
お楽しみクイズお楽しみクイズ

応募方法
①～⑤の回答と、「〒番号・住所・氏名・職場名・電話番号」
を記入し、「官製はがき」で右記郵送または、「労福協eメー
ル」で受け付けます。
※eメールアドレス rofukukyo@sunny.ocn.ne.jp
（QRコードから読み込みも可能です）

応募資格
福井県内在住または福井県内企業にお勤めの方

郵送先
〒918-8231　福井市問屋町1丁目35番地
福井県労働者福祉協議会　お楽しみクイズ係

応募締切
2021年８月20日（金）必着

当選者発表
当選者への発送をもってかえさせていただきます。

福井県労働者福祉協議会の第○○回定期総会が
2021年○月○○日に開催されました。

北陸労働金庫は、
○○○○年10月に○○周年を迎えます。

お互いをたすけあう火災共済をつくったことが
｢○○○○○○○○○○｣のはじまりです。

○○○○○○○○○（BDHQ）ってなあに？

第71回福井県勤労者美術展の会期は
令和○年○○月○○日～○○月○○日まで

第○○回定期総会
2021年○月○○日

○○○○年○○周年

｢○○○○○○○○○○｣

○○○○○○○○○（BDHQ）

令和○年○○月○○日～
○○月○○日まで
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労福協

クイズの全問正解者の中から「抽選」で
10名様に1,000円分のQUOカードをプレゼント！

皆様からたくさんのご応募をお待ちしております。
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A１

ふくい労福だよりの中に答えがあるよ。 よ～く読んでね！ふくい労福だよりの中に答えがあるよ。 よ～く読んでね！

○に数字や文字を入れてください○に数字や文字を入れてください

◇会　期 令和3年12月23日（木）～12月26日（日）
　　　　　　搬　入　 令和3年12月20日（月）　　　審　査　 令和3年12月21日（火）
　　　　　　表彰式　 令和3年12月26日（日）　　　搬　出　 令和3年12月27日（月）

◇会　場 福井県立美術館

第71回 福井県勤労者美術展 開催決定！

作品
募集

・絵画部門 ・書道部門 ・写真部門を募集します。
◆特別企画 今回もチャレンジ部門の募集を行います今回もチャレンジ部門の募集を行います
71回もチャレンジ部門を設け、70回記念で初めて
出展した方＋71回に初めて出展する方を対象に作品
を募ります。多くの方の応募をお願いします。

応募など詳しくは

◀
で検索！

福井県労働者福祉基金協会

福井県労働者福祉協議会
https://fukui-rofukukyo.com
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　福井県労福協 第59回定期総会が、5月18日（火）
にユニオンプラザ福井で、代議員22名出席のもと開
催されました。杉本副会長の開会の挨拶後、総会議
長に平井武史代議員を選出。
　また、来賓の方々については、新型コロナウイル
ス感染防止の観点から出席を見合わせいただき、お
祝いのメッセージをいただきました。その後、横山
会長の挨拶を受け、小林事務局長より2020年度一般
活動報告・会計報告、2021年度活動方針・予算案等
を提案し、すべての議案について満場一致で承認を
いただきました。
　以下に2021年度活動方針の具体的内容を報告いたします。

　＜横山会長挨拶抜粋＞
　昨年の第58回定期大会は、新型コロナ感染防止の関係で、書
面開催としたが、今年の第59回定期大会は、是非とも皆さんに
集まっていただき、総会を開催したいという思いで検討し、感
染対策に万全を期し、開催に至ることができた。その結果、こ
うして皆さんの顔を拝見して、日頃の運動の協力に対し、直接
お礼を申し上げる事ができる。本当にありがとうございます。
　この一年間、コロナ禍の中で、多くの方々を集めてイベント

や集会等を行う事に、非常に気を使ってきた。労福協の活動は、会員の皆さんに集まってもらい
活動することが原点である。コロナ禍は、その集まりを制限するものであり、この事が原因で私
たちの運動が縮小し、会員の皆さんが運動から離れていくのではないかとの不安もあった。また
逆に開催を実施すれば、感染の恐怖や「会員の皆さんの職場に、迷惑をかけるのではないか」と
葛藤しながら、運動を行ってきた。
　しかしこういった制限がある中でも、構成する組織の皆さんのおかげで、2020年度も、しっ
かりとした活動が行えたと考えている。これから先、まだまだ景気も雇用も、そしてコロナ禍も
不透明なところが沢山あるが、今後も皆さんのお力添えを是非ともお願いして挨拶とする。

第５９回定期総会を開催する！第５９回定期総会を開催する！福井県労福協福井県労福協

スローガン「連帯・協同で安心・共生の福祉社会をつくろう！」

第59回定期総会風景

会長挨拶
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（１）教育活動・・・
① ライフプランセミナー ( 健康＆年金セミナー )
　ライフプランセミナーを引き続き行う。福井県生涯現役促進地域連携協議会とも連携し、
有意義な老後のあり方等を学んでもらえるためのセミナーを開催する。

② 研修会の開催
・労働者福祉協議会および各労働福祉事業団体の理念・歴史を学ぶ研修会を開催する。
　各組織の次代を担う人材育成と、労働福祉事業団体の事業推進に活かす事を目指す。

③ （公財）福井県労働者福祉基金協会の研修会協力
・研修会がより充実した形で実施できるよう、経費の一部を負担するとともに、運営の協力
をする。

④ 福井県退職者連合との連携による研修会の開催
・福井県退職者連合と共催し、退職者連合の参加者が共感のもてる研修会を開催する。

⑤ 福井県生涯現役促進地域連携事業への取り組み
・福井県・福井労働局・福井県シルバー人材センター連合・福井県経済団体連合会との連携
を強化し、事業目的に沿った内容に取り組む。

（２）労働福祉事業団体との連携強化
① 労働福祉事業団体の PR 活動
・労働福祉事業団体の更なる活動推進に向けて、労働組合への訪問や役員との意見交換を要
請していく。また、会議・セミナーで、商品やキャンペーンの紹介活動を推進する。

② 連合福井の各地域協議会や地区連絡会との連携活動について
・チームろうふく活動を支援し、労働組合と労働福祉事業団体の連携強化により、地域での
自主福祉活動を推進する。
・地協の協力を得て、各労働福祉事業団体の責任者が連合福井を構成する産別・単組を訪問
し、事業推進の協力要請を行う。

③ 「防災・減災フェア」の取り組み
・自然災害が多発する昨今、県民の防災意識の向上を目的に「家族でたのしくまなぶ！防災
減災フェア」を開催する。事業団体間の連携強化を図り、自治体や市民団体などとも広く
連携し、意義あるイベント開催に努める。

（１）こころ支えるネットワーク事業（福井県補助事業）
◇コロナ禍で不安や困難を抱える方が増加傾向にある中、勤労者や県民の方々の心のよりど
ころとなるよう「働く人の心健やかサポート事業」を進める。

① メンタルケア・スペシャリスト（ＭＣＳ）のフォローアップセミナー
・フォローアップ研修や情報交換会を行うことで知識の向上、情報の共有化などにより、Ｍ
ＣＳとしてのレベルＵＰと職場での活動を支援する。
　メンタルケアセミナーを実施する企業や組合に対し、講師派遣の継続を行い、職場や地域
でのメンタルケアセミナーの開催、利用拡大を呼びかける。

② 仕事でこころが悩んだら０１２０－５５６－２９１（こころーふくい）の周知、電話
だけの悩み相談だけでなく、相談員による企業等への出張訪問相談も受付ける。

２．県内で働く全ての人たちが安心して働くために

（２）生活設計支援のための事業
① 労働相談業務事業（福井県受託事業）
　　［労使相談センター　丹南事務所・嶺南事務所］

◇利用拡大に向けて行政機関との連携を強化するとともに、
　チラシ配布、ネット広告などを活用して周知拡大を図る。

　　［過労死防止対策］
◇連合福井や福井労働局、福井県労働政策課と連携し、街宣活動(福井・
　丹南・嶺南)で啓発チラシの配布を行うなど、過労死防止対策の取組みを継続する。

② ライフサポートセンター福井
・「くらしの悩み相談窓口」として継続し、他県のライフサポートセンターの取り組みを参
考に事業運営を行う。

（３）文化・スポーツ関係事業
① 第７１回福井県勤労者美術展
・福井県・福井県労働者福祉基金協会と共催し、経費の一部負担及び事業運営に協力する。

② 家族ふれあい事業
・連合福井の各地域協議会が実施する家族ふれあい行事の趣旨に賛同し、費用および労働福
祉事業団体と連携し協力する。

③ 文化公演活動
・過去好評であったチケット補助の取り組みを活かし、今年も県内で開催される催しから、
目的に沿ったものを選出し補助する。

④ 第 92 回福井県中央メーデーおよび各地域協議会メーデー
・メーデー意義を主体にした情宣や広報の発信について協力するとともに、労働福祉団体の
ＰＲを行う。

（１）福井県
◇各労働福祉事業団体の円滑かつ効果的な運営に資する要望等を取りまとめ、福井県知事に
対して要望書を提出するとともに、意見交換を実施する。

（２）関係議員
◇連合福井の推薦議員と連携を図るために、意見交換会の開催を検討。特に福井県に対する
要望内容についての理解と支援を図る。

（３）関係団体
◇福井県をはじめとする各自治体との連携、社会福祉活動での福井県社会福祉協議会などと
の連携、福井弁護士会、福井県社会保険労務士会など各団体との連携を図る。

（４）反貧困キャラバン
◇福井弁護士会、福井県司法書士会、その他関係する市民団体と連携し、反貧困キャラバン
２０２１に参画し、集会や街宣行動を行う。また、貧困問題などについて福井県、福井市
をはじめとして、各市町への要請行動にも参画する。

（５）連合福井寄付講座（福井県立大学経済学部において）
◇「メンタルヘルス対策の重要性・労福協の『こころ支えるネットワーク事業』とは？」と「奨
学金制度のしくみについて」の２講座を担当する。

（６）福井県退職者連合、ろうきん友の会との連携
◇福井県退職者連合より福井県労福協幹事が選出されており、活動に参画している。今後も
継続して連携を図っていく。
　「ろうきん友の会」も、労福協の機関紙やホームページで紹介するなど連携を図る。

３．関係団体との連携、協力をより深めるために

＜2021年度の具体的な活動方針（概要）＞
１.労働者自主福祉運動への理解促進および労働福祉事業団体の強化・発展のために
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（１）三役会議および幹事会
◇三役会議（偶数月）、幹事会（奇数月）をそれぞれ年６回の頻度で開催。
　三役会議では中期的観点での組織運営や、各種活動の方向性を検討する。幹事会では、活
動の具現化と各組織への共有化を図る。

（２）その他の会議
◇必要に応じて事業団体ＴＯＰ連絡会議および実務責任者会議等を開催し、各福祉事業団体
の取り組み共有化、およびサポートを行う。

（３）中央労福協・中部労福協・北陸ブロック等への対応
◇中央労福協・中部労福協の機関会議や研修会に出席し、事業方針や内容の意義を確認する
とともに、ブロック各単協の取り組みを参考にし、福井県労福協の事業高位化を目指す。

（４）機関紙・ホームページの充実
◇労働福祉事業団体に親近感を持てるよう、編集委員会でニーズを踏まえた内容を検討し、
機関紙の記事充実を図る。またホームページをリニューアルし、タイムリーな情報発信源
にしていく。

（５）新型コロナウイルス感染症への対応
◇コロナ禍のもとでの活動のあり方や会議のもち方、移動の必要性など、ニューノーマルな
運営について検討する。
　福井県労福協が結成以来これまで培ってきた活動の意義を踏まえ、県内勤労者および労働
福祉事業団体にとって有益な活動を目指す。

４．組織強化に向けて

会　長
〔新〕副会長

副会長
副会長

事務局長
事務局次長
事務局次長

幹　事
幹　事

〔新〕幹事　
幹　事
幹　事
幹　事
幹　事
幹　事
幹　事

〔新〕幹事　
幹　事
幹　事

〔新〕監事　
監　事

連合福井
北陸労働金庫

こくみん共済 coop
連合福井
連合福井

員外
員外

連合福井
連合福井
連合福井
連合福井
連合福井
連合福井
連合福井
連合福井

北陸労働金庫
県民生協
労信協

連合福井退職者連合
連合福井

こくみん共済 coop

横　山　龍　寛
山　岸　克　司
杉　本　眞　一
矢　野　義　和
小　林　　　一
宮　腰　寿　彦
宮　越　広　美
橋　岡　克　典
林　　　憲　治
勝　見　義　治
貫　場　宏　冶
米　谷　寿　光
笹　山　佳　成
寺　島　誠　二
玉　川　忠　春
中　嶋　亮　弘
松　宮　幹　雄
石　田　昌　秀
齊　藤　重　範
岡　本　光　央
嶋　崎　邦　彦

役　職

（※2021 年５月 18 日現在）

選出団体氏　名

2021年度　福井県労働者福祉協議会役員体制

福井県労働者信用基金協会
福井県労働福祉会館

福井県民生活協同組合

北陸労働金庫

2021年6月21日
2021年6月21日

2021年6月24日

2021年6月25日

ユニオンプラザ福井
ユニオンプラザ福井
県民せいきょう
本部センター
福井・丹南・敦賀・
小浜・金津・福井北
　　　　　　　（支店）

団体名 開催日 開催場所

●福祉事業団体の通常総会・評議員会が開催されました。

・福井県勤労者旅行センターの臨時総会が、2021年３月24日
（水）にユニオンプラザ福井において開催されました。臨時総会で
は、コロナ禍での事業継続は難しいとの判断から、事業の解散が
承認され、2021年３月31日をもって事業を停止することになり
ました。
　今後の対応として「福井労福協が清算人」となり、清算結了総
会を官報の公示後（2021年11月予定）に行うことや、今後の組
合員などへの旅行対応は、連合福井加盟組合企業の京福バス

（株）を、総合窓口として案内していく事が確認されました。

●福井県勤労者旅行センターの解散について

こくみん共済 coop
福井推進本部 2021年7月28日 福井県国際交流会館

団体名 開催日 開催場所

●７月開催予定の通常総代会（代表者会議）

　ＭＣＳ（１～６期生）を対象にフォローアップセミナーを２０２１年２月２７日（土）に開催しまし
た。当日は、福井県立病院　精神看護専門看護師　山口達也氏を講師にお招きし「COVID19
流行下におけるメンタルヘルス」と題した講演を行っていただきました。また、新型コロナウイルス
感染防止対応として、
密を避けるため、会場
であるアオッサ会場に
集合いただく方と、オン
ライン配信による二元
開催を初実施致しまし
た。参加者は会場16
名、オンライン参加21
名の合計37名でした。

　2021年3月20日（土・祝）ユニオンプラザ福井において、「防災・減災フェア２０２１」を開催しま
した。今回はコロナ禍の開催という事もあり、小規模なイベントとし、感染対策を十分とったうえ
で行い、延べ229名の方々にご来場いただきました。
　催しとして、各種防災グッズ作成体験コー
ナー、災害パネルの展示、また講演会として第
１部は福井県防災士会（福井高専教授）の岡
本拓夫氏から「家族で学ぼう福井の地震！」、
第2部として、あんどうりす氏の「アウトドア防
災ガイド」と題して講演をしていただきました。
なお、この講演についてはYouTubeでアップし
ておりますので、是非ご覧ください。（6ページを
ご参照ください）

（１）メンタルケア・スペシャリスト（ＭＣＳ）
　　　フォローアップセミナーを開催！

（２）家族で楽しく学ぶ　「防災・減災フェア２０２１」を開催

メンタルケアスペシャリスト（MCS）
フォロアップセミナー風景

防災減災講演会
講師：岡本　拓夫 氏

防災減災講演会
講師：あんどう　りす 氏

防災減グッズ作成風景

防災減災講演会風景

福井県立病院（精神看護専門看護師）
講師：山口　達也 氏

活 動 報 告
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◇3月 20日（祝・土）に開催した「防災減災フェア 2021」の防災に関する講演会の動画を YouTube

　にアップしました！防災に関する情報がたくさん詰め込まれておりますので、ぜひご覧戴き

　　　　　　　　　の時にお役立てください！！「もしも」

※あんどう りす氏の公開期間は、2021年 7月末迄です。お早めにご視聴下さい。

▼講演１「家族で学ぼう福井の地震！」 福井高専　岡本　拓夫　氏

 

▼講演２「アウトドア防災ガイド」 あんどうりす　氏

https://www.youtube.com/watch?v=6xWYsCoffS8

https://www.youtube.com/watch?v=cRJu_RR7bV4
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本
体 500円

000685

食生活を計ってみませんか？

食生活バランス診断（BDHQ)

食生活バランス診断（BDHQ)ってなあに？

お申し込みはハーツ各店サービスコーナーにてお願いいたします。

どんな質問に答えるの？

お申込み〆切　７月末日まで
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