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ものでしかなく、社会保障の
課題を処理しないまま、社会
保障と税の一体改革も先送り
しています。こんな政権下に
あっては、働く仲間や地域住
民の幸せな暮らしを送れるか
が不安です。今こそ、共助の
輪を拡げるべく労福協・ライ
フ・サポートセンターの活動
は更に重要となっています。
今後とも、生き生きとした暮
らしを実現する活動の取り
組みに引き続き協力を願いま
す。」と挨拶した後、田村博石川県商工労働部労
働企画課参事兼課長補佐、廣田康太郎金沢市経
済局労働政策課長が「労働者福祉向上への取り
組み協力のお礼と、労働者・生活者を取り巻く
環境整備に活躍されたい。」とした知事、市長の
メッセージを代読し、田中美絵子民進党石川県
総支部連合会副代表、浅野俊二社民党石川県連
合副代表が、それぞれ来賓挨拶をした。
総会では、2015 年度一般経過報告、会計報告、
会計監査報告を提案どおり承認した。この報告
に対し「今般の経済情勢や福祉事業団体の業況
などにより、労働者福祉運動の根幹を成す会費

労働者福祉事業の推進強化へ

労福協は、6月 10 日（金）
フレンドパーク石川において
第 55回通常総会を開催した。
総会は、光林邦彦副理事長

が「連合石川や各事業団体、
地域ライフ・サポートセンター
の協力により、労働者、高齢

者、地域住民の共助の輪を拡げるべく活動を進
めることができました。我々を取り巻く環境は
より厳しくなるばかりであり、正に共助の輪を
拡げるべく、活動の強化が求められており、一
層のご協力を願います。」と開会挨拶を行った後、
総会成立要件を満たす代議員の出席があると同
時にオブザーバー、役員の出席状況を報告し、
総会議長に連合石川の渡邊雅人代議員を選任し

た。
西田満明理事長は、「景気

が良いと言われているが、働
く人、地域の人には実感が
伴っておらず、労働者福祉、
生活向上などに取り組む、労
福協に参集する各団体、地域

LSCの果たす役割は大切なものとなっています。
政府は、アベノミクスの失敗を恐れ、唐突に新
三本の矢の政策を出してきたが中身の見えない
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石川労福協は、6月10日（金）午前12時からフ
レンドパーク石川会議室において第2回理事会を
開催した。
理事会には役員15名が出席し、先月開催した

労福協人事委員会での役員推薦状況を報告した
後、交代となる労福協理事候補の推薦確認と第10
回婚活支援行事開催について協議され提案のとお
り承認した。
なお、推薦された候補者は、同日開催の第 55
回通常総会において選任された。

等の収入減が予想されるが、運動の後退を来さ
ぬよう準備されたい。」とオブザーバーより意見
が出され、西田理事長が「運動継続に向けて理
事会などで検討していきたい。」と返した。
続いて、役員の交代等による補欠選任が行わ

れ、推薦・立候補された方の氏名が報告された後、
立候補者全員の選任を受けて、総会を休会して

第 3回理事会を開催し、専務
理事などを互選して新役員体
制を決定した。西田理事長が
再開した総会議場において新
役員体制を発表した。
また、役員報酬及び役員退
任慰労金支払の額の議案につ

いても、提案どおり承認し全ての議事を終了し
た後、補欠選任された役員が就任の挨拶に立っ
た。
渡邊議長が、「働く者の生活と福祉の充実に向

けて、労働者が一丸となって
行動していくことが重要であ
り、実現に向けて労福協を始め、
働く者全体で盛り上げていくこ
とを期待する。」と挨拶して降
壇した。
最後に柚木光副理事長が

「労福協に加盟する各団体と
地域ライフ・サポートセンター
が連携し、働く者のみでなく、
今夏から選挙権を持つ将来の
仲間たちとともに取り組んで
いくことが重要である。」と挨
拶をして閉会した。

閉会後、同会場において第 4回理事会を開催
し、先に退任した常勤理事への退任役員慰労金
支払いを確認し全日程を終了した。
　補欠選任後の役員体制
理事長　西田満明
副理事長　柚木光、光林邦彦
専務理事　中川博（専従）
理事　宮下亮、横山和男、鈴木隆史、後本康裕、
　　　高芳晴、島﨑靖夫、宅本門示、湊口洋伸、
　　　野村昇司、天満信夫、船塚俊克
監事　長﨑正、溝田勝　　以上 17名

労福協第 2回理事会

（６月２５日現在）
開催日 曜日 　　　　行　　事 　　会　　場

6 月 27 日 月 北陸労金第 15 回通常総会 県立音楽堂
7 月 11 日 月 メンタルヘルスカウンセラー養成講座（～ 12 日） 東京都

12 日 火 中央労福協 事業団体・地方労福協合同会議（～ 13 日） 　〃
14 日 木 　　〃　　 事務担当者研修会（～ 15 日） 神戸市
〃　 〃 全国会館協 第 3 回幹事会（～ 15 日） 広島県

20 日 水 労福協 第 5 回理事会 フレンドパーク石川
21 日 木 労福協 LSC 福祉グラウンドゴルフ中央大会実行委員会 　〃
23 日 土 第 10 回婚活支援行事「恋をみつけて ランチパーティー 2016 Summer」 野々市市
〃　 〃 食とみどり水 NW 海洋資源学習会 羽咋市

25 日 月 労信協　理事会 フレンドパーク石川
29 日 金 全労済 第 7 回代表者会議 労済会館

8 月 1 日 月 第 15 次蘇州市総工会業務考察訪日団（～ 6 日） 金沢市など
3 日 水 中部労福協 第 4 回歴史・理念・リーダー養成講座（～ 4 日） 大阪市

19 日 金 食とみどり水 NW 幹事会 連合石川

これからの行事予定

柚木副理事長

綿金沢LSC会長

渡邊議長
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総会・評議員会
　石川労福協を構成する事業団体の総会や評議
員会が次のとおり開催された。今後、６月 27
日（月）に北陸労働金庫、７月 29日（金）に全労済
石川県本部の総会等が予定されている。
各団体の役員名簿
○勤体協（石川県勤労者体育協会）
　第 49回定期総会
　６月８日（水）フレンドパーク石川
　会　長　高　　芳晴（労福協）
　副会長　中川　　博（労福協）
　　〃　　船塚　俊克（連合石川）
　　〃　　竹田なを美（勤体協）
　事務局長　中野　俊一（勤体協）
○さわやかU（いしかわ介護ボランティアセンター）
　第 16回通常総会
　６月 14日（火）労済会館
　理事長　澤　　信俊（金沢星稜大学）
　副理事長　西田　満明（労福協）
　　〃　　柚木　　光（北陸労金石川県本部）
　　〃　　光林　邦彦（全労済石川県本部）
　　〃　　中西伊知郎（連合石川）
　　〃　　北尾　強也（連合石川法曹団）
　　〃　　関戸　正彦（退職者連合）
　事務局長　宅本　門示（連合石川）
○勤文協（石川県勤労者文化協会）
　第 47回通常総会
　６月 16日（木）フレンドパーク石川
　会　長　大樋長左衛門（十代目）
　副会長　中川　　博（労福協）
　　〃　　湊口　洋伸（連合石川）
　事務局長　島﨑　靖夫（勤文協）
○労信協（一般財団法人石川県労働者信用基金協会）
　第 51回定時評議員会
　６月 20日（月）フレンドパーク石川
　理事長　宮下　　亮
　専務理事　久冨　象二
○生協連（石川県生活協同組合連合会）
　第 51回通常総会
　６月 20日（月）フレンドパーク石川
　会長理事　横山　和男（員外）
　副会長理事　長谷川隆史（コープいしかわ）
　専務理事　青海万里子（員外）

中部会館協定期総会・研修会
中部７府県

の労働者福祉
会館で構成す
る中部ブロッ
ク労働者福祉
会館協議会の
平成 28 年度

定期総会が、６月 14 日（火）滋賀県彦根市の彦
根勤労福祉会館「たちばな」で開かれた。
同協議会の中塚宗浩会長が、「景気は良くなっ

ていると言われているが、我々には実感がない
ことから、会館運営に明るさが見えてこない状
況にある。会館設立の主旨である労働者福祉の
向上のためにも、会員利用を呼びかけ利用拡大
の取り組みを行い、皆さんと共に事業の安定に
繋げていきたい。」との挨拶に続き、開催地を
代表し、兼房貢司彦根勤労福祉会館理事長から
歓迎と祝辞を受けて総会審議に入った。
平成 27年度活動報告、同年度会計決算報告・

監査報告に続き、平成 28年度活動計画（案）、予
算（案）を決定承認し、続いて任期満了となる役
員改選など全議案を提案どおり決議して総会を
終えた。
役職員研修会

では、ヴィーナ
スプロ代表の堀
江あけ美氏より、
「すべては『話し
方』と『コミュ
ニケーション』で決まる～信頼されるリーダー
とは～」をテーマに、地元輩出の陽明学者中江
藤樹先生の教えを引用して講演され「相手との
距離を如何にして縮めるかがコミュニケーショ
ンの重要なところであり、目と耳からの情報が
相手へ好印象を与えるカギとなっている。心を
もって見聞きすることで距離が縮まりコミュニ
ケーション力が高くなる。」と講演した。参加
者からは、更に力をつけるヒントを得ようと質
問が多く出され、時間を超過する研修会となり
会館運営における研鑽を深めた。

事務局長　上野貞彦

総会

研修会
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金沢地域ライフ・サポートセンターは、「ク
リーン・ビーチいしかわ」実行委員会が５月
29日（日）午前７時に健民海浜公園横の海岸にお
いて行う海岸清掃に連合かなざわと合同で参加
した。
天候に恵まれた早朝の海岸には、河川や対岸
から漂着したゴミなどが散乱しており、参加者
は人海戦術により拾い集め清掃活動に勤しん
だ。
約１時間の清掃活動で、ゴミのない砂浜に甦
らせるお手伝いができたようだ。

金沢 LSC　事務局長　松浦政雄

　県内７地域のライフ・サポートセンターの総会が開催され、新年度に向けて取組がスタートしました。
地域 LSC名 総会開催日 場　　所 会　　長 事務局長
白山・野々市 ５月 25 日（水） 　白山市労働会館 油　　省三 横浜　猛夫
加賀 ５月 27 日（金） 　北陸労金大聖寺支店 山本　哲朗 永井　達也

七尾・鹿島 ５月 27 日（金） 　七尾鹿島労働会館 角三　外弘 谷内　英明
河北 ５月 28 日（土） 　サンライフ津幡 安江　秀和 森山　博明
羽咋 ６月９日（木） 　羽咋労働会館 中條　　忠 上田　清春
金沢 ６月 10 日（金） 　フレンドパーク石川 綿　　征一 松浦　政雄

珠洲・能登 ６月 24 日（金） 　山中荘 谷　　良治 加藤　政道　

第50回県勤労者春季大会
≪剣道大会≫

５月29日・県立武道館
◇団体
①新化館（澤田浩基、佐藤博之、山崎朝也）　②北村電機産業
◇個人
▷男子　①齊藤政宏（金沢刑務所C）②西村拓己（金沢刑務所A）
③澤田浩基（新化館）平哲雄（北陸綜合警備B）
▷女子　①宮下麻菜（北陸綜合警備D）②山本唯衣（北陸綜合警備D）
③源紗季（北陸綜合警備D）池田優里（洗心会）

≪第87回メーデー協賛パークゴルフ大会≫
５月29日・小松市木場潟公園
▷男子ゴールド　①中村捷②荒木正允③碇山和男
▷男子シルバー　①西島孝久②菊地茂久③木村喜八郎
▷女子ゴールド　①吉田洋子②西本すゑ子③西山あきの
▷女子シルバー　①中典子②辻口芳子③奥野久子

クリーンビーチ

LSC総会

勤体協


