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『メンタルヘルスセミナー』
を開催

広島県
労福協

テーマ：すぐに取り組める「メンタルヘルスセルフケア法」
～コロナ禍だからこそ、セルフケア法を広めよう～
講

師：松本

直子さん《広島産業保健総合支援センター

2021年12月 4 日㈯、ワークピア広島の会場と
Zoom ウェビナーを利用した Web 会場に、併せ
て130名が参加し、「メンタルヘルスセミナー」
を開催しました。
冒頭、主催者を代表して挨拶
に立った伊丹県労福協会長は、
土曜日にも拘わらず、多くの
方々に参加いただいたことに対
してお礼を述べました。
また、このメンタルヘルスセミナーは広島県
から委託を受けて開催されていること、コロナ
禍でメンタルヘルスへの関心が一段と高くなっ
ており、このセミナーを通して「職場で何がで
きるか」ということを参加者のみなさんには学
んでいただきたいと挨拶しました。
講演では、松本講師より2022
年 4 月 1 日から中小企業におい
てもパワハラ防止措置が義務付
けられるので、早めにしっかり
対策を行うことが必要だと説明
がありました。
企業が行うべき対策として、従業員に対する

産業保健相談員》

「研修会」がありますが、その一例としてメンタ
ルヘルスの予防として行う「森林セラピー」も
有効であると紹介いただきました。
また、一人一人が気軽にできることとして、
運動療法、まずは「体を動かして心を整える」
ことが大切であると強調されました。
参加者のみなさんも松本講師と一緒に、
「完全
腹式呼吸法」やス
トレッチを実践
し、今すぐに取り
組めるセルフケア
法を学ぶことがで
きました。

広島県労福協のホームページ

リニューアルしました !!
※ホームページ（QR コード）から「ライフサ
ポートセンター広島」へアクセスできるよう
になりました
ホームページの URL https://hiroshima-rofuku.net/
または、「広島県労福協」で検索を

⬆スマホの方は QR コードを読み取ってください。
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髙松氏、高田氏、
『令和�年度勤労者福祉功労知事表彰』を受ける

表彰

2021年11月24日㈬、県庁北館大会議室におい
て、
「令和 3 年度勤労者福祉功労知事表彰」の表
彰式が行われました。
表彰式では湯﨑広島県知事から、髙松俊二氏
（マツダ労働組合）と高田孝利氏（広島県職員連
合労働組合）両名に表彰状が授与されました。
「勤労者福祉功労知事表彰」は、長年にわたり
勤労者福祉の増進、中小企業の労働福祉の向上
に積極的に取り組み、その功績が顕著で、他の
模範と認められる個人や団体が表彰されていま
す。
髙松氏はこくみん共済 coop 広島推進本部長や
中四国統括本部長として、高田氏は労金県営業
本部長として福祉事業団体の発展に寄与されま

した。また、お二人とも県労福協副会長として
労福協活動にもご尽力いただきました。

（高田氏）

（湯﨑知事）

（髙松氏）

中国労働金庫からのお知らせ

第18
18回
回 中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会報告
2004年より新しい時代を担う少年少女の健全な育成を目的に、中国ろうきん杯学童軟式野
球選手権大会を開催しております。今年で第18回を迎え、2021年12月 4 日㈯、 5 日㈰に広
島市民球場（マツダ Zoom-Zoom スタジアム広島）、広島県総合グランド野球場にて、中国 5
県の予選を勝ち抜いた代表 8 チームにより決勝大会を開催しました。選手たちのファイト溢
れるプレーにより熱戦を繰り広げ、岡山県代表の岡山庭瀬シャークスが栄冠に輝きました。
〈優勝チーム〉
優勝

岡山庭瀬シャークス
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島根県

広島県

岩美北スポーツ少年団

隠岐アキレス

南観マリーナスポーツ少年団

大和軟式野球スポーツ少年団

鳥取県

椿東野球スポーツ少年団

山口県

山口県

岡山庭瀬シャークス

大田東ジュニアベースボールチーム

岡山県

十日市少年野球クラブ

島根県

広島県
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〈準優勝チーム〉
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各地区
労福協

地区労福協との意見交換会

『備北地区労福協』

日 時：2021年10月13日㈬
出席者：【地区労福協】
柳会長 他 9 名

中 央
労福協

『賀茂豊田地区労福協』

日 時：2021年11月10日㈬
出席者：【地区労福協】
阿部会長 他 9 名

『尾道地区労福協』

日 時：2021年12月 1 日㈬
出席者：【地区労福協】
神尾会長 他13名

「第��回定期総会」開催

2021年11月26日㈮、ハイブリッド方式で、217名
が参加し、中央労福協「第65回定期総会」が開催
されました。
冒頭、主催
者を代表して
中央労福協の
神津会長が挨
拶を行い、続

いて2020～21年度活動報告、決算および会計監査
報告、2022～23年度の活動方針（案）
、2022年度
予算（案）が提案され、すべ
ての議案が承認されました。
なお、今年度は役員改選の
年にあたり、新会長には連合
会長の芳野友子氏が選任され
ました。
安全推進課の井原和紀氏
から講習を受けました。
内容は、
「犯罪被害にあ
わないために」をテーマ
として「①安全なまちづ
くりと犯罪情勢」
、
「②侵入窃盗犯等からの被害
防止対策」
、
「③特殊詐欺被害防止対策」につい
て説明を受けました。犯罪は、
「見えにくく・入
りやすい」場所で多く発生しており、危険な場
所には近づかない、危険な場所を作らないこと
が重要であること、侵入窃盗では必ず「下見」を
行い綿密な計画を立てることから、
「入りにくい
家」である印象を与えることが重要であること、
特殊詐欺被害は電話に出ると言葉巧みに騙され
ることから、普段から留守番電話にすることや
ナンバーディスプレイ機能を活用し「非通知」電
話にはでないこと等を説明いただきました。最
終的に犯罪防止は、普段から市民同士の「無関
心」をなくすことが重要であり、ご近所同士で
の声掛けや、家族や友人に素直に相談できる体
制作りが必要であることを説明いただきました。
犯罪防止対策は知ってい
るつもりでも知らないこ
とが多く、一市民として
行動を起こすきっかけと
なる講習となりました。

【福山地区労福協】「ライフプランセミナー」
2021年11月13日㈯10時から福山労働会館「みや
び」で、福山地区労福協主催の「ライフプラン
セミナー」を31名が参加して開催いたしました。
＜
「知っておくべきお
金の増やし方～ iDeCo」
・
「つみたて NISA」～＞の
テーマで中国労働金庫営
業企画課「山下主則」ア
ドバイザーを講師に迎え、人生100年時代の資産
形成として、公的年金のしくみと、今後の年金
の見通しを学びました。
参加者からは、若い世代へどういったものを
勧めていけばいいかとの質問があり、
「少しずつ
でもコツコツと積み立てられるのが賢明です」
とアドバイスをいただきました。
若いときから、将来設計を描いて、老後の不
安払拭につなげたいと感じました。
【広島西地区労福協】「防犯に関する講習会」
2021年12月 2 日㈭ワークピア広島で、生活向
上サポート事業として開催しました。
谷口会長の挨拶に始まり、広島市市民局市民
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これからの
ライフイベントに向けて
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、
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
高梨 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
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。

自動抽選ですので、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。

■抽選：２０２２年１月ᴾ ■当選発表：２０２２年２月

対象期間：２０２１年１０月１日ᵆ金ᵇ～２０２１年１２月３１日ᵆ金ᵇ

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。
※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。

●くわしいお問い合わせ・ご相談は

旅行のことならなんでもお任下さい !!

街で噂の牛すじ黒カレー

企画・手配・提案

パッケージ
リニューアル
新価格 !!

旅行・イベントのお困り事解決します !

〜あなたの旅のコンシェルジュ〜

ユニオントラベル広島（ワークピア広島）

540円

出張手配・個人旅行・バスレクリエーションの幹事になった・・・
まずはお電話ください︕きっとお役にたてるはず︕︕

ホテルでの
イベント・組合行事
パーティー幹事
会社の周年記念
親睦を深めるイベント等

出張・個人旅行

団体旅行

日帰りバス旅行等
なんでもOK

JR 広島駅から徒歩７分！だから、とっても便利！ ご予約は

TEL

（税込）

当会館での

中辛
1人前 200ｇ
レトルトカレー

Web会議を

フルサポートします

082‑261‑8131

誰でも気軽に便利に利用できる

受付時間 9：00〜19：00（日曜・祝日は 17：00 まで）

FAX 082-263-3489
E-mail info@workpier.jp
〒732-0825 広島市南区金屋町 1-17 フロント 3F URL https://www.worKpier.jp
（一社）広島労働会館 ユニオントラベル広島

〒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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