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20212021年 お年玉クイズ当選者決まる年 お年玉クイズ当選者決まる !!!!20212021年 お年玉クイズ当選者決まる年 お年玉クイズ当選者決まる !!!!

　2021年のお年玉クイズには過去最多となる193通の応募があった。
　抽選は、２月19日㈮賞品提供をいただいた組織を代表して、伊丹県労
福協会長、久光連合広島会長、善積中国労金広島県営業本部長、三上広島
労働会館常務理事が行い、次の方々に幸運の女神が微笑んだ。

　　 《広島県労福協賞： ５名》
　備北地区労福協　　　　　　備北地区労福協　　　　　川森　博継川森　博継さんさん
　広島西地区労福協　　　　　広島西地区労福協　　　　魚谷　勇希魚谷　勇希さんさん
　大竹・廿日市地区労福協　　大竹・廿日市地区労福協　長門智恵子長門智恵子さんさん
　広島中央地区労福協　　　　広島中央地区労福協　　　吉村　秀和吉村　秀和さんさん
　福山地区労福協　　　　　　福山地区労福協　　　　　中埜　翔太中埜　翔太さんさん

　　 《連合広島賞： ３名》
　　広島西地区労福協　　　　広島西地区労福協　　　　渡邉　雄太渡邉　雄太さんさん
　賀茂豊田地区労福協　　　　賀茂豊田地区労福協　　　三倉真知恵三倉真知恵さんさん
　広島中央地区労福協　　　　広島中央地区労福協　　　長尾　保宏長尾　保宏さんさん

　　 《中国労働金庫広島県営業本部賞： ３名》《中国労働金庫広島県営業本部賞： ３名》
　　広島西地区労福協　　　　広島西地区労福協　　　　下岡　大輔下岡　大輔さんさん
　広島中央地区労福協　　　　広島中央地区労福協　　　池岡　招夢池岡　招夢さんさん
　広島東地区労福協　　　　　広島東地区労福協　　　　田中　健司田中　健司さんさん

　　 《こくみん共済 coop 広島推進本部賞： ３名》
　　三原地区労福協　　　　三原地区労福協　　　　桐田　泰雅桐田　泰雅さんさん
　呉地区労福協　　　　　　呉地区労福協　　　　　種村みゆき種村みゆきさんさん
　賀茂豊田地区労福協　　　賀茂豊田地区労福協　　徳丸　晴彦徳丸　晴彦さんさん

　　 《広島労働会館賞： ３名》
　　広島中央地区労福協　　広島中央地区労福協　　上本　　清上本　　清さんさん
　備北地区労福協　　　　　備北地区労福協　　　　小田　佳大小田　佳大さんさん
　賀茂豊田地区労福協　　　賀茂豊田地区労福協　　長沼　和子長沼　和子さんさん

　　 《福山労働会館賞： ３名》
　広島西地区労福協　　　広島西地区労福協　　　三村　　颯三村　　颯さんさん
　広島東地区労福協　　　　広島東地区労福協　　　渡辺　禎彦渡辺　禎彦さんさん
　広島中央地区労福協　　　広島中央地区労福協　　奥村　英治奥村　英治さんさん

労働会館利用促進キャンペーン

これまでご協力いただきました会員のみなさま、大変ありがとうございました！

2021年３月16日現在　利用申込件数　51件
利用金額　　　　　1,431,546円
キャンペーン残高　1,568,454円

当選されたみなさま、おめでとうございます !!
※なお、当選された方の所属組織名の記載は、個人情報保護の観点から、省略させていただきます。

キャンペーンは3月31日㈬の利用分までとなっています。
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　広島県労福協が、2020年10月26日㈪県知事宛に要請した「2021年度勤労者福祉の拡充・強化に関す
る要請」の回答書を、2021年1月28日㈭にワークピア広島会議室にて広島県より受領した。

『勤労者福祉の拡充・強化に関する要請書』2021
年　度

の回答を受ける

　冒頭、佐伯広島県商
工労働局長より伊丹県
労福協会長に回答書が
手渡された後、広島県
より要請項目に沿って
回答の骨子説明がなさ
れた。
　説明を受け、伊丹会長より、県労福協の要請をは
じめ福祉事業団体の要請項目に対して真摯に検討い
ただいたことに感謝の意を表した後、意見交換を
行った。
　意見交換では、「広島県勤労者福祉対策費補助金」
の継続について、「大規模災害等の被災者支援と復
興・再生および災害対策」の支援強化について、「広
島労働会館の周知・利用促進」について等の協力要
請を行った。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、

今年度はやむを得ず中止とした「メンタルヘルスセ
ミナー」について、長期化しているコロナ禍の状況
であるからこそ、今後も「心のケア」の重要性がま
すます高くなることから、県労福協としては2021年
度についても開催方法等を検討して実施したいと考
えているので、広島県にも協力をお願いしたいと要
請した。
　最後に、「労働会館の事業問題」については、今
後の協力を求めるとともに、引き続き各項目につい
て検討を要請し意見交換を終了した。

　西部労福協第51回定期総会が、2021年２月18日
㈭、書面開催にて行われた。
　中国・四国の各県労福協からそれぞれ 5名の代議
員が選出され、総数45名の代議員により下記の議案
についての審議が行われ、書面表決書が提出された。
　第１号議案　2020年度活動報告
　第２号議案　2020年度会計決算報告・会計監査報告
　第３号議案　2021年度活動方針（案）
　第４号議案　2021年度収支予算（案）
　第５号議案　2021年度役員補充について
すべての議案が、賛成45、反対０の全会一致で可決
された。

　なお、西部労福協は、2021年度の具体的な取り組
みとして、以下の７項目を掲げている。

１．西部労福協の機能強化
２．労働者福祉事業団体の活動を支援する取り
組み
３．暮らしの総合支援（ライフサポート事業）
の取り組み
４．勤労者福祉向上の取り組み
５．教育研修の取り組み
６．中央労福協との連携強化と社会的課題への
取り組み
７．国際交流活動への参加

　コロナ禍の状況は続くが、県労福協は、他の中四
国各県労福協との連携を強化し、それぞれの取組み
を進めていく。

１．第 7期　理念・歴史リーダー養成講座　2021年 8月20日㈮～ 21日㈯　岡山市
２．第39回研究集会　　　　　　　　　　　2021年11月 4 日㈭～ 5日㈮　愛媛県

2021年度　西部労福協の研修会の予定

西　部
労福協
「第51回定期総会」開催！
　労働組合と事業団体連携のもと、「すべての働く人の幸せと豊かさをめざして、連帯・協同
で安心・共生の福祉社会」を作っていくことを確認した。
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中央労福協「第 3回地方労福協会議」開催

学金について悩みを抱える多くの方に寄り添うこと
ができた一方、準備等で多くの時間費用をかけたも
のの相談件数が伴わないケースも散見されるという
課題も浮き彫りとなった。
　そうした中で、特徴的な取り組みとして、事前に
マスメディアを有効に活用する等行った岩手労福協
や大阪労福協から成功事例の報告もあった。
　県労福協は、中央労福協の活動方針に基づき「連
帯・協同でつくる安心・共生の福祉社会」の実現に
向け取組みを進めていく。
　最後に、連合の「労働相談体制の見直し」による
各県のライフサポートセンターへの影響について、
4団体協議（労福協・連合・労金・こくみん共済
coop）を継続して行い、今後の方向性等を検討して
いくことが報告され、第 3回地方労福協会議は閉会
した。

　2021年 3 月 3 日㈬、中央労福協「第 3回地方労福
協会議」がWeb開催された。
　中央労福協の岡田副会長の挨拶で始まり、続いて
南部事務局長から2020年度の活動報告および2021年
度に重点的に取り組む課題と活動計画が提案された。

2021年度の重点課題
1. 　コロナ危機への対応
2. 　安心して働きくらせる社会をめざして
3. 　労働者福祉事業の促進と共助の輪の拡大
4. 　支え合い、助け合う地域共生社会づくり
5. 　人材の育成と財政基盤の確立
6. 　組織活動・運営、研修・教宣

　また、「労働者協同組合法」が2020年12月に国会
で可決されたことにともない、各県で開催される予
定となっている「ラウンドテーブル」に各県の労福
協にも参加してもらいたいとの要請がなされた。
　次に、2020全国福祉強化キャンペーンの活動総
括、奨学金に関する全国一斉相談総括およびろうふ
くエール基金の助成状況について事務局より報告が
なされた。特に、奨学金に関する全国一斉相談につ
いては、相談受付件数が過去最高の141件となり奨

賀 茂 豊 田 地 区 労 福 協
《第18回作業所等で働く人たちの作品展》

　広島県労福協主催、実施団体を
賀茂豊田地区労福協として、「第
18回作業所等で働く人たちの作品
展」を2021年 1月22日㈮から24日
㈰までの3日間、フジグラン東広
島店催事スペースで開催した。
　この作品展は、作業所で働く
方々の成果を発表する機会を提供することにより、障
がいをもつ方々や社会福祉法人の活動への理解や支援
の輪・交流が拡大することを開催の趣意として、賀茂
豊田地区の会員がボランティアで運営に携わっている。

　開催にあたって
は、会計ブースに自
作の飛沫予防カーテ
ンや作品購入者が自
ら袋詰めするサッ
カー台を設置するな
ど、新型コロナウイ

ルスへの感染予防対策を施し、東広島市と近郊の 4
作業所が作成するパン、洋菓子、木工、陶芸、手芸
などの作品を展示・販売した。
　残念ながら、来場者数や売り上げは例年を下回っ
たが、熱心に作品を鑑賞される方は少なくなく、
「年々、作品がレベルアップしていますね」とお声
掛けいただくなど、開催までの不安をよそに、作業
所の関係者だけでなく、地域のみなさまにも喜んで
いただけた。

《備北地区（庄原地区）勤労者福祉政策協議会　開催》
　2021年 2 月10日㈬、第24回庄原地区勤労者福祉政
策協議会を書面開催に変更して開催した。
　この会議には行政側から庄原市長および庄原市の
6支所長が委員として、労働者側からは連合広島備
北地協と備北地区労福協、事業団体から中国労金三
次支店、こくみん共済coop広島推進本部がそれぞれ
委員を選出して参加している。
　長期化するコロナ禍の状況の中で、毎年実施して
きた勤労者福祉政策協議会を途切れさせないという
強い思いを双方が持っての書面開催となった。
　各団体からは活動状況、事業状況が報告され、参
加団体相互の理解を深めることができた。

備 北 地 区 労 福 協



4

 
 
 
 
 

 
 

※仮審査の結果、ご融資できないなど、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
※くわしい説明書が必要な方は店頭へお申し出ください。 

各ローンセンターは、土・日も営業しています。一部店舗では、土曜日もローン相談を
行っております。 
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臨 〈中国ろうきん〉ホームページの 
【ローンのご相談・お問い合わせ】から、 
ローンセンターとご都合の良い日時を 
ご指定ください。 

082-261-8131TEL

まで、お気軽にお問い合わせください。

ワークピア広島では
下記商品の

取扱いもございます！
QUOカード

通常在庫として
額面500円・1,000 円・2,000 円・3,000 円を用意
（各売価は、530円・1,040 円・2,000 円・3,000 円となります）

ＤＣギフトカード 旅行からお買い物、全国共通ギフトカード
額面 1000円・5000円の 2種をご用意

カタログギフト 税込3,080円～55,880円まで12種、
割引価格にて販売しております

誰でも気軽に便利に利用できる

街で噂の牛すじ黒カレー

パッケージ
リニューアル
新価格 !!

500円
（税別）

中辛
1人前　200ｇ
レトルトカレー

TEL：084-925-3800
〒721-8588 広島県福山市南蔵王町4丁目5番18号

URL http://r-miyabi.or.jp/


