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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新年あけまして
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2022新春歌会はじめ

生きるため 困ったときは

お互いさま

フードバンクの 意義ここにあり
池冨

彰

︵一社︶
静岡県労働者福祉協議会
理事長
フードバ ンクふじのくにの活動は皆さんに支えていただ
いて８年︑本当にありがとうございます︒コロナ禍で支援
数が６４０３ 件と 倍増になりました︒これからも﹁困っ
たときはお互いさま﹂ご支援宜しくお願いします︒

福祉の輪︑ゆるキャン△コラボで広がれば

古川

正明

S D Gs 運 動と確 信していま す ︒これからも 時 代 を 超 えて
活 動を継 続させていくためには常に活 動の拡 大が必 要と考
えています︒

我 々が 創 立 し 活 動 し 続 け ている 福 祉 事 業 そのものが

コロナ禍でS D Gsがさらに重要となっています︒

理事長

静岡県労働金庫

エスディジーズ
︵SDGs︶
へ導く未来

２０２2

新年あけまして
おめでとうございます︒

コロナ禍で 進む格差に 苦しむも
福祉の力で 笑顔に変えたい
理事長

中 西 清文

︵公財︶
静岡県労働者福祉基金協会
コロナウイルスの感染拡大によって格差が拡がり大変厳
しい環境に追い込まれている方々が多くおられる中で︑私
たち福祉事業団体の役割︑責任は非常に大きく︑重要にな
っていると感じます︒厳しい中ではありますが︑私たちの
活動を通じて一人でも多くの方に笑顔になってもらえるよ
う努めます︒

思いやり 人への気遣い 献身で
きずな深めて 明るい未来を
理事長

石塚 智昭

︵一財︶
静岡県勤労者信用基金協会
コロナ禍で様々な事柄が顕在化しましたが︑中でもエ
ッセンシャルワーカーの方々の献身が世の中の支えとな
りました︒あらためて気遣い︑思いやりの大切さが心に
しみた2年間だったと思います︒周りへの感謝を心に明
るい未来に向けて努めてまいります︒

誰ひとり 取り残さない 社会へと
共済通じて SDGs
本部長

鈴木

隆博

こくみん共済coop 静岡推進本部

当会の理念である﹁みんなでたすけあい︑豊かで安心で
きる社会づくり﹂はSD Gsに通じるものとして︑昨年度
﹁こくみん共済coop SDGs行動宣言﹂を掲げまし
た︒たすけあいの輪をむすぶ取り組みを通じて︑その実現
に貢献できるよう努めます︒

コロナ禍で他人をおもいやる大切さ
助け合う繋がり 更に大きく
会 長

稲垣 滋彦

静岡県生活協同組合連合会
約2年にわたるコロナ禍の中でも︑生協の組合員さんか
らは熱海土石流災害への募金︑そしてフードバンクふじの
くにへ募金は過去最高になっています︒組合員の温かさを
痛感した1年です︒状況を伝え︑組合員と共に助け合いを
広げていきたいと思います︒

新型コロナウイルスの感染拡大により︑経済・社会・国民生活は甚大な影響
を受け︑生活様式は一変しました︒長引くコロナ禍においては︑仕事や住まい
を な く し 困 窮 す る 人 々 が 急 増 し︑出 口 の 見 え な い 不 安 な 状 況 が 続 い て い ま す︒

回定時社

特に休業や廃業に追い込まれた業者や非正規雇用などで働く人々が深刻な状況
に至っており︑格差や社会の分断が拡大しつつあります︒
県労福協では︑新型コロナウイルス感染症拡大の影響により︑第

しょう︒

月の理事会・幹事会は久

杉山

菅

裕保

勝幸
コロナ禍の厳しい環境下の中︑むしろ変革の時と捉
え︑コロナと共存しながら︑前へと進んでいかなくては
なりません︒一致団結してこの難局を乗り越えていきま

代表取締役社長

︵株︶
静岡ユニオントラベル

集まれず 行けず会えない 逆境を
知恵を出し合い ピンチをチャンスへ

年金は世代間で支え合いながら同時に高所得者から低
所得者に富を再分配します︒
年金のメリットを紹介し︑未来︵老後︶が明るくなる
年金セミナーの開催を目指します︒

専務理事

︵一財︶
静岡県年金福祉協会

世代を超え 社会全体で支え合う
年金のちからに未来を想う

に新春の想いや活動などを詠んでいただきました︒

さて︑新春を迎え︑今年こその願いを込め︑各福祉事業団体の代表者の皆様

クの着用や手洗い︑3密を避ける生活様式が求められます︒

のワクチン接種もはじまります︒しかし︑コロナ感染拡大に備え︑当面はマス

政府 は第6波に備え医療提供体制の強化などを行い︑医療従事者から3回目

しぶりに︑集合形式で開催しました︒

したが︑コロナ感染拡大が落ち着いてきましたので

催しました︒また︑理事会・幹事会をWEB会議︵ZOOM︶で開催してきま

員総会は県労福協役員と議長は会場に参集し︑代議員はZOOMでの参加で開
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チゲ鍋
毎日、寒い日が続くね。

活動報告

フードバンク
ふじのくに

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。
今年の８月に実施した
フードドライブですが、
回収箇所３１７、食品回
収重量１４トンという結
果でした。９月に一斉仕

今晩、冬の定番メニューともいえる体が
温まるチゲ鍋でもやらない？

分けを行いましたが、今
回は緊急事態宣言下と

キムチや野菜いっぱい入った
ピリ辛な鍋料理だね。

いうことで、引き続きボ
ランティアさんの公募は行わず、県労福協をはじめとした理事団体のみへの応援要請・
事前に参加される方の抗原検査の実施・当日は質問票の記入・消毒・換気・人数制限等、
感染対策を徹底したうえで仕分け作業を行いました。
フードドライブの仕分けは本来であればフードバンク活動を知っていただくうえで、非
常に良い機会と考えております。一刻も早く感染拡大が収束し、皆さまと一緒になって
仕分け活動を行える日が来ることを祈っています。

じゃー、チゲの意味を知っている。
知らないよ。一体、何なの。

とはいえ、今回も理事団体の皆さまの活躍により、予定していた日数より大幅に速く、
無事に仕分け作業を終えることが出来ました。本当にありがとうございました。
そして、こちらも４回目と定番となってきたイベントですが、１０月１０日に、ライオン
ズクラブ３３４−Ｃ地区全７６クラブによる、「一斉奉仕の日」フードドライブが行われまし
た。当日は各クラブよりレトルト食品・缶詰・カップ麺といった食品が続々と届き、一日
で５トンを超える食品が集まりました。ニーズの高い食品寄贈をいただき、ありがとうご
ざいました。
コロナ感染拡大により、食料を必要としている生活困窮者が増え、それに伴い寄贈

実は、
チゲの意味は鍋なんだ。
じゃ、チゲ鍋は鍋鍋じゃないの。

の量も増えると、必要になってくるのが倉庫です。これまでは何とか既存の倉庫に収まっ
てきてはいましたが、コロナ禍による取扱食品量の増加により、いよいよそれが難しくなっ
てきました。
今回、静岡県労働金庫よりお声がけいただき、本店地下倉庫の一部を、無償にてお
借りできることになりました。１１月２日に調印式を行い、現在の倉庫の状況を踏まえな
がら、少しずつ食品を搬入しているところです。
２０２１年も、皆さまからのあたたかいご協力により、何とか事業を継続出来ておりま
すことを、この場を借りまして御礼申し上げます。

その通り。
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2021 年度 ALWF
福祉とくらしのセミナー開催しました
主催 （公財）
静岡県労働者福祉基金協会

去る、2021 年 10 月 9 日「2021 年度 ALWF 福祉とくらしのセミナー」を開催しました。
講師は、エッセイストでタレントの小島慶子さんにお願い
しました。小島さんは元 TBS のアナウンサーで、会社員
当時は、労働組合の副執行委員長を経験され、社員の
働きやすい職場づくりのために、社員との対話を大切にす
ることを心がけていたそうです。労働組合の活動は、小
さなことでも組合員とその家族の生活が劇的に変わること、
組合活動のやりがいなどにも触れていただきました。また、
NPO など社会貢献活動をしている団体への関わり合い
や、ご自身の育児中の経験、生きづらさを感じていたころ
の心の動きなど、優しい語りかけでご講演いただきました。
受講された方には、小島さんの「言葉」を大切にされ
ている姿勢に、言葉の重さを感じられた方も多く「言葉一
つが人への励ましにもなり人を傷つけもすることを再認識し
た」
「自分もそうありたい」
「日ごろの声かけを大事にしたい」
といった感想が多く寄せられました。
このセミナーは、平年は県内 6 地域で開催しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大
状況が見通せない中で、初めて「Youtube Live」による Web 開催を行いました。労福協会員
組合を始め、おうちコープや、勤労者共済会の会報誌等に広報のご協力をいただき、486 名の
お申し込みをいただきました。
特に通常開催しているセミナーよりも、女性の方のお申し込みが 4 割と多く、普段はあまりご参
加いただけない主婦層の方にもご視聴いただくことができ、労福協活動を知らない層に知っていた
だく機会となりました。
また、見逃し配信期間を設けたことにより、視聴される方の都合に合わせてみることができ「気
軽に参加できた」「移動時間もなく費用負担も
ないのでありがたい」「自宅から家族で見れて
よかった」など Web 開催について好意的な意
見が多くみられました。
今後は、新型コロナウイルス感染状況なども
考慮しながら、開催方法等について検討して
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
叱らなくても子供は伸びる

富士宮

〜目から鱗の子育てと家庭教育〜

教師を務めた経験と知識から、親が楽になって楽しく子育てをするコツを伝えます。
日時：2/5（土）10 : 00 〜11：50
会場：富士宮市保健センター 2 階大ホール
募集：50 名（申込先着順）
講師：親野智可等（おやのちから）さん（教育評論家）
公立小学校で 23 年間教師を務める。メールマガジン「親力で決まる子供の将来」は教育系メルマガと
して最大規模を誇る。マンガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名。
【申込】ライフサポートセンターしずおか東部事務所

健康美人をつくる食事

浜松

TEL：055-929-9820

FAX : 055-929-9825

〜からだにいい食事と食べ方の基本〜

掲載講座は参加費無料

「ALWF オンライン公開講座」配信スタート！
！
2021年 12 月より『ALWF オンライン公開講座』がスタート
します。この公開講座は県内外の幅広い研究者・有識者の
皆さんを講師にお迎えし、SDGs を視聴者の皆様に向けて
解りやすく解説して頂きます。現代社会が抱える多様な課
題についての認識を深め、「SDGs って？」、「私たちに何が
できるの？」などの疑問にお答えし、すぐにでも取り組み
可能な SDGs をご紹介していきます。多くの皆様に当協会
ホームページよりご視聴頂ければ幸いです。

ALWF オンライン公開講座
専門家（当協会客員研究員等）等
による学生・勤労者向けセミナー
QR コードよりセミナーを視聴頂けます。
▶

ロッキーカレッジの開催報告

食の三原則を軸に、腸内環境を整え、輝いた人生をおくるための食生活を伝えます。
日時：2/26（土）10 : 00 〜11：30
会場：浜松労政会館
募集：50 名（申込先着順）
講師：加藤初美さん（株式会社玄米酵素

あきらめない心（9 月 23 日あざれあ・静岡市）
北京・ロンドン両パラリンピック競泳日本代表で日本初
片腕義手の看護師でもある伊藤真波さん（静岡市葵区出
身）による講演会を開催。伊藤さんは、看護学生だった
20 歳の時、通学途中で交通事故に遭い、治療のために右
腕を切断。しばらくは現実を受け入れられずにいました
が、家族や周囲の励ましで立ち直り、もう一度看護師の
夢を目指しました。講演では、事故から看護師になるま
での苦労やあきらめない気持ちについて振り返り、現在
使用している義手の紹介、東京 2020 パラリンピック開
会式で話題になったバイオリン演奏も披露されました。

管理栄養士）

自然食料理教室エコクッキングスクール指導講師。2021 ミス・ジャパンビューティーキャンプ
講師。全国で年間 100 回に及ぶ料理教室・セミナー講師を務める。
【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

今日から使える！ 薬と食の豆知識

静岡

あなたが飲んでいる薬、食べている食材の「意外と知られてないけど知っておいた方がいい」話を
伝えます。
日時：2/23（水・祝）10 : 30 〜12：00
会場：ALWF ロッキーセンター（静岡県勤労者総合会館 3 階）
募集：会場参加 40 名 + オンライン参加（ZOOM）60 名（申込先着順）
講師：佐田建さん（薬剤師）
食と栄養を通じた健康法。薬の良い面・悪い面など、本当の意味での「健康」の大切さを通じて
「薬に頼り過ぎない生活」を提案。一人一人の健康意識の向上のために活動中。
※申込期間：1/17（月）〜2/15（火） ※申込方法：電話・FAX・ホームページより、下記①〜⑥と参加方法（会場または
オンライン）、オンライン参加の方は e-mail をお知らせ下さい。なお、オンライン参加は、ZOOM 操作が可能な方とさせ
ていただきますのでご了承下さい。
【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

≪ ご案内 ≫
○お申込みの際は、①〜⑥をお知らせ下さい。受付は申込着順で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）（電話受付は平日 9 : 00 〜 17：00）
○ご来場時のマスク着用と消毒、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。
■問合せ先

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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市営駐車場
静岡駅

ＡＬＷＦ ロッキーセンター

写真左から装飾用、看護師専用、バイオリン演奏用。
演奏用は着衣の上から装着するため、模様を入れている。

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
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第１7回 チャレンジ川柳
「ろうきんグリーン友の会県連絡会」
・
「静岡県退職者福祉協議会」共催、
【ライフサポートセンター友の会】協賛で、川柳の募集を行います。
募集期間

２０２2年 １月17日(月)〜２月１5日(火)

新年川柳のお題は

﹁結ぶ﹂

誰でも気軽に参加！

応募規定 ＜ろうきん＞や＜こくみん共済coop＞にお取引のある方であれば、
どなたでも参加できます。
ただし、
お一人様一首、
未発表のものに限ります。
応募方法 所定の用紙に記入して、
①静岡県労働金庫本支店に備え付けの応募箱に投函または窓口に提出
②ライフサポートセンター友の会事務局宛てに郵送
〒420-0851 静岡市葵区黒金町５−１ 4Ｆ
賞と賞品

最優秀賞 １点 １万円相当の商品券
優 秀 賞 ５点 ５千円相当の商品券
佳
作 数点 ３千円相当の商品券
入
選 数点 千円相当の商品券

チャレンジ川柳の募集で〜す
ユーモアに風刺をきかせ、
そしてホロリ
そんな作品募集中！

★応募作品は、外部の有識者による審査会にて、厳正に審査致します。
★入選作品の著作権は
「ろうきんグリーン友の会県連絡会」
「静岡県退職者福祉協議会」
に帰属するものとします。
★入選作品ならびに入賞者は、
ライフサポートセンター友の会・ホームページ、次号会報にて公表します。
★最優秀賞ならびに優秀賞は、表彰式を行います。佳作、入選者は賞品の発送をもって表彰に代えさせて頂きます。
★応募者の個人情報は、入賞者への賞品の発送及び本件に関する諸連絡にのみ使用させていただきます。
お問合せ先
協
後

ろうきんグリーン友の会県連絡会事務局・静岡県退職者福祉協議会事務局
☎ ０５４−２７５−１３８８
賛
ライフサポートセンター友の会
援
静岡県労働者福祉協議会・静岡県労働金庫・こくみん共済 coop 静岡推進本部

伊東地区退福共
グラウンドゴルフ大会
実施日：2021 年 10 月 27 日（水）
会 場：伊東市営かどの球場

当日は、直前まで雨模様でしたが、開会と同時
に青空が見え始め、選手総勢 44 名で久しぶりの大
会を楽しむことができました。
コロナ禍により他のイベント開催が困難な状況
が続いていたこともあり、感染予防対策を施しな
がらも、各選手は正に真剣勝負。ホールインワン
の歓声が会場のあちらこちらで上がり、大いに盛
り上がった今大会でした。
個人戦で競技を実施し、上位入賞者は１位が鈴
木敏夫さん、２位から 10 位までは、今井太市さん・
関浦勝美さん・伊代野仁一さん・佐藤和男さん・
竹澤正昭さん・海野喜之助さん・稲葉頼文さん・
森田章子さん・鈴木みさ江さん、の順位となりま
した。
昨年から、東部ブロック大会や三地区合同大会
の中止が続いていますが、退福共活動を通じて、
地域の仲間との交流・親睦を深めながら、お互い
の生きがいづくりに貢献できるよう、これからも
様々な活動を実施していきたいと思います。
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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.43

①趣味：ゴルフ
（もっぱら打ちっぱなしがメイン）、
旅行
②モットー：人に優しく、
自分に厳しく
③最近感動したこと：息子が高校から水泳を始め、バタ
フライを泳いでいる姿を見た時
静岡地区労福協事務局長
④最近失敗したこと：
「コストコ行きたい」
と私がぽろっと
巴川製紙所労働組合執行委員長
言ったところ、家族全員がネットで自分の買いたい物を
調べ始めたこと。
（結果、
２万円以上の出費）
スギヤマ

杉山

トモヤス

智康

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。

ルなどにより、参加される組合員とそのご家族の
「命と健康を守る」ことを第一に考えた結果であ
ると認識しています。
そんな中、昨年１０月に同じ静岡地区の退福共
（退職者福祉共済会）主催の「グランドゴルフ大会」
に会長含め労福協役員６名が参加させていただ
き、静岡地区退福共との交流を図ることが出来ま
した。前日まで雨が降っており開催が危ぶまれま
したが、当日は朝から晴天となり、汗ばむくらい
暑い日差しの下で退福共会員の皆さんと一緒に楽
しくグランドゴルフをプレーすることが出来まし
た。私はグランドゴルフ初体験でしたが、誰でも
気軽にプレー出来るスポーツだと感じました。ま
た、１１月にはコロナ感染状況により、何度も延
期・中止となっていた「ソフトボール大会」もよ
皆さん、こんにちは。静岡地区労福協で事務局

うやく開催することが出来ました。

長を仰せつかっております、巴川製紙所労働組合

湖花博の成功などの要因も重なり、その後の愛知万博へのツアー増加につなげることができまし
た。また、2005 年 12 月からはＱＵＯカードの販売も開始し、一般客やホテル関係への販売など
順調に売り上げを伸ばすことができました。
しかしながら、旅行商品のネット販売など格安旅行が増加する中で、旅行業の収益環境は量の
拡大に単純に比例するものではなく、また消費税の導入もあり、旅行業単独では厳しい事業運営
となってきました。

４．保険部の設置

法が施行され金融庁が発足、金融再生法や早期健全化法など、金融ビッグバンといわれる制度改

動の活性化に邁進していきたいと思います。

革が行われました。こうした中の一環として、金融機関の子会社、関連会社の定義もそれまでの

静岡地区労福協は、旧静岡市（葵区・駿河区）

形式的な基準（資本金の出資比率によって支配従属関係を判断）から実質的な基準（資本金の拠
退福共会員の皆さんと
一緒に楽しくグランド
ゴルフをプレー

出に関わりなく職員の派遣等実質的に支配従属関係にあるかどうかで判断）に変更され、認めら
れる事業内容も制約を受けることになりました。
この制度変更により、労金からの職員出向により事業を営んでいたＳＧＢは、そのまま事業を

り思うような活動が出来ておりませんが、２０２

継続することが不可能になり、解散の道を選択せざるを得なくなりました。ただし、損保代理業
「ソフトボール大会」も
ようやく開催

昨年は、コロナ禍の中でどのようなイベントな

最後になりますが、新型コロナウイルス感染症

ら安全に開催出来るのか地区役員を中心に知恵を

の影響により停滞していた活動を少しずつ前に進

出し合い、
「富士サファリパーク現地集合ツアー」

め、同じ地域で働く仲間の『共助の輪』を広げら

や「日本平テーブルマナー教室」など企画しまし

れるような活動を展開していきますので、より多

たが、感染状況の悪化によりやむなく中止の判断

くの組合員の皆様に参画いただけるよう働きかけ

をしました。その時々の感染状況や県の警戒レベ

をお願い致します。
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わけ弁当の販売は毎年増加を示すようになりました。2003 年から始めたチケット販売は、浜名

しかしながら、バブル崩壊後の不良債権が社会問題化する中で、1998 年に金融システム改革

や他役員の方々に助けていただきながら、地区活

14

前回にも記載しましたが中部生協から引継いだ弁当、コピー用紙の販売を開始したこと、とり

ど）の販売を行っていました。

局長として満足な仕事が出来ていませんが、会長

り多く実施したいと考えております。

てきました。

庫融資先の不動産整理や全労済が扱っていなかった保険商品（事業性の商品や年金型積立保険な

男だとつくづく実感しております。まだまだ事務

２年はコロナ前のような「顔の見える」活動をよ

働金庫の職員旅行自粛や年金ツアーの減少なども見られ、相対的に労働金庫への依存度が下がっ

立されたものです。
ＳＧＢは、不動産関連事業、損害保険代理業を中心に事業を展開し、労働金

トーク寄稿の依頼が来るとは、なんとも運が悪い

す。この２年間は新型コロナウイルスの影響によ

なり、労組関係の団体旅行や会議（宿泊を含む）の利用も徐々に増加してきました。一方で、労

ビジネス（ＳＧＢ）
」であり、労働金庫の関連組織として労働金庫職員の出資により 1990 年に設

り事務局長の任に就いたばかりで、いきなりリレー

間とともに毎年さまざまな活動を展開しておりま

設立から 10 年が経過するころになると、ユニオントラベルの事業も少しずつ知られるように

2000 年 12 月、ユニオントラベルに保険部が設置されました。この前身は「株式会社静岡総合

の杉山智康と申します。２０２１年６月の総会よ

の１１８会員で構成されており、非常に多くの仲

３．２０００年代の事業展開

務は収益力も高かったことから継続させることを模索し、ユニオントラベルが事業を引き継ぐこ
とになりました。こうして 2001 年 12 月、安田火災海上保険（株）
（現「（株）損害保険ジャパン」）
と代理店契約を結び、保険部として発足しました。
当時の保険業務の中心は火災保険と年金積立でした。とりわけ火災保険については、当時労金
と全労済との間で行われていた包括質権共済が 2000 万円を限度としていたため、その金額を超
過する額については質権火災保険として追加付保が行われたことから、多くの契約が結ばれまし
た。その後火災保険契約は減少しますが、返済サポート保険の増加などにより、一定の利益を継
続して確保することができ、ユニオントラベルの事業に大きく貢献することとなりました。
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志太地区労福協

地域・地区労福協活動紹介

東遠地域労福協

地域・地区労福協活動紹介

東遠地域労福協ソフトボール大会

元祖！
「教育・進学知っ得セミナー」を
開催しました。

するなど、大いに盛り上がりました。
開催目的の一つに「組合員と家族の交流」があります。試合

2021年11月21日(日)に、教育・子育て世代を対象とした「教

においては、各チームが声を掛け合いながら楽しみ、和気あ

育・進学知っ得セミナー」を開催しました。

いあいとしている様子がうかがえ、心身をリフレッシュする

今年も、静岡県立大学総務室長の「山本六三」氏をお招き

とともに会員間の交流の場になったと感じています。

し、
「あの頃とは変わったイマドキの大学事情」と題し、大学
の学部選びや、今後の入試の変化についてご講演いただきま

コロナの完全収束はみえない状況ですが、今後もウィズコ

した。大学や学部選びのポイントに加え、コロナ渦で大学が

ロナを念頭に必要な対策を講じ、活動を実施していきたいと
試合の様子

どのように変わったのか、最近の大学事情についても触れる
内容であり、聴講者からも20件を超える質疑が出される等、

援プロジェクト」についても同市より説明がされる等、旬な

大変好評でした。

話も多く大変有意義な内容であったと思います。

また、今年は、藤枝市において11月20日から開始された、奨
学資金や地元就職を応援する「藤枝市Ｕターン・地元就職応

参加者の大半は高校２年生の親御さんであり、教育（大学
受験）
への関心の高さが窺えました。
５年前に志太地区から始まった「教育・進学知っ得セミ

1
月

2
月

3

日 曜日

開催時間

催事
（イベント）

19

水

受付
17：50〜

チャリティ
ボウリング大会

22

土

7:00発

22

土

26

水

会場
（場所）

土 9：30〜11：00

日は秋空のもと13チーム（約250名）が参加し、緊急事態宣言

盟榛葉鉄工所労組」でした。

で行動制限されていたストレスや日頃の鬱憤？を晴らすか

おめでとうございます。来

るよう、早くコロナ禍から回復することを切に願う次第で

の如く、各チームとも「投げる」
「打つ」
「走る」と元気なプレー

年も多くの会員からの参加

す。

が見られました。また、同点の場合にはジャンケン勝敗を決

をお待ちしています♪

裾野地区労福協

30

備

考

☎055-955-7670

磐田グランドホテル

会員役員

中遠地域労福協

お問合せ先
中遠地区労福協

アニマルキングダム 大人1,000円
（賀茂郡東伊豆町） こども（４歳〜中学生）500円

9:00

DeCoフォローアップセミナー
資産運用セミナー

パレスホテル掛川

6
13

日

受付
8：40〜

静岡再発見の旅
「いちご狩り」

17

木

18:00

19

土

10:30

26

土

9:30〜
12:30

土

9:30〜
12:30

土 入園：10：00
〜12：00
日

催

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

日

月 26
27

主

連合中遠地協、
磐田地区労福協

アニマルキングダム
現地集合・現地解散ツアー

☎0538-32-2706

富士地区労福協

募集人員200名 お問合せ先 富士地区労福協 ☎0545-57-6029
参加者は会員および会員のご家族であること

なし

東遠地域労福協

中遠地区労福協と共催
（別会場で開催）

いちご狩りパーク
＆いちごカフェ久能屋

大人（中学生以上）1,000円
小人（２歳〜小学生以下）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

勤労者
スキルアップセミナー

三島商工会議所

会員 無料

三島地区労福協

※状況により、
オンライン開催の場合あり。
お問合せ先 三島地区労福協 ☎055-955-7670

若者・女性
研修交流会

掛川グランドホテル

会員若年層

東遠地域労福協

お問合せ先
東遠地域労福協

無料法律相談

磐田地区労福協
事務所

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

無料法律相談

磐田地区労福協
事務所

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

富士サファリパーク
現地集合ツアー

富士サファリパーク

大人（高校生以上）1,000円
小人（4歳〜中学生以下）500円

静岡地区労福協

お問合せ先
静岡地区労福協

☎0537-61-2122

☎054-269-4628

同点時のジャンケン対決の様子

牧野幸雄会長

（トヨタ自動車東日本労組）

10月10日（日）に裾野市民文化センターで行われた「裾野
市市制施行50周年記念式典」に「裾野地区労福協」が招待さ
れ、加盟団体と協力し、市の労働者福祉全体の増進、市内環
境美化に寄与したとして、
「50周年特別表彰」をいただきま
した。
裾野地区労福協で
は、2019年度まで毎年
実施していた「カーブ
ミラー清掃」、同「富士
山清掃」、毎年秋に開催

私、牧野幸雄は、９月よりトヨタ自動車東日本労組総合セン

し て い る「 ク リ ー ン

ター支部の支部長に就任し、同時に裾野地区労福協の会長を仰

キャンペーン」に、ここ

せつかりました。

10年間で、のべ5,072名
してきており、これら
の活動が今回の表彰へ
とつながりました。
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しています。
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「50周年特別表彰」を
いただきました

を動員した活動を継続

16

の輪が広がったものと認識

ることになりました。全ての聴講希望者の受け入れができ

どなたでも・無料

までに入園

者からも提供があり、共助

で満枠となり、残念ですが満枠以降の聴講希望をお断りす

磐田地区労福協
事務所

トップセミナー

うえで実施するに至りました。

最後に、優勝チームは「同

お問合せ先
三島地区労福協

18:00〜

た。参加者だけでなく応援

いながら、約３時間をかけライン引き等をしました。大会当

三島地区労福協

無料法律相談

想いもあり、また天候にも恵まれ、十分な感染対策を講じた

ドの形が…」
「バッターボックスの方向が…」など声を掛け合

会員およびその家族
参加費あり

9:30〜
12:30

品以上の提供がありまし

あり定員を減員して開催していますが、開催告知開始数日

☎054-269-4628

山梨各所

コロナ禍において開催が危ぶまれましたが、各会員の熱い

富士地区の３地区で実施されています。今年もコロナ禍で

静岡地区労福協

山梨満喫

缶詰、レトルト食品など20

実施しました。

前日の会場設営には14名の役員等が参加し、
「 ダイヤモン

お問合せ先
静岡地区労福協

プラザアピアボウル

29

26

参加資格・参加費など

地区労福協会員
１チーム 4,000円

なお、当日は「フードバンク」への協力を呼びかけ、乾麺や

2021年10月30日、大東総合運動場にてソフトボール大会を

ナー」について、今では当地区のほか、静岡地区・清水地区・

地域・地区労福協の活動予定
月

思います。

元セーリング競技の日本代表選手として、2008年北京、2012
年ロンドン、2016年リオ五輪に、たくさんの方の支援を受けて
出場させていただいた経験があります。恩返しさせていただく
にあたり、良い役回りを頂いたと思っています。働く人の幸せ
のため、地域社会の為に、労福協活動に精一杯取り組んでいき
ます！

Rofukukyo 2022 New year
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■御前崎市の「加多世」の大将の頑張りに心が救われた

■毎号講座案内を見て、とても興味があって是非聴講

気持です。子ども食堂だけでなく、大人も利用できる食

してみたいなと思う講座があっても、会場まで行くこ

堂が静岡にもあってほしいです！！

とがなかなか大変であきらめてしまうことがありま
袋井市

岩出様

す。オンラインでの開催や開催後日この労福協だより
で講座内容を紹介して頂くといったことがあるととて

■年収960万以下で、18歳以下の子供に10万支給の話が

もうれしいです。

藤枝市

河村様

ありますが、本当に生活に困っている人に配って欲し
いと思います。年収960万は富裕層だと思います。
掛川市

小川様

■こくみん共済のキャラクターが可愛くてページを熟
読するきっかけになっています。お店でよくフードバ
ンクののぼりをみかけるようになりました。食べ物以

■小笠南地区労福協の子ども食堂支援を読んで大変心

外の服や文房具、生地用品もお困りであれば集めたり

暖かくなる内容でした。加多世の大将、御前崎市社会教

寄付できたりしたら嬉しいです。
焼津市

育課の皆様、労福協の皆様ありがとうございました。
藤枝市

増田様

丸山様

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！

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裾野地区労福協牧野会長は元日本代表として
活躍してきました。なんの競技でしょうか。
A:セーリング B:ボウリング C:ボクシング
❷グリーン友の会、退職者福祉協議会、ライフサポート
センター友の会の主催のチャレンジ川柳のお題は
A:コロナ B:結ぶ C:切れる
❸人物登場 静岡地区労福協事務局長の杉山智康氏の趣味は
A:水泳、旅行 B:野球、旅行 C:ゴルフ、旅行

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 ２０22年2月18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

応募総数76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：家族でバーベキュー
（２）A：消費生活協同組合の日
（３）B：2台
当選者
○袋 井 市 中田奈津世様
○焼 津 市 飯塚 知之様
○浜 松 市 小野 良和様
○牧之原市 大石 公紀様
○静 岡 市 鈴木 俊之様
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。

静岡地域・地区労福協事務所の紹介
・住所：静岡市葵区黒金町１２−５丸伸ビル３階
・電話番号：054-269-4628
・JR静岡駅より徒歩５分、ろうきん本店からは徒歩１分
です。
・事務所のあいている時間：月・水・木
（変動あり）
9：00〜13：00
・労福協、退福共、
グリーン友の会の各会議、
サークル
活動等に使用されています。最大２７名まで ご利用
いただける会議室があります。会議・セミナーに是非
ご利用ください。

Rofukukyo 2022 New year
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