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減等学生生

県労福協池冨彰理事長より、各学生に目録が渡されま

2021 年度は、中期経営政策 New-Zetwork の最終年度となります。

活にも経済的な影響が顕著となっております。更なる

した。

静岡推進本部として「組合員に寄り添い、深く・長く・広く」というキャッ

状況の悪化に伴い、大学を中退せざるを得ないような

県内9大学45名の奨学生を代表して、静岡産業大学

事態も想定され、今年度は、昨年度に引き続き、給付対

及び静岡県立大学の奨学生から「ご支援を頂いたこと

象人数を拡大して支援することが3月19日に開催され

に恥じぬよう、最後まで真面目に学生生活を送り、就職

た県労福協理事会で決定されました。毎年各大学３名

後も立派な社会人として自立できるよう努力いたしま

の枠でしたが、今年度についても、昨年に引き続き、各

す」と謝辞をいただきました。

大学６名に拡大しました。また、少しでも早く奨学金を
学生に授与するために、例年より募集時期を早めまし

2

Rofukukyo 2021 Autumn

３．7 月 30 日は「消費生活協同組合の日」。

今年も、全国的に見れば福島沖・宮城沖の地震や、冬期の風雪や凍結

静岡推進本部の「新規契約」の件数・口数は、目標達成には至りま

た。

今年も、昨年同様に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のひとつとして、
規模を縮小して開催しました。

チフレーズを掲げ、たすけあいの輪を結び、広げていく取り組みを推
進していきます。

めて生協の原点を見直し、
「今後も、全国の生協とともに、つながる力で、
私たちもその一員として、助け合いの組織である「生協」について、
「保
障」の立場から、これまで以上に「思い」を広く社会に伝えていかな
ければなりません。こくみん共済 coop の「みんなでたすけあい、豊
かで安心できる社会づくり」という理念は、社会や経済がどのように
変貌しようとも不偏です。設立時と現代では、時代背景にも違いがあ
ることは言うまでもありませんが、受け継がれるべき歴史的な経緯は
踏まえつつ、新たな時代の価値観に対応できる事業の推進、組織運営
を目指しながら、成果につなげていくことが大切であると考えます。
コロナ禍により、通常の組合活動・地域での取り組みも苦慮されて
いる状況かと思いますが、皆さまからのご意見・ご要望を賜りながら、
今年度も理念の実現に向けて、皆さまとともに一歩、一歩、歩を進め
て参る所存です。引き続きのご理解ご協力をお願い申し上げます。

なお、奨学金（20万円：返還不要）は各学生が指定され
た静岡県労働金庫の口座に7月27日に振込みました。

議長席・演壇・司会席にはアクリル板を設置しました。
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大切な「あの人」。あなたは誰を思い浮かべますか？

静岡県生協連
第56回通常総会を開催しました
6 月 25 日（金）、静岡市産学交流センターにて代議員 49 名（実出席 5 名・
書面出席 44 名）のもと開催されました。コロナ禍のため、昨年に引き続き
感染予防対策上代議員出席人数を制限し、書面による出席も位置付けて
いただきました。提案された議案はすべて満場一致で可決されました。

議案の採決
第 1 号議案 2020 年度事業報告、決算報告承認の件 満場一致で可決

風の電話

「TOMOSHIBI プロジェクト」始動
2011 年 3月11日、東日本大震災が発生しました。あの日、
あのとき、

2020 年 1 月、この電話をモチーフにした映画「風の電話」が製

みなさんはどのように過ごされていましたか？あの日から 10 年。被災

作されました。特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会は、

地は一歩ずつ復興に向かって歩いています。しかし、いまだ行方

震災を忘れず、被災地に寄り添い応援を続けるため、遠く静岡の

不明の方がいます。大切な人の死を受け入れられずに暮らしている

地からできる取り組みとして、静岡県内で映画「風の電話」上映

人がいます。

会を実施する「TOMOSHIBI プロジェクト」を立ち上げました。

一緒にいることが当たり前だった「あの人」。あの人ともう一度話

上映会の実施に向けて、一般社団法人静岡県労働者福祉協議

がしたい、さよならを伝えたい…。そんな思いから生まれた 電話

会、公益財団法人静岡県労働者福祉基金協会など 9 団体からな

が岩手県大槌町にあります。

る「TOMOSHIBI プロジェクト実行委員会」を組織し、企画・運

「風の電話」と名付けられたその電話に電話線はつながっていま
せん。しかし、 天国につながる電話 として、東日本大震災以降

営に多大なるご協力をいただきました。この場を借りてお礼申し上げ

第 2 号議案 2021 年度活動方針、予算承認の件

満場一致で可決

第 3 号議案 役員選任の件

満場一致で可決

第 4 号議案 役員報酬決定の件

満場一致で可決

第 5 号議案 定款変更の件

満場一致で可決

メッセージをいただいた皆様 （敬称略）
（行 政 関 係 の 皆 様） 静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課、静岡市市民局生活安心安全課
（県議会会派の皆様）ふじのくに県民クラブ、公明党静岡県議団
（友 誼 団 体 の 皆 様） 静岡県原水爆被害者の会、静岡県労働者福祉協議会、静岡県消費者団体連盟
2021 年度役員体制
■会長 稲垣滋彦（代表理事） ■副会長 鈴木隆博 ■専務理事 飯田知男
（代表理事）
■常務理事 中村範子・望月美可
■理事 神谷 昇・佐宗健二・清水久美子・芹澤潤二・寺西道治・中村千須子 ・棟田光彦・藤﨑 稔・増田勝俊・望月静子
■監事 遠藤さとみ・長谷川民樹
退任された役員

ます。

多くの方が訪れ、会えなくなった「あの人」に想いを伝えています。

尾上友宏（静岡県教職員生協 前理事長）・丸山晃弘（静岡大学生協 前専務理事）・佐藤順一（パルシステム静岡 常務理事）

県民生活課・静岡県生協連連絡会を開催しました

「TOMOSHIBI」に込められた思い
プ ロ ジ ェ ク ト 名 の「TOMOSHIBI」は、Tohoku、Movie、
Shizuoka、Bind の頭文字で、東日本大震災をモチーフに制作された

日時

２０２１年７月３０日（金）１５時００分〜１６時２０分

会場

ALWF ロッキーセンター大会議室（静岡市葵区黒金町）

出席者

映画によって被災地東北と静岡を結びつけたい、時間の経過とともに
消えゆく灯り
（記憶）にもう一度灯りをともし（思い出し）消えること
（風化）

（県民生活課）若月課長・山島事業者指導班長・鈴木消費者支援班長・楠主査・内藤主査

を防ぎたい、暗闇（災害）の中で光る灯り（教訓）を道しるべに南海

（県 生 協 連 ） 稲垣会長・鈴木副会長・飯田専務・中村常務・望月常務・清水理事・中村理事・藤﨑理事・棟田理事・望月理事・
遠藤監事・山田事務局長

トラフ沿いでの地震へ備えてほしい、という 3 つの思いが込められてい
ます。
上映会は、静岡市の「ふるさと応援寄附金等による NPO 等指定寄
附 事 業」として、全 国 のみなさまから 47 万 円のご 寄 附を、また
TOMOSHIBI プロジェクト実行委員会のみなさまからも多くのご寄附を
いただき、静岡県内の 5 か所で実施することができました。
そして上映会では、中川優芽さん（元釜石市地域おこし研究員）
による防災講話や風の電話を作った佐々木格さん（ベルガーディア鯨山
主宰）
、東梅守さん（岩手県大槌町議会議員）、八木澤弓美子さん（お
おつちこども園園長）からのビデオメッセージもあわせて上映しました。
ご参加いただいたみなさまからは「言葉に表せないほど感動した」
「静
岡も他人ごとではない。明日は我が身と思って備えたい」などの感想が
寄せられました。
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佐々木さんからのビデオメッセージ（浜松会場）

明日にそなえ、未来につなぐ
いつの日か発生する南海トラフ地震。静岡県では津波防潮堤などの
整備が進められていますが、災害による被害を減らすためには、一人
ひとりの防災意識向上が不可欠です。
災害は決してテレビの中のできごとではありません。
「大変だ」から
一歩踏み込み、災害を「自分事」として捉え、家族や地域にあった
備えを進めることが大切です。
もう 10 年。まだ 10 年。感じ方はそれぞれです。静岡県ボランティ

議事内容
1. 稲垣会長と若月課長より冒頭あいさつがあり、県民生活課・楠主
査から、現在策定中の静岡県消費者基本計画（骨子案）について
の説明がされました。報告に対し、消費生活相談の状況、インター
ネットやテレビなどでの通信販売による被害の状況や対策、消費
者教育の担い手の確保、家庭内での消費者教育などについて質問
があり、県民生活課より回答がされました。
2. 会員生協の事業の状況や特徴的な取り組みについて報告されまし
た。県民生活課から各生協が取り組んでいる SDGs の活動につい
ての質問があり、回答されました。

ア協会は、この 10 年間の歩みを明日へ、そして未来へつなげます。
Rofukukyo 2021 Autumn
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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
10/8 【 菊地流・魅力的人生のススメ 】 11/6
菊地 幸夫 さん （土）
（金）

【 幸せに生きる 100 の知恵 】
葉 祥明 さん

弁護士。日本テレビ「行列の
できる法律相談所」及び「スッ
キリ」をはじめ数本の番組に
レギュラーとして出演。弁護
士業務の傍ら体力作りにも勤
しみ、各地のトライアスロン
大会へも出場。地元小学生の
バレーボールチームの監督等
も務めている。

【時間】13:30 〜 15:15
申込

絵本作家、画家、詩人。やな
せたかし氏に「空気を描く画
家」と評され、
「詩とメルヘン」
へ の 掲 載 で 知 ら れ る。『地 雷
ではなく花をください』など
をはじめ、人間の心を含めた
地球上の様々な問題をテーマ
に創作活動を続ける。北鎌倉
と阿蘇に美術館がある。

【会場】あざれあ（静岡市）【募集】各回 140 名（先着順）

ライフサポートセンターしずおか中部事務所

TEL：054-270-3963

【 知っておきたい相続の話 】
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解説します。

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

【 無料法律相談会 】

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 静岡市））
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：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 静岡市）
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中部事務所
TEL：054-270-3963 FAX : 054-272-0014

【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

≪ 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）】（電話は平日 9:00 〜 17：00）
○来場時のマスクの着用と消毒、検温にご協力下さい。状況により延期・中止となる場合があります。

●「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。

静岡県労働者福祉基金協会
ＡＬＷＦロッキーセンター
静岡県勤労者総合会館３階

TEL 054-273-3000 FAX 054-272-7326

Rofukukyo 2021 Autumn

申込

【会場】沼津労政会館 【募集】60 名（先着順）

【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

弁護士が法律に関するご相談に応じます。（約 1 時間）
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【時間】13:00 〜 14:45

FAX：054-272-0014

定額制おこづかいの使い方をゲームで体験します。

静岡市葵区黒金町5-1

弁護士。1977年静岡県生まれ。先天性緑内障 12 歳で失明。慶應義塾大学法学部卒業
後、慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）へと進み、2006年司法試験に合格。
趣味はマラソン。著書「全盲の僕が弁護士になった理由〜あきらめない心の鍛え方」
（日
系 BP 社）は、2014 年、松坂桃季さん主演でドラマ化され反響を呼んだ。その他「コ
ロナ危機を生き抜くための心のワクチン一全盲弁護士の知恵と言葉」
（ワニブックス）
など多数ある。

【 脳いきいき講座 】

【 おやこおこづかい教室 】

〒420-0851

【 全盲の僕が弁護士になった理由 】
大胡田 誠 さん

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東部事務所
TEL：055-929-9820 FAX : 055-929-9825

公益財団法人

11/13
（土）

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。

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）

■問合せ先

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

ヒロシマのピアノ 〜広島の被爆ピアノが奏でる平和の音色〜 / 7 月 31 日 あざれあ（静岡市）
1945 年 8 月 6 日、広島に投下された原爆で被爆したピアノによる演奏会「ヒロシマのピアノ」を開催しました。演奏会は、被爆ピア
ノを通じて平和を考える機会として 2016 年から行うものです。ピアノは 1932 年のヤマハ製で、爆心地から 1.8 キロの民家で被害を受
けた ミサコのピアノ で、2005 年に持ち主であった女性から調律師の矢川光則さんに託されたもの。できるだけ当時のままの状態
で音が出るように修復され、爆風でできた傷やへこみ、ガラス片が突き刺さった跡が残されています。この日は、矢川さんの被爆ピ
アノの講和と、ソプラノ（大島久美子さん）ピアノ（森須奏絵さん）による演奏 9 曲を披露。その歌声やピアノの音色に聞き入り、
涙する方も多く見られました。音に願いを込めて、ピアノはこれからも平和の大切さを伝え続けていきます。

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 Autumn
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地域の仲間と楽しく充実した人生を創造していきましょう

退福協

新しい仲間と新しいこと はじめませんか

会員募集中!

この会は「退職者福祉協議会」といい、定年退職を迎えられ
た後、
「相互扶助」の精神を基本に < ろうきん > や < こくみ
ん共済 coop> などの福祉事業団体との生涯取引を利用する
事により、定年退職後においても、元気で、楽しく、健康で「生
き甲斐ある生活」を営むことを目的に設立された共済団体です。

加入資格
<ろうきん > に年金振込指定、または 100
万円以上の定期性預金 ( 個人国債や投資
信託含む) 契約のいずれかがある方。但し、
新規加入は80歳までの方となります。

ろうきん
会員募集中!
グリーン友の会
「ろうきんグリーン友の会」とは ?
< ろうきん > や < ライサポ友の会 > の支援のもと、家庭の主
婦や働く女性の相互の交流・親睦をはかり、健康で明るい生
活を送るために、様々な活動を自分たちで企画・実施している
女性だけのグループです。

特典は？
・ライサポ友の会行事補助金対象の
親睦旅行等にて補助があります。
・退福協慶弔共済に加入します。

会費 ( 年会費 )
年会費 1,500 円
※年会費の中に、慶弔共済 ( こくみん共済 coop) の掛金
を含みます。
※新規加入時のみ、年会費に加え、こくみん共済 coop
出資金として 1,000 円が必要となります。

加入資格
ろうきんに普通預金口座を持つ女性
ならどなたでも入会できます。

特典は？
県連絡会主催行事 ( 観劇ツアー・日帰りグルメツアー等 )
については < ろうきん > に一定の取引のある方に対して、
ライサポ友の会より補助があります。
※一定の取引のある方とは、ろうきんに年金振込指定か
給与振込指定、又は定期性預金 ( 預かり資産含む )
100 万円以上の預け入れのある方。

会費 ( 年会費 )
年会費は、500 円〜 1,000 円 ( 地区により若干異なります。

各地区の活動は、ライサポ友の会ホームページ
◆退福協・ろうきんグリーン友の会へのご加入に関する
ｈｔ
ｔｐs//：ｗｗｗ．
ｌ
ｉ
ｆｅｓｕｐｐｏ．
ｊ
ｐで確認できます。 お問い合わせは、お近くの〈ろうきん〉各支店までお願いします。

静岡地域（静岡地区・清水地区）グリーン友の会活動報告
2021 年 7 月 3 日（土）に、静岡地区グリーン友の会・清水地区グリーン友の会共催で、ホテルアソシア静岡にて
『日帰りグルメツアー』を開催し、静岡地区 63 名、清水地区４１名の計１０４名の会員が参加しました。
新型コロナウィルス感染防止を図るため、参加される方に２週間前からの体調確認、受付時の検温・健康チェックへの協
力をお願いしました。また、会場はテーブルへのアクリル板の設置、換気の徹底、注意喚起のアナウンス等、ホテル側に
感染防止を徹底いただくことで無事開催することができました。
『日帰りグルメツアー』では、
テーブルに設置されたアクリル板越しではありましたが、楽しく会話しながらホテルのフルコー
スを堪能することができました。参加された方からは「久しぶりに仲間に会えて良かった。」等、感謝の言葉が沢山寄せられ、
楽しく交流を深めることができた、とても良い会とすることができました。
また、当日は参加者の皆さんから新品のタオルを提供いただきました。タオルは静岡地区グリーン友の会は７月２８日（水）
に小鹿病院へ寄贈し、大変喜んでいただくことができました。尚、清水地区グリーン友の会は現在寄贈先を選定中です。
今後も、静岡地域グリーン友の会では、交流を通じて会の活性化を図ると共に、コロナ禍において奮闘されている福祉・
医療施設などへの寄贈等、社会貢献活動にも力を入れて取組んでいきます。

12
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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.42

サイトウ

齋藤

カツヒト

勝人

伊東熱海地区労福協
事務局長

①趣味：ウォーキング、
燻製作り、家族でバーベキュー
②モットー：他人からのアドバイスは耳に痛い言葉ほど
真摯に聞くようにしています。
③最近感動したこと：３歳の娘が色々しゃべれるように
なってきたこと。
④最近失敗したこと：生のトマトが苦手なのですが、
３歳の娘に好き嫌いはダメよ、
と説教されたこと。

運 動 継 承

杉山直樹 氏

事業団体職員・労福協役員へ

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。

贈る言葉

フードバンクふじのくに支援の取り組みも行って
います。
特に花の種の寄贈事業については、私にも小学
生の娘と息子がおりまして、もらってきた種を自
宅の花壇に植えて、毎日楽しみに眺めているのを
みると、本当にいい事業だな、と親目線でも感じ

事業創成から拡大へ
1989 年 9月1日より事業を開始した㈱静岡ユ

株式会社においては 1,000 万円の最低資本金が

ニオントラベルは、初年度こそ赤字でのスター

必要とされたことから、95 年 7 月に増資を行

て行ってくれるのかな、と家族でわくわくしなが

トでしたが、新たな事業を成功させようとい

い資本金を 1,000 万円としました。

ら待っていたものでした。

う労働団体、事業団体の支援によって、2 年

旅行業務は宿泊を中心としたあっせん業務

度目からは順調に売り上げを伸ばすことがで

から、バス旅行や会議手配等へと徐々に取扱

き、利益も確保できる状況になりました。当

内容が変遷していくことになりました。同時

時の主な事業は、旅館・ホテルの斡旋、団体

に、97 年 8 月からはＵＣギフトカードの販売

旅行、観劇ツアーなどでした。また、
ＪＲから

を開始し、2002 年には解散決議した静岡県中

ていただいております、伊豆急行労働組合の

協力指定店として承認を受け、
ＪＲ乗車券の販

部地方勤労者生活協同組合（略称：中部生協）

齋藤と申します。

売についても順調に取扱高を増やしていきま

が行っていたお弁当、コピー用紙の販売を引

した。

継ぐなど少しずつ業務範囲を拡大していき、

ます。また、バスツアーについても家族で毎年と
ても楽しみにしておりまして、今年はどこに連れ

伊東熱海地区労福協で事務局長を務めさせ

伊豆急行株式会社へは１９９６年に入社し、今
年で勤続２５年になりました。会社では、駅員と

こうした中で、1992 年 1 月には静岡県職員

乗務員を５年ほど務めた後システム担当部署に異

組合の協力のもと、県庁出張所を開設しまし

動となり、その後、グループ関連会社のインター

た。開設当初は職員組合の業務を引継ぎ回数

ネットプロバイダ業の営業担当を７年ほど務めま

翌 2003 年にはチケットの斡旋販売も開始しま
した。
前回記載したとおり、開業時より県労福協

券販売が中心でしたが、徐々に一般乗車券、 事務所の一部を借用して営業していましたが、

した。…こう書きますとシステム系の人間に思わ

航空券の取扱いを増やしたほか、旅館・ホテ

れるかもしれませんが、実のところはシステム開

手狭であったことに加えて、次回報告する保

ルの予約手配等に業務を拡げていきました。 険部を設置することが具体化したことから、

発言語よりも国語のほうが得意な超文系でありま

しかしながら新型コロナウィルス感染症の流行

して、システム関係の知識は異動後に独学で習得

により、伊東熱海地区労福協の活動も厳しい制約

いたしました。現在は、組合本部のパソコンやネッ

を受けることになり、行政要望と花の種寄贈事業

パサールカード）の取扱いも開始しました。 ある静岡労働会館に事務所を移転することに

トワーク機器の設定を自前でやれますので、周囲

は実施できましたが、多人数で集合するファミ

この時期は、グリーン友の会や退福協の会員

からは地味にありがたがられているようです（笑）。

リー向けの活動は軒並み中止または延期となって

拡大に向けての活動が活発に行われたときで

一方で、県庁営業所は県庁職員の出張が減

さて、伊東熱海地区労福協は、熱海市・伊東市

しまいました。ワクチン接種の促進とコロナ禍の

もあり、こうしたこととも相まって、観劇ツ

少していったことにより、90 年代後半から売

一日も早い収束を心より願うところです。

アーや史跡巡りなどの企画商品の利用も大き

上が減少に転じ、その後も減少に歯止めが掛

く増加しました。

からないことに加えて、ＪＲ特急回数券のばら

の２市にまたがっております。主な活動は、両市

14

静岡ユニオントラベルの歴史〈その 2〉

に対する行政要望、地域の全小学生への花の種寄

最後になりますが、伊東熱海地区労福協は、五

贈事業「花といで湯の街づくり運動」
、会員の親睦

十嵐会長のもと、これからも会員の皆さんと話し

を目的としたボウリング大会、落語鑑賞と懇親を

合い手を取り合いながら、労福協の会員でよかっ

深める「新春のつどい」
、地域労福協の開催するバ

た、参加できてよかったと思ってもらえるような

スツアーへの参加や、伊豆、沼津地域労福協が実

活動をすることができるよう、取り組んでいきま

施する「福祉とくらしのセミナー」への参加など

す。私も事務局長として努めてまいりますので、

となっております。その他、各イベントに合わせて、

どうぞよろしくお願いいたします。

Rofukukyo 2021 Autumn

また、1993 年からは静鉄バス回数券（その後

業容の拡大から、すでに加盟していた全国

2000 年 4 月、黒金町から現在の駿河区南町に
なりました。

売りが禁止となったことから、2002 年３月、

勤労者旅行協会（その後勤労者旅行会連合会

10 年間の営業に終止符を打ち、閉鎖すること

に変更）
、静岡県旅行協会に加え、1992 年 7 月

になりました。

には全国旅行業協会（ＡＮＴＡ）にも加入し、
地歩を固めました。なお、商法等の改正により、
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小笠南地区労福協

地域・地区労福協活動紹介

北駿地区労福協

子ども食堂支援

地域・地区労福協活動紹介

東京２０２０オリンピック
自転車ロードレース・コースサポーター活動

７月22日（木）御前崎市の炉ばた「加多世」が開催した、
子ども食堂「もぐもぐカレー食堂加多世」に「東遠地域労

れましたが、各自対策を講じながら活動を行いました。

福協」の社会貢献活動として支援しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、なかなか家族で

ロードレースは、２４日の男子競技に５７の国と地域から

外出ができず、我慢の日が続いている中、
「地域の親子の

選手１２８人、２５日の女子競技に４０の国と地域から選手

みなさんが笑顔になれる時間を」と、感染予防対策をと

６７人が参加しました。コースは、東京都の武蔵野の森公園

り、100円で「加多世」の大将がカレーを提供し、かき氷を

からスタートし、神奈川県から山梨県の道志村に入り、山中

「御前崎市社会教育課」が担当、労福協は「射的あそび」と

湖を経由し、富士スピードウェイでゴール。１都３県にまた

「UFOキャッチャー」で盛り上げました。

がるコースを男子は総距離約244㎞、女子は約147㎞を走りま
した。

昨年に続き、御前崎市大産業まつりの中止が決定、地域

とても迫力があり、いつもの道路が違った風景に見え、感

のお祭りイベントも軒並み中止となる中、親御さんから

動した人も多かったと思います。

は「なかなか行く場所がないのでこういったイベントは
ありがたい」、
「子どもたちが楽しめてよかった」などの声

東京2020オリンピック

コースサポーターは、北駿地区労福協の他、多くの市民、町

が聞かれました。来場された約30名の子どもたちは、カ

自転車ロードレース競技

民、学生がボランティアで参加し、汗を流しながら円滑で安

レーとかき氷で満腹になった後、射的あそびなどで盛り

に、北駿地区労福協より４

全な運営に努めていました。熱中症の危険もある夏の暑さの

上がり、たくさんの笑顔を見ることができました。

０名がコースサポーター

中で、選手のために競技を懸命に支える多くの人々の善意と

昨年度より社会貢献活動として子ども食堂への支援を

として参加しました。活動内容は、コースを区切るためのカ

使命感、やさしさを感じました。大会開催に様々な思いを寄

行っております。支援の方法は様ざまですが、地域に役立

ラーコーンなど資機材の設置と撤去、観戦者・歩行者の整理

せ、支えた人々に拍手を送りたいと思います。

つ労福協活動を目指して今後も積極的な活動を展開して

誘導等の活動を行いました。

いきます。

地域・地区労福協の活動予定
月

10
月

11
月

日 曜日

月

催事
（イベント）

会場
（場所）

参加資格・参加費など

田方地区労福協
主

催

どなたでも・無料
会員

東遠地域労福協

お問合せ先
東遠地域労福協

土

30

土

9:00

東遠地域労福協
ソフトボール大会

島田市役所

労福協役員

島田榛北地区労福協

磐田地区労福協事務所
大東総合運動場

☎0537-61-2122

お問合せ先
島田榛北地区労福協

2

火

11:00

島田市行政
要望書提出

11

木

18:00

第32回文化講演会
講師：増田明美氏

菊川文化会館アエル

入場整理券 要
どなたでも

東遠地域労福協

お問合せ先
東遠地域労福協

13

土

10:00〜
12:00

教育・進学
知っ得セミナー

ろうきん静岡中央支店

どなたでも・無料

静岡地区労福協

要予約
（先着30名）
お問合せ先 静岡地区労福協

☎054-269-4628

27

土

10:00〜
12:00

教育・進学
知っ得セミナー

富士ロゼシアター

どなたでも・無料

富士地域労福協

事前予約制、
定員30名まで
お問合せ先 富士地区労福協

☎0545-57-6029

27

土

9:30〜
12:30

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

28

日

9:00

小笠南地区労福協役員・会員OB
労福協・退福共共催 親睦
小笠グラウンドゴルフ場
グラウンドゴルフ大会
小笠南地区退福共 参加費：200円

小笠南地区労福協、
小笠南地区退福共

参加申込要
お問合せ先 小笠南地区労福協

9:00

クリーンパートナー
清掃活動

富士市内福祉施設

富士地区労福協
役員・なし

富士地区労福協

お問合せ先
富士地区労福協

伊豆・三津シーパラダイス
現地集合ツアー

伊豆・三津
シーパラダイス

大人1,000円
小人500円

静岡地区労福協

参加者は会員および会員の家族であること
お問合せ先 静岡地区労福協 ☎054-269-4628

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

18
25

土

土 開園時間〜
土

9:30〜
12:30

無料法律相談

無料法律相談

磐田地区労福協事務所

磐田地区労福協事務所

お疲れ様でした！

地域・地区労福協活動紹介

考

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

23

無料法律相談

備

連合中遠地協、
磐田地区労福協

9:30〜
12:30

4
12

開催時間

コースサポーター活動に参加いただいた皆様、長時間大変

新型コロナウィルスの感染と猛暑による熱中症が心配さ

☎0547-36-7371

☎0537-61-2122

☎0537-28-9566

☎0545-57-6029

函南町に

７月19日（月）函南町役場にて社会貢献活動の一環とし

絵本 126冊

寄贈

て、函南町立の公立幼稚園・保育園8園に絵本126冊（16万円
相当）を寄贈し、その寄贈式を行いました。
式には、労福協から、杉原会長（静岡教組田方支部）、齊藤
事務局長（旭化成労組大仁支部）が訪問し、仁科喜世志函南
町長に贈呈書を手渡しました。
杉原会長は、
「これまでも幼稚園・保育園への絵本の寄贈
を喜んでいると伺っているので、今年度も実施させていた
だきました。各所で有効に活用してください」とあいさつ
をされました。
それに対し仁科町長は、
「昨年同様に絵本という大変貴
重なものをご提供いただきました。地域の子供をみなさん
と一緒に育てていく、心身を健康に育っていくためには、
絵本がどれだけ大事なことかは言うまでもありません。将
来を担う地域の宝である子供たちのために、大切に効率よ
く活用させていただきます」と述べられました。
絵本の贈呈は、新型コロナウィルスの影響前は、代表の
園に労福協役員が出向いて園児の前で読み聞かせを行っ
ていましたが、やむを得ず役場内での贈呈式となりまし
た。
コロナ禍においても出来る活動を、前向きに進めていき
たいと思います。
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■ユニオントラベルを使って旅行・宿泊をさがしてい

■たくさんの方々が知らない所で過ごしやすい社会を

ました。私は医療職で県外へ行くには申請が必要にな

つくるために活躍されている事がわかり感謝の気持ち

ります。県内の伊豆をさがして楽しみにしていました。

でいっぱいです。ありがとうございます。1人でも多く

しかし、またコロナの拡大。とくに東部が多く、結局旅

の方に活動を知っていただき、福祉社会への輪が広が

行を断念しました。はやく旅行に行きたい！！

ることを願っています。

富士市

静岡市

村中様

倉島様

■「夏号」のほとんどのページに「コロナ」の文字が出て

■主人が仕事場から持ってきているものをたまに拝見

きます。一年以上、翻弄され続けてきて、いつになった

しています。難しい事はよくわかりませんが、様々な寄

ら以前の生活に戻ることができるのかとても心配で

付金、また支援活動、講座の催し等、地域の人達に喜ば

す。みんなで協力、助けあってこの難局を乗り越えてい

れる活動に感謝しています。機会があれば、催しにも参

きたいものです。

加してみたいと思っています。

藤枝市

河村様

静岡市

尾崎様

■守重事務局長にはいつもお世話になっております。
熱い気持ちと前向きな考えでいつも活動に取り組む姿
勢に勇気付けられます。歯ブラシは間違えないように
気をつけなければいけないと思いました。
浜松市

富田様

9

こくみん共済「こども保障タイプ」の加入件数
に応じて、なわとび・長なわを寄贈します。
【取り込み期間】2021 年6月〜2022年 5月

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！

2,000円を

ゲットしよう！
ホームページからの
応募も可能です

❶人物登場の伊東熱海地区労福協事務局長の斉藤氏の趣味は？
A:一人でバーベキュー B:家族でバーベキュー
C:レスキュー活動
❷こくみん共済 coopの通常総代会の中で鈴木本部長は7月30日を何の日と挨拶したか。
A:消費生活協同組合の日 B:鈴木本部長の誕生日
C:こくみん共済 coopの日
❸フードバンクふじのくにスズキ関連労働組合では何台の車両を寄贈したか？
A:1台 B:2台 C:5台

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。

■締 切 日 ２０21年11月15日
（月）
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

応募総数57通の内、正解者の中から
抽選した結果下記の方々が当選され
ました。おめでとうございます。

クイズ 前回の答え
（１）B：守重氏
（２）A：丼まつり
（３）B：1,941,496円
当選者
○静 岡 市 宇佐美友紀様
○磐 田 市 石田 大貴様
○伊 東 市 渡辺 道子様
○浜 松 市 𠮷本 望 様
○藤 枝 市 内野 秀昭様
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。

清水地区労福協事務所の紹介
・住所 静岡市清水区島崎町２２３ 清水テルサ２F
・電話０５４−３５１−９２２２
・J最寄りのランドマークからの案内（駅からの案内など）
JR清水駅東口
（みなと口）
より南へ向かって徒歩５分、
静岡市東部勤労者福祉センター
（清水テルサ）内の２F
・事務所のあいている時間
火・水・金 ９：３０〜１３：００
労福協、退福共、
グリーン友の会の
事務作業に使用されています。
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