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20222022年 お年玉クイズ年 お年玉クイズ
当選者決ま当選者決まるる!!!!

　2022年のお年玉クイズには、70通の応募があ
りました。抽選は、2月18日㈮賞品提供をいただ
いた組織を代表して、県労福協久光会長、連合広
島大野会長、中国労金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
島労働会館山﨑理事長、福山労働会館木村理事長
が行い、次の方々に幸運の女神が微笑みました。

≪広島県労福協賞≫� 5名
　呉地区労福協� 宮　本　直　美 さん
　福山地区労福協� 高　橋　ようこ さん
　広島西地区労福協� 森　山　光　雄 さん
　賀茂豊田地区労福協� 丸　山　純　子 さん
　広島西地区労福協�� 高　見　しおり さん
≪連合広島賞≫� 3名　
　広島西地区労福協� 大　和　　　修 さん
　備北地区労福協� 赤　木　俊　雄 さん
　福山地区労福協� 高　田　善　弘 さん
≪中国労働金庫広島県営業本部賞≫� 3名
　広島中央地区労福協� 松　田　理　宏 さん
　三原地区労福協� 田　島　智　子 さん
　広島中央地区労福協� 下　田　文　子 さん
≪こくみん共済coop広島推進本部賞≫� 3名
　備北地区労福協� 広　瀬　孝　子 さん
　呉地区労福協� 阿久根　　　孝 さん
　呉地区労福協� 横　畠　直　樹 さん

≪広島労働会館賞≫� 3名　
　広島東地区労福協� 冨　田　景　子 さん
　福山地区労福協� 前　原　　　修 さん
　広島中央地区労福協� 永　野　雄　一 さん
≪福山労働会館賞≫� 3名　
　呉地区労福協� 前　西　弘　之 さん
　大竹・廿日市地区労福協�髙　﨑　淳　也 さん
　備北地区労福協� 俵　　　啓　介 さん

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
所属組合名の記載は、
個人情報保護の観点か
ら、省略させていただ
きます。

機関紙「HIROSHIMA 労福協」2022年 2 月 No. 636号訂正について（お詫び）
　 2月に発行しました機関紙「HIROSHIMA労福協」の 1ページ目　囲み部分「広島県労福協　役員（会長）
交代」の中で、新会長として「久光智博氏」と掲載しておりましたが、正しくは「久

ひさ

光
みつ

　博
ひろ

智
のり

氏」です。訂
正するとともに、お詫びいたします。
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西　部
労福協 「第52回定期総会」開催！

中　央
労福協 「第 �回地方労福協会議」開催！

　2022年 2 月24日㈭、西部労福協「第52回定期
総会が中四国の 9 県をWeb で結んで開催され
ました。
役　員：森　西部労福協会長　他11名
　　　　（広島県：高木事務局長）
代議員：45名（広島県：代議員5名）

議　案：⑴　第 1号議案　2021年度活動報告
　　　　⑵　第 2号議案　2021年度決算報告・
　　　　　　　　　　　　会計監査報告
　　　　⑶　第 3号議案　2022年度活動方針（案）
　　　　⑷　第 4号議案　2022年度予算（案）
　　　　⑸　第 5号議案　役員改選について
すべての議案が、賛成45、反対 0の全会一致で
承認されました。

第 8期　理念・歴史リーダー養成講座　　　2022年 8 月19日㈮～20日㈯　 岡山市
第40回研究集会　　　　　　　　　　　　　2022年11月10日㈭～11日㈮　 広島県で開催 

今年度予定されている西部労福協の研修

　2022年 3 月 7 日㈪、中央労福協の「第 1回地
方労福協会議」がWeb 開催されました。
　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
2022年度活動計画
およびスケジュール等が提案されました。

2022年度の重点課題
1．　安心して働きくらせる社会をめざして
2．　労働者福祉事業の促進と共助の輪の拡大
3．　支え合い、助け合う地域共生社会づくり
4．　人材の育成と財政
基盤の確立

5．　組織活動・運営、
研修・教宣

　会議終了後、「学習会」が行われ、法政大学大
学院連帯社会インスティテュート教授の中村　
圭介氏の講演を受けました。

　「労働者福祉協
議会への期待」と
題して行われた講
演の中で中村氏
は、全国で11労福

協をピックアップして「どういった事業を行っ
ているのか」を調査したこと、さらに、連合総
研を通じてすべての労福協にアンケートを実施
し、各県労福協が様々な「他助」活動を実施し
ていることの報告を受け、その分析結果から
「これからの労福協の可能性」、「若い世代へ労福
協活動を知ってもらうことの重要性」などにつ
いて話をされました。
　広島県労福協においても、今後に向けて社会
貢献活動を含め、どのような活動が展開できる
のかといったことを、労福協運動を担うすべて
のみなさんと一緒に改めて考えていきます。
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　寄贈後は、入居
者の方に寄贈品の
車椅子に乗車して
いただき、車椅子
を押させてもらい
つつ、短時間では
ありましたが、交流をさせていただき、感謝の
言葉と、笑顔を沢山いただきました。
【備北地区労福協】
「第25回庄原地区勤労者福祉政策協議会」
　広島県に「まん延防止等重点措置」が適用さ
れている中ということで、昨年に続き書面での
開催となりました。

協議会のメンバー

会　長　庄原市長� 木山　耕三
副会長　備北地区労福協会長� 柳　　英邦
委　員　西城支所長　� 國上　章二
　〃　　東城支所長� 松永　幹司
　〃　　口和支所長� 石田　泰清
　〃　　高野支所長� 松長　茂治
　〃　　比和支所長　� 森繁　光晴
　〃　　総領支所長� 清水　勇人
　〃　　連合広島備北地協議長� 松岡　泰久
　〃　　備北地区労福協会長代行
� 加藤　隆弘
　〃　　備北地区労福協副会長� 堀井慎一朗
　〃　　中国労働金庫三次支店長�
� 平岡　勝人
　〃　　こくみん共済 coop 広島推進本部
　　　　エリアマネージャー�� 有吉　洋子
事務局　備北地区労福協事務局長
� 前田　伸宏
　　　　備北地区労福協事務局次長
� 樋口　大輔
　　　　備北地区労福協事務局次長�
� 三保　正覚

　2022年 2 月16日㈬、協議会の委員の方へ、
①連合広島備北地協、②備北地区労福協、③中
国労働金庫三次支店、④こくみん共済coop広島
の事業報告を送付する形での開催となりました
が、コロナ禍が落ち着きを取り戻した暁には、
以前のように委員のみなさんが一堂に会して活
発な議論が繰り広げられるようになることを
祈っています。
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【呉地区労福協】「やさしい介護体験教室」
　2021年12月11日
㈯、生活向上サ
ポート事業として
「やさしい介護体
験教室」をビュー
ポートくれ 3階大
ホールにおいて、介護福祉士の島津弘美様、呉
市社会福祉協議会より山本秀明様を講師に招き、
35名が参加して開催しました。
　冒頭、呉地区労福協の山田副会長より県労福
協による勤労者の生活向上サポート事業の一環
として開催しているとの挨拶の後、講義が始ま
りました。介護に関する基礎的な知識の習得と
在宅介護の実技講習を受け、参加された方々は
大変興味深く講義を受けていました。

【大竹・廿日市地区労福協】
「歳末助け合いカンパ＆寄贈」
　2021年10月～11月にか
けて「歳末助け合いカン
パ」を実施し、2022年始
に寄贈を行いました。
　今年度も新型コロナウ
イルス感染症の影響によ
り、街頭カンパは中止と
なりましたが、集められたカンパ金は総額
346,123円もの金額になりました。
　施設の中で入居者の方と交流を行う慰問活動
は実施できませんでしたが、加盟組合よりいた
だいたカンパ金は全額、施設の希望する品物
（テーブルや車椅子）に換えて、廿日市市特別養
護老人ホーム「さいきせせらぎ園」に寄贈しま
した。
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●くわしいお問い合わせ・ご相談は

※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。

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。 

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。 

自動抽選ですので、
ご応募の必要は
ありません。

ろうきんイメージモデル 

高梨 臨 

■抽選：２０２２年１月 ■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。 
※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。

これからの
ライフイベントに向けて
貯蓄をしませんか？

対象期間：２０２１年１０月１日 金 ～２０２１年１２月３１日 金

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 !!

540円
（税込）

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 https://r-miyabi.or.jp/

ユニオントラベル広島（一社）広島労働会館　

【新型コロナウィルス対策について】

◎定期的な換気の推奨（窓完備）
◎各会場はご利用毎に消毒
◎会場面積に対しての推奨定員を
　ご提案します。
◎周囲との距離を十分にとった
　レイアウトをご提案します。

最大限の対策をして　　
　　　お待ちしております !!

　あなたの旅のコンシェルジュ

＜旅行部門＞
国内・海外旅行

バスレク（日帰り・宿泊）
組合イベント
周年行事の手配
宿泊研修・出張手配
家族・職場旅行

詳しい内容・ご相談は
ユニオントラベル広島
まで、お気軽に
お問合せください。

082-261-8131TEL
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
URL　https://www.worKpier.jp

〒732-0825　広島市南区金屋町 1-17


