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　謹んで新年のお慶びを申しあげます。
　昨年は、コロナ禍ではありましたが、会員皆
様方のご協力により、広島県労福協として可能
な範囲での活動を実施することができました。
先ずは、危機的状況下にある労働会館に対する
利用促進キャンペーンなど、福祉事業団体の基
盤強化につながる施策へのご理解と協力に感謝
します。そして、生活・就労支援としての「ラ
イフサポートセンター事業」、県から委託を受け
た「メンタルヘルスセミナー」、「ろうきん森の
学校」での交流事業など、地域での社会貢献か
ら会員相互の連携に至る運動にもまい進するこ
とができました。
　さて、国内外ともに不安定な社会情勢のなか、
終息の兆しが見えないコロナ禍もあり、世代を
問わず不安が尽きない状況が続いています。こ
ういった時だからこそ、労働金庫やこくみん共

済 coop、そして労働会館など、労働運動がつく
り育ててきた身近な協同組合としての存在意義
が再認識される一方、事業存続の厳しさにも直
面しています。
　広島県労福協は、「福祉はひとつ」で始めた創
業の精神と現状を踏まえ、2030 年にめざす社会
像「貧困や社会的排除がなく人と人とのつなが
りが大切にされ、平和で安心して働き暮らせる
持続可能な社会」の実現にむけて、今一度、労
働者自主福祉事業を労働運動の一環と位置付け、
事業の安定と存続へ「ともに運動する」関係が
前提との認識のもと、次世代の仲間たちに継承
する役割を発揮していきます。関係する皆様方
のご理解と一層の連携強化をお願いします。今
年が、素晴らしい一年となるよう、共にがんば
りましょう。
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湯 㟢　英 彦
広島県知事

明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、清々しく新しい年をお迎え

のことと、心からお慶び申し上げます。
さて、本県では、概ね30年後の「あるべき姿」

を構想し、10年後の「目指す姿」とその実現の
方向性をお示しする新たな総合計画となります

「安心▷誇り▷挑戦　ひろしまビジョン」を昨
年10月に策定したところです。

新たなビジョンでは、県民が抱く様々な不安
を軽減し、「安心」の土台を作るとともに、広
島県の持つ強みを伸ばし、県民の「誇り」を醸
成することで、県民一人一人が夢や希望の実現
に向け、「挑戦」できる社会を目指してまいり
ます。

皆様におかれましては、今後とも、本県行政
への御支援、御協力を賜りますようお願い申し
上げます。

新年の門出に当たり、広島県労働者福祉協議
会のますますの御発展、並びに、会員の皆様の
御健勝、御多幸を祈念しまして、新年の御挨拶
といたします。

　会　長　松 井　一 實 
広島県市長会（広島市長）

年頭に当たり、謹んで御挨拶を申し上げます。
皆様におかれましては、日頃から労働者福祉

の増進に取り組んでおられますことに、心から
敬意を表します。

さて、人口減少・少子高齢化や自然災害の頻
発化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大な
ど、我が国はかつてない困難に直面しています。

地方行政を預かる私たちとしましても、国や
県とも連携し、感染拡大防止と社会経済活動の
両立とともに、災害に強いまちづくりや子育て・
高齢者支援などに全力で取り組んでいるところ
です。

コロナ禍という非常事態に際し、改めて実感
いたしますのは、助け合い支え合うことの大切
さであり、こうした共助の精神を広げ根付かせ
ていくことが地域共生社会の実現には重要であ
ります。

引き続き、感染症対策に万全を期すととも 
に、誰もが安心して、心豊かに暮らせる地域社
会の実現に注力してまいりますので、皆様には、
より一層のお力添えを賜りますようお願い申し
上げます。

結びに、新年が皆様にとりまして、実り多き
良い年となりますよう祈念いたしまして、年頭
の御挨拶とさせていただきます。

年頭のあいさつ年頭のあいさつ
公共・福祉事業団体

新年明けましておめでとうございます。
中央労福協は昨年、コロナ禍で活動が制限され

るなか、三次にわたる緊急要請、生活・就労応援
基金（ろうふくエール基金）の設置、コロナ禍・
大規模災害に強い地域づくりをテーマとした動画
配信など、「労福協の2030年ビジョン」に改めて
確信を持ちながら、歩みを進めてまいりました。

貧困や社会的排除がなく、人と人とのつながり

が大切にされ、平和で、安心して働きくらせる持続
可能な社会を実現するために、今こそ私たちが真価
を発揮する時です。労働運動と労働者福祉事業が関
係を強化し、消費者運動、NPO・市民運動などとの
連携を深め、共助の輪を広げることにより、多様で
重層的なセーフティネットを日本社会に張り巡ら
し、貧困や格差を是正していきましょう。

中央労福協は、ポストコロナ時代のスタートの
年に、「つながり、寄りそい、支え合う」ことを
基軸に、誰もが「助けて」と言える社会を目指し
ます。そのために新しい手法を柔軟に取り入れ、

「今こそ労働者福祉運動の出番」との気概をもっ
て取り組んでいきます。

会　長　神 津　里季生
労働者福祉中央協議会



謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様におかれましては、日頃より労働者福祉

の向上にご尽力を賜っていますことに、厚くお
礼申し上げます。

さて、我が国において今後とも社会経済が持続
的に発展していくためには、少子高齢化の進行に
よる労働人口減少に対応するための働き方改革の
推進や中小企業の生産性向上が課題の一つとなっ
ております。このような中、新型コロナウイルス

の感染拡大によって日本経済は大きな打撃を受け、
経済活動の停滞に伴い雇用情勢も厳しさを増してい
ます。この難局を乗り越え、今こそ就業の機会を拡
大するためには多様で柔軟な働き方や、それを支え
る環境整備への取組みが急務となっています。

地方行政を預かる私たちとしましても、住民が
健康で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、
産業振興や雇用の創出、移住定住促進、子育て支
援、激甚化する自然災害への対応強化などに引き
続き全力を挙げて取り組んでまいる所存でござい
ますので、引き続きご支援とご協力を賜わります
ようお願い申し上げます。

結びに、この新しい年が皆様にとりまして輝か
しい年となりますよう祈念いたしまして、新年の
ご挨拶といたします。

　会　長　吉 田　隆 行
広島県町村会（坂町長）

　久 光　博 智
連合広島

会　長

　善 積　昭 之
中国労働金庫　広島県営業本部

本部長

新年明けましておめでとうございます。
旧年中県労福協会員皆様には、中国労働金庫の推進に対しまし

て、格別なご支援・協力を賜り、心より感謝申しあげます。お蔭
様で、2020年度はろうきん事業計画及び第６期中期経営計画の最
終年となっており、コロナ禍においても会員皆様のご協力をいた
だきながら、なんとか目標達成に向けて、推移しております。

迎える2021年度は、第 7 期中期経営計画のスタートの年であり、
新たに掲げる『対面』『人』『こころ』で会員・間接構成員・その
家族へのお役立ちに向けためざす姿への完遂に向けて、役職員は
もちろんのこと、各地区推進委員会と強靭なコラボを図りながら、
邁進していきたいと考えておりますので、県労福協会員の皆様においても、引き続きの力強いご協力・
ご支援をどうか、よろしくお願い申しあげます。

結びに、新年が県労福協会員皆様にとりまして、輝かしく素晴らしい年になりますことをご祈念申し
あげ新年のご挨拶とさせていただきます。

新年、明けましておめでとうございます。
2021年が皆さまにとって、実り多き一年となりま

すようお祈り申し上げますとともに、コロナ渦で頑
張っておられるすべての皆さまに敬意を表します。

私たちは昨年、結成30周年の節目を迎え、日本
が直面する人口減少・超少子高齢、格差是正や働
き方の見直しなど、持続可能で包摂的な社会を目
指す新たな連合ビジョンのもとで運動をスタート
させました。

しかしコロナ禍の直撃により、雇用・所得環境は

極めて厳しい状況に陥り、特に、中小企業や非正規
雇用など弱い立場にある方、労使関係が無い職場で
働く仲間ほど深刻な影響を被っているのが実態です。

こうした中、働く人・生活者に寄り添い「必ず
そばにいる存在」として、すべての人の雇用と生
活と命を守るため、私たち連合が力を発揮しなけ
ればなりません。

先行き不透明感が強まっていますが、スローガ
ンである「私たちが未来を変える」との気概を持
ち、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向
けて、働く仲間との連帯と労福協をはじめ組織内
外との連携を強化し、組合員と地域社会からの期
待に応えてまいる所存です。

皆さまの連合広島へのご理解とご協力、ご参画
をお願いし、新年の挨拶といたします。
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新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、「ワークピア広島」に対しまして、格別のご支援とご協力をいただ

き、厚くお礼申しあげます。
昨年は、第２期中期経営計画（３ヵ年）の最終年度にあたり、安定した経営基

盤の確立をめざす重要な年として事業を推進してまいりましたが、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大の影響は極めて大きく、大変厳しい事業運営を強いられ
ることとなりました。

そうした中、広島県労福協による「労働会館利用促進キャンペーン」をはじ
め、労働組合・福祉事業団体の皆さまには、感染防止対策にご協力いただきなが
らのご支援・ご利用をいただき、重ねてお礼申しあげます。

新型コロナウイルスに関しては、先行き不透明感が大きく、依然として厳しい状
況が続きますが、引続き「勤労者の集う場」としての役割を十分発揮し、勤労者福
祉に貢献していく所存です。引続きのご支援とご協力をお願い申しあげます。

2021年が、皆さまにとりまして、輝かしい年になることを祈念いたしまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。

　大 野　真 人
一般社団法人 福山労働会館「みやび」

理事長
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　山 﨑　幸 治
一般社団法人 広島労働会館「ワークピア広島」

理事長 ユニオントラベル広島　（一社）広島労働会館

宴会・パーティー
会議・各種セミナー
ユニオントラベル広島
レンタル収納室

カフェ・レスト ナコール
慶弔関係・各種記念品

セミナー及び研修会開催事業
福祉相談事業

高校生のための消費者教育研修事業
ペットボトルキャップ活動事業

〒732-0825　広島市南区金屋町1-17
TEL(082)261-8131  FAX(082)263-3489
E-mail info@workpier.jp

https://www.workpier.jp

公 益 事 業会 館 事 業

事業のご案内

まで、お気軽にお問合せください。
詳しい内容・ご相談は

新年明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

〒721-8588 福山市南蔵王町4丁目5番18号
TEL(084)925‒3800 FAX(084)925‒3809

結婚式・披露宴・貸衣裳
各種宴会（催事・記念行事）
貸会議室（大中小ホール）
各種仕出料理・各種文化教室
和 処 み や び・写 真 館

一般社団法人　福山労働会館

ﾎｰﾑペｰジ   https://r-miyabi.or.jp
ﾒｰﾙｱドﾚｽ  konrei@r-miyabi.or.jp

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、福山労働会館「みやび」の事業運営に対しまして、格別のご支援とご協

力を賜り、厚く御礼申しあげます。
昨年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、会員組織をはじめ地域の皆様

が集い、憩う「みやび」は、大変厳しい事業運営となりました。
そうした中、県労福協の「労働会館利用促進キャンペーン」をはじめ、労働組合・

福祉事業団体の皆様からは「牛すじ黒カレー」のご購入やおせち・クリスマスチキン
の販売などにもご支援を戴いてまいりました。重ねてお礼申しあげます。

しかしながら、多くの皆様にお越し戴く各種会議や婚礼・宴会については、回復に
は程遠く、先行き見通せない状況が継続しております。

厳しい事業環境に直面している「みやび」としては、本年は、勤労者福祉施設とし
て継続して運営していくために、中長期的な経営基盤の確立に向けた「事業のあり
方」を検討し、決定する年としております。引き続き、会員の皆様や地域の皆様に、
安心して満足いただけるサービスを提供してまいりますので、引き続きのご利用をお
願い申しあげます。

2021年が皆様にとりまして、輝かしい年になりますことを心よりご祈念申しあげ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

　内 匠　雅 也
こくみん共済 coop 広島推進本部

本部長

新年明けましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、よき新春を迎えられたことと謹んでお喜び申し

あげます。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、依然として社会や経済に大きな影を

落としており、私たちの生活にも大きな影響を及ぼしています。こうした労
働者を取り巻く環境が厳しさを増す中、労働者自主福祉の事業と運動は増々
重要になっていると考えております。

2021年は、こくみん共済 coop の「New-Zetwork（2018年度～ 2021年度中
期経営政策）」が 3 年目を迎え、推進体制の再編整備やオンライン推進の実施
など、重要課題に取り組む年となります。広島推進本部は引き続き「組合員
を大切にする」を合言葉に、一丸となって事業と運動をすすめてまいります。

本年も一層のご支援とご協力をお願いいたしますとともに、皆さまのご健
勝とご多幸をお祈り申しあげ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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地区会長 年頭のあいさつ年頭のあいさつ

広島県生活協同組合連合会

　岡 村  信 秀会長理事

〜新しい社会建設に向けて〜

新年あけましておめでとうございます。昨年はコ
ロナ禍で様々な活動が制限され、日常が一変しまし
た。この度の新型コロナウイルスの感染拡大は地球
温暖化と生態系の崩壊が背景にあると専門家は指摘
しています。だとすると、これまでの社会経済シス
テムを根幹から転換しない限り再び新たなウイルス
が次々と出現するということになります。

求められる新たな社会経済システムは、生物多
様性の減少と環境破壊を最小限に抑え、生命の維
持やくらしの根幹を支えている領域の地域自給の
形成です。具体的には、食料の安全保障、エネル
ギー、医療・介護の地域自給。すなわち、国内・
地域の資源を活用した循環型の社会経済システム
への転換こそがコロナ禍の教訓です。
また、平和を巡っては、悲願であった核兵器禁
止条約の批准国が50カ国以上に達し、今月、発効
されます。今後は、唯一の被爆国日本が署名・批
准するよう要請していくことと市民社会の世論喚
起が課題となります。
戦争も核兵器もない平和な世界の早期実現に向
けて。

会　長 岡 村　将 城

大竹･廿日市地区労福協

新年明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルスの影響により各種行事・会議が中止
となるなど、地区労福協として戸惑いを感じる一年となりました。
本年も引き続き多くの活動に制限が掛かることも予想されます
が、昨年の経験を教訓として、新しい生活様式を踏まえた労福協
運動の展開、労働者福祉の向上に取り組んでいきたいと思います。
　本年も会員の皆様のご支援・ご協力を宜しくお願い致します。

会　長 谷 口　英 男

広島西地区労福協

明けましておめでとうございます。
広島西地区労福協では、会員の皆様と事業団体とのコミュ

ニケーションがより一層図れるよう工夫を行うとともに、共
助の輪を広められるように努めて行きたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

滋野　和義会　長

広島中央地区労福協

謹んで新春のご祝詞を申し上げます。また、旧年中は諸活
動へのご理解ご協力を頂いたことに心より御礼申し上げます。
今年もまたコロナ禍が続く中で、このところ豪雨などの災
害も毎年発生しています。この様な状況だからこそ、労働者
福祉活動が必要とされ重要性を増していると思います。
本年も事業団体としっかり連携しながら共助の活動に取り
組んでゆきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

下 西　智 之会　長

広島東地区労福協

新年あけましておめでとうございます。
昨年は３年前の豪雨災害に続き新型コロナウイルスの影響

で恒例の「ふれあい朝市」が中止、会員相互の親睦を図るス
ポーツ交流会も中止となり会員・地域活動が縮小しました。
今年は「Withコロナ」の中で、地域活動および福祉事業

団体推進に邁進してまいります。
本年も皆様方のご支援・ご協力をよろしくお願い申しあげ

ます。

津 川　信 次会　長

呉地区労福協

新年明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルス感染拡大により多くの活動を自粛
せざるを得ませんでした。今年もしばらくは厳しい状況が続く
かもしれませんが、皆様とともにこの難局を乗り越えていける
ような活動をしなくてはいけないと思っております。さらにコ
ミュニケーションを良くして労働者福祉の推進に努力をしてい
きたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願いします。

阿 部　亮 介会　長

賀茂豊田地区労福協

明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナ感染症により日常の生活が大きく変わり、公

私とも様々な活動が制限される中で、まさに我慢の 1年でありま
した。当面この状況は続きそうですが、こういった時期だからこ
そ労福協運動の原点である助け合いの精神で、人と人がつながり
助け合える新たな形をみんなで創っていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。



地区
労福協名 組合名

連絡先
（TEL） 名　前

解
答

FAX：082-506-4030
広島県労福協行き

　　　広島県労働者福祉協議会
　　　中国労働金庫広島県営業本部
　　　こくみん共済 coop 広島推進本部・連合広島
　　　（一社）広島労働会館・（一社）福山労働会館

　　　広島県労働者福祉協議会
　　　中国労働金庫広島県営業本部
　　　こくみん共済 coop 広島推進本部・連合広島
　　　（一社）広島労働会館・（一社）福山労働会館

4
1

6
32

5

提供　提供　
（解答）は地区労福協名、組合名、連絡先、名前をご記入の上、必ずＦＡＸで応募してください。
締め切りは、2021年２月5日㈮必着。当選者は、機関紙３月号にて発表し賞品を発送します。

1 県労福協は労働者自主福祉事業の安定と存続へ「○○○○○○○」との認識のもと、次世代に継承する役割を発揮していく。
2 中国労金は新たに掲げる『対面』『人』『○○○』で会員・間接構成員・その家族へのお役立ちに向け邁進していく。
3 こくみん共済coopは「組合員を「○○」にする」を合言葉に、一丸となって事業と運動をすすめていく。
4 連合は働く人・生活者に寄り添い、必ず「○○○○○○○」として、すべての人の雇用と生活と命を守るため、力を発揮していく。
5 ワークピア広島は、勤労者の集う場としての役割を十分発揮し、「○○○○○」に貢献していく。
6 みやびは、会員の皆様や地域の皆様に、安心して「○○」いただけるサービスを提供していく。

ヒント：それぞれ代表者の挨拶文の中にあります。

クイズの正解者の中か
ら

抽選で20名様に、

3,000円のクオカード
を進呈！

クイズの正解者の中か
ら

抽選で20名様に、

3,000円のクオカード
を進呈！ひろしま労福協　2021年お年玉クイズひろしま労福協　2021年お年玉クイズひろしま労福協　2021年お年玉クイズひろしま労福協　2021年お年玉クイズひろしま労福協　2021年お年玉クイズひろしま労福協　2021年お年玉クイズ

会　長 柳 　　英 邦

備北地区労福協

あけましておめでとうございます。
自粛の続く「新しい生活様式」が求められていますが，皆
様の働き方や生活にも大きな影響が続いていると思われます。
労働者の福祉充実のため「労金」「こくみん共済coop」「労
働会館」と連携を図り，会員相互の「助け合いの輪」を広げ
ていきたいと思います。
本年も皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

会　長 会　長

府中地区労福協
三浦　洋三大 野　真 人

福山地区労福協

新年明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大により、当たり前で

あった日常の生活が様変わりしました。2021年の労福協の活
動も制約のある取り組みとなりますが、私たちが推進する助
け合う・支え合う活動を通じて、安心・共生の福祉社会の実
現に向けた活動を停滞させてはなりません。
福山地区労福協は、引き続き、福祉事業団体と連携を図り、

勤労者福祉の充実に向けた事業を推進していきます。本年も
皆様方のご支援・ご協力をお願い致します。

明けましておめでとうございます。
コロナ禍の中でも、労働者の福祉向上のための皆さまのと

りくみに敬意を表します。引き続き、労働者福祉事業の促進
と共助の輪の拡大に向けた活動を推進しますので、よろしく
お願いします。

久 保　  明会　長 会　長

三原地区労福協 尾道地区労福協
神尾　雅志

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年猛威を振るった新型コロナウイルス感染症は、未だ収
束目途が立っておらず、新しい生活様式の下での地区活動の
あり方を模索する必要がありますが、新たな発想・視点で知
恵を出し合いながら、安心・共生の福祉社会の実現を目指し
て労福協活動を全力で進めてまいります。
　本年も皆様方のご支援・ご協力をよろしくお願い致します。

新年明けましておめでとうございます。
予期しなかったコロナ禍とその長期化で、私たち勤労者を

取り巻く状況はめまぐるしく変わっています。このような中
だからこそ、尾道地区労福協は、福祉事業団体と連携し、地
域での地道な活動を通じて労働者福祉の向上に一層取り組ん
でいきたいと考えています。
本年も皆様方の引き続いてのご支援、ご協力をお願いいた

します。




