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『ろうきん森の学校フェスティバル』開催！
県労福協・ひろしま自然学校と共催で、
「ろうきん森の学校フェスティバル」を開催
2021年
2021
年 10
10月
月 23
23日㈯、山県郡北広島町にある「ろうきん森の学校」に
日㈯、山県郡北広島町にある「ろうきん森の学校」に
おいて、総勢147名の参加を得て「ろうきん森の学校フェスティバル」を
おいて、総勢147
名の参加を得て「ろうきん森の学校フェスティバル」を
開催しました。

お母さんと一緒に
美味しい《ピザ作り》

当日はやや肌寒い朝となりましたが好天に恵まれ、カヌーやツリークライミン
グ、アースウォーク、石窯ピザ作りに加えて本年度初めて行われた藍染体験も人
気を博し、その他の自由参加プログラムも含めて、参加者のみなさんには自然の
中で家族一緒に楽しんでいただきました。

高い所から見える景色って、違うな～

画

初企

《削り馬》に跨り色鉛筆作り

《丸太切り》 よし！刃先に全集中！

《藍染体験》
世界に一つだけ
オンリーワンの作品
できたよ～

湖面を渡る風が爽やか～

《苔玉作り》に挑戦！
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「勤労者福祉の拡充・強化に関する要請書」を県に提出

県労福協は、地方の課題や県労福協・福祉事業団体の独自要求をまとめた「2022年度勤労
者福祉の拡充・強化に関する要請」を策定し、2021年10月27日㈬県庁東館にて伊丹会長から
川口商工労働局長に手交しました。

要請には、広島県か
ら川口商工労働局長他
3 名、広島県労福協か
ら伊丹会長他 6 名が出
席しました。
冒頭、伊丹会長は日頃の県労福協活動におけ
る広島県からの支援と協力に対して感謝申しあ
げました。続けて、
「長期化するコロナ禍で勤労
者にとって厳しい状況が続いているが、県労福
協は連合広島を中心とした労働組合のみなさん、
さらには各福祉事業団体とも連携して、県内に
働く人たちの生活向上のための取り組みを行っ
ていく」と述べました。
また、
「広島・福山の両労働会館の統合が当面
の最優先課題であり、それぞれの労働会館が経
営統合に向けて努力を続けているので、引き続
きの協力をお願いしたい」と挨拶しました。
続いて高木事務局長より労福協関連項目につ
いて主旨説明を行いました。
福祉事業団からの要請については、
中国労働金庫
広島県営業本部 善積本部長
こくみん共済 coop 広島推進本部 寺戸本部長
広島労働会館
三上常務理事
それぞれが現況報告と県への要請を行いまし
た。また、福山労働会館理事長である大野副会
長は、福山労働会館の現況を報告し、広島労働

西部
労福協

【要請内容の骨子】
Ⅰ．県労福協活動関連項目
⑴ 広島県勤労者福祉対策費補助金について
⑵ 大規模災害の被災者支援と復興・再生および
防災・減災対策の強化について
⑶ 格差是正、貧困のない社会に向けたセーフ
ティネットの充実について
⑷ 多重債務者対策について
⑸ 消費者行政の充実・強化について
⑹ 中小企業勤労者の福祉格差の是正について
⑺ くらしの安全・安心の確保について
Ⅱ．自殺対策事業に対する支援要請について
Ⅲ．福祉事業団体関連項目
⑴ 中国労働金庫からの要請について
⑵ こくみん共済 coop 広島推進本部からの要請に
ついて
⑶ （一社）広島労働会館からの要請について

会館との統合についての理解を求めました。
最後に、川口商工労働局長より「それぞれの
要請内容について、関係部局と協議の上、2022
年1月に回答をさせていただく」との発言を受
け、今年度の県への要請を終えました。

『第��回研究集会』が開催される

テーマ：コロナ禍の中、今こそ、西部労福協の力を結集しよう !!

講演 3 「ライフサポートセンター事業が誕生
したいきさつ」
講 師 中央労福協講師団講師 高橋
均氏
県労福協は今後も西部労福協と連携し、中央
労福協が掲げている「連帯・共同で作る安心・
共生の福祉社
会」の実現に向
けて、取り組み
を推進してまい
ります。

2021年11月4日㈭愛媛県松山市
において、総勢41名が参加し、西
部労福協主催の第39回研究集会が
開催されました。広島県からは伊
丹会長、高木事務局長が参加しました。

《研究集会の内容》

講演 1 「まつやま子ども食堂の取り組み」
～コロナ禍の子ども食堂を考える～
講 師 まつやま子ども食堂 代表 野中 玲子氏
講演 2 「2030ビジョンについて」
講 師 中央労福協 事務局次長 遠藤 孝一氏
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こくみん共済 coop からのお知らせ
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これからの
これからの
ライフイベントに向けて
ライフイベントに向けて
貯蓄
をしませんか？
貯蓄
をしませんか？

※各種預金商品については、〈中国ろうきん〉ホームページをご確認いただくか、
※各種預金商品については、〈中国ろうきん〉ホームページをご確認いただくか、
くわしい説明書が必要な方は店頭へお申し出ください。
くわしい説明書が必要な方は店頭へお申し出ください。

ろうきんイメージモデル
ろうきんイメージモデル
高梨 高梨
臨 臨

対象期間中の「退職金専用定期預金
※」を除く定期預金・積立性預金（財形貯蓄・エース預
対象期間中の「退職金専用定期預金
※」を除く定期預金・積立性預金（財形貯蓄・エース預
金）の残高増加額に対し、５万円ごとに１口の抽選権が付きます。
金）の残高増加額に対し、５万円ごとに１口の抽選権が付きます。
※退職金専用定期預金が満期を迎え、自動継続となった定期預金も、抽選対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
※退職金専用定期預金が満期を迎え、自動継続となった定期預金も、抽選対象となりませんので、あらかじめご了承ください。

自動抽選ですので、ᴾ
自動抽選ですので、ᴾ
ご応募の必要はᴾ
ご応募の必要はᴾ
ありません。ᴾ
２０２１年１２月３１日時点のお取引内容に基づき、抽選を実施いたします。ありません。ᴾ
２０２１年１２月３１日時点のお取引内容に基づき、抽選を実施いたします。
対象期間：２０２１年１０月１日ᵆ金ᵇ～２０２１年１２月３１日ᵆ金ᵇ
対象期間：２０２１年１０月１日ᵆ金ᵇ～２０２１年１２月３１日ᵆ金ᵇ

■抽選：２０２２年１月ᴾ
■当選発表：２０２２年２月
■抽選：２０２２年１月ᴾ
■当選発表：２０２２年２月
当選者の発表は、当選通知または賞品の発送をもって代えさせていただきます。
当選者の発表は、当選通知または賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※プレゼントの抽選は、個人のお客さまが対象となります。
※プレゼントの抽選は、個人のお客さまが対象となります。
※２０２１年１２月３１日までにお取引を解約された場合は、抽選権獲得の対象となりません。
※２０２１年１２月３１日までにお取引を解約された場合は、抽選権獲得の対象となりません。
※各賞とも 1 名につき当選は 1 本のみとし、重複当選はありません。
※各賞とも 1 名につき当選は 1 本のみとし、重複当選はありません。

●くわしいお問い合わせ・ご相談は
●くわしいお問い合わせ・ご相談は

「平日なら戸山CCじゃろ」

街で噂の牛すじ黒カレー

この商品は、「地域観光支援割」を活用した旅行割引プランです

パッケージ
リニューアル
新価格 !!

【行 程】※交通は各自

広島市内
（出発）
＝
戸山カンツリークラブ＝広島市内
（着）

540円

●旅行代金（3 名以上） 平日限定（月 ~ 金曜日のプレイ）
旅行代金

地域観光支援割

11,800 円

（税込）

5,000 円

中辛
1人前 200ｇ
レトルトカレー

地域観光支援割クーポンを別途お渡しします 2,000 円

お一人様お支払い実額

6,800 円

詳細は

旅行 一般社団法人広島労働会館 ユニオントラベル広島
企画 〒732 0825 広島市南区金屋町1 17
実施 TEL：082 298 1144 FAX：082 263 3489

誰でも気軽に便利に利用できる

〒721-8588 広島県福山市南蔵王町4丁目5番18号

TEL：084-925-3800

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