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地区労福協総会 各地区で開催 !地区労福協総会 各地区で開催 !

🔴 尾道地区労福協 🔴
　 6 月 7 日㈫に「2022
年度総会」をベイタウ
ン尾道において38名の参
加のもと開催しました。
　依然として新型コロナウイルス感染症の影響
を受けるなか、今回は二年振りに来賓を招くこ
とができました。冒頭、会を代表して神尾会長
が挨拶をおこなったのち、県労福協久光会長よ
り来賓挨拶、そして各福祉事業団体から現況報
告等の説明を頂きました。
　来賓退席後、この一年間の活動報告および会
計報告、会計監査報告、そして向こう一年間の
活動方針等を議案として提案し、すべて全会一
致で確認しました。
　新型コロナウイルス感染症の収束にはまだし
ばらくかかりそうですが、労働者の生活向上と
福祉の充実のために、地域にねざした活動に努
めながら今後も諸活動を展開していきます。

🔴 広島東地区労福協 🔴
　 6 月 8 日㈬ワークピア広島にて「広島東地区
労福協総会」を開催しました。今年度も新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の観点から、通常の
集合型式のほか Web 会議を取り入れた参加形
式で行い各会員の代表29名（会場参加23名、
Web 参加 6 名）の出席でした。冒頭、下西会長

は、会員のこれまでの取組みに対して感謝を述
べ、来賓には久光労福協会長と山﨑労館理事長
をお招きし祝辞をいただきました。
　例年当たり前のように開催していた行事が中
止となり、労福協活動の停滞感が漂ってますが、
こういった時だからこそ広島県労福協が2030年
にめざす社会像の実現にむけて、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、
各組織との連携を深め広島東地区労福協の活性
化を図るため活動を行うことを確認し終了しま
した。

🔴 広島中央地区労福協 🔴
　 6 月 9 日㈭、「第13回総会」を開催しました。
コロナウィルス感染症の影響で 2 年間にわたり
書面決議としてきましたが、 3 年ぶりの会場開
催となりました。
　会場への参加が難し
い場合にも備え、Web
参加も可能としたハイ
ブリッド開催とし、全
体で59名（会場44名、
Web15名）の参加での
開催となりました。
　来賓には 4 名の方にお越しいただき、代表し
て広島県労福協久光会長よりご挨拶をいただき
ました。議事の進行にあたっては、議長に吉田
副会長（JP 労組広島支部）を選出し、第 1 号議
案から第 5 号議案まで全会一致で承認されまし
た。 5 号議案の役員改選にて、滋野会長より佐
古新会長へバトンタッチし、新年度の活動につ
いて、役員はじめすべての会員の協力のもと進
めていくことを確認して総会を終了しました。
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🔴 大竹・廿日市地区労福協 🔴
　 6 月 10 日 ㈮「大
竹・廿日市地区労働者
福祉協議会　定期総
会」を開催しました。
昨年、一昨年と2年間
は書面表決で実施していましたが、総会には約30名
の方に出席頂き、来賓もご列席を賜りました。
　総会では、昨年度の地区活動の報告を始め、
2022年度の地区活動方針や予算の提案、福祉事業
団体事業計画、役員の選出の 4 つの議案を提案し、
議案すべてが満場一致で可決決定され、これらの
方針や計画をもとに一層、福祉事業団体や労働団
体との連携を取りながら、勤労者福祉の向上、豊
かな生活の実現をめざして諸課題に取り組むこと
を確認しました。

🔴 広島西地区労福協 🔴
　「第43回総会」を 6 月10日㈮ワークピア広島に
おいて36名の参加（うち4名は Web 会議で参加）
により開催しました。コロナの影響はありました
が、3 年振りの集合形式による開催となりました。

　冒頭、谷口会長より
西地区労福協活動に対
するお礼を述べ、来賓
を代表して広島県労福
協山﨑副会長より祝辞
をいただきました。そ
の後議事に入り、報告

事項から役員改選まですべての議案が賛成多数
で可決されました。
　また、総会終了後に福祉事業団体説明会を開催
し、更に会員相互の親睦と交流を深める懇親会に
ついては十分な安全対策を講じて開催しました。

🔴 府中地区労福協 🔴
　 6 月10日㈮「府中地区労福協総会」を府中商
工会議所にて41名参加のもと開催しました。
　冒頭、西林府中地区労福協会長から日頃の労
福協活動に対するご理解とご協力に対するお礼
と感謝を申しあげ、その後広島県労福協久光会
長より来賓挨拶をいただきました。総会は2021
年度の活動報告および決算報告、福祉事業団体
からの活動報告があり、続いて2022年度の活動
計画（案）と予算計画の説明、福祉事業団体か
らは活動方針の説明がなされました。報告内容、
説明内容は参加者全員の拍手をもって満場で承
認され閉会しました。

　今年度も引き
続き、研修会や
イベントなどを
通じて労働者の
生活向上と福祉
の充実のため活動を展開していきます。

🔴 福山地区労福協 🔴
　コロナウイルス感染症をはじめとした取り巻
く環境を考慮し、「2022年度定期総会」を 6 月10
日㈮持ち回り審議で開催しました。
　議事として、以下の内容について審議・承認
されました。
第 1 号議案　2021年度会計決算に関する件
第 2 号議案　2022年度活動方針（案）に関する件
第 3 号議案　2022年度予算（案）に関する件
第 4 号議案　2022年度福祉事業団体の事業計画
　　　　　　に関する件
第 5 号議案　役員の確認に関する件
　コロナウイルス感染症については、次々と変異
ウイルスが発生し収束の見通しがつかない状況が
続いていますが、事業団体の利用促進を通じて福
祉の向上に向き合うと共に、会員相互の連携を深
める取り組みを展開することを確認しました。

🔴 三原地区労福協 🔴
　「2022年度三原
地区労福協総会」
を 6 月10日㈮三原
国際ホテルにおい
て、代議員25名、
役員 7 名出席のも
と、来賓には広島県労福協　善積副会長（中国
ろうきん広島県営業本部本部長）、こくみん共済
coop 大淵事業推進部長を迎えて開催されました。
　冒頭、橋詰会長から2021年度の諸活動に対す
るお礼と今年度は特に行事を通じて地区内の働
く仲間同士の連携を視野に活動をさらに充実さ
せていく旨挨拶がありました。
　議案については、第 1 号議案2021年度活動報
告から第 5 号議案2022年度役員体制（案）まで、
大田垣事務局長より提案され、2022年度の活動
方針をはじめ、すべての議案は満場一致で承認
されました。
　現下のコロナ禍の状況で先行きが不透明ながら
も、開催できる形態でのイベント・研修会などを
企画することで会員相互の連携を深め、活動の活
性化を図ることを確認し総会を終えました。
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🔴 呉地区労福協 🔴
　「2022年度定期総会」を 6 月15日㈬ビューポー
トくれにおいて、来賓・役員・代議員を含め47
名の出席を得て開催しました。
　総会の冒頭、総会議長に J マリン呉労組の池
田代議員を選出し、呉地区労福協を代表して津
川会長が挨拶を行った後、来賓の広島県労福協
の久光会長から挨拶を受けました。
　総会の議事として、報告の部では「2020～
2021年度役員体制」「2021年度活動日誌」「2021
年度活動報告」「2021年度会計決算報告・会計監
査報告」を提案、議案の部では「第 1 号議案
2022年度活動方針（案）」「第 2 号議案2021年度
剰余金処分（案）」「第 3 号議案2022年度予算

（案）」「第 4 号議案2022～2023年度役員体制
（案）」を提案しました。報告の部、議案の部と
も全て満場一致で採択されました。

🔴 備北地区労福協 🔴
　 6月17日㈮コロナ禍ではありますが3年ぶりに会
員招集により「第13回定期総会」を開催しました。
　来賓には広島県労福協久光会長をはじめ、こ
くみん共済 coop 広島推進本部から杉田事務局
長、今年 4 月から新たな船出となった広島県労
働会館より豊島常務理事にもご臨席をいただき、
本総会に花を添えていただきました。議長には
ヤマモトロックマシン労組より小塩副委員長が

選出され、その
任を執っていた
だきました。
　小塩議長と出
席された会員代表者の協力によって、スムーズに
議事が進行され、議案はすべて満場一致で承認さ
れました。これより2022年度の活動がスタートい
たします。「すべての働く人の幸せと豊かさをめ
ざして、連帯・共同で安心・共生の福祉社会をつ
くる」という労福協の理念に基づき積極的に諸活
動を進めてまいります。今後とも備北地区労福協
へのご支援をお願い申しあげます。

🔴 賀茂豊田地区労福協 🔴
　 6 月23日㈭、「第13回
賀茂豊田地区労福協定
期総会」を竹原市の賀
茂川荘で開催しました。
　阿部会長の挨拶で
は、with コロナでの地
区労福協活動のあり方を整理し、コロナ禍で失
われた会員間のコミュニケーション機会を回復
させ、連帯強化を進めていく必要があるとの見
解を示したほか、今回の会長交代にあたって、
在任14年間の活動を振り返りました。
　議案審議は、第1号議案から第7号議案まで滞
ることなく、すべての議案について満場一致で
承認されました。
　また「賀茂豊田地区労福協表彰制度」に基づ
き、「ろうきん部門」では中国電力労働組合東広
島第一支部、「こくみん共済 coop 部門」ではサ
タケ労働組合が表彰されました。

＝ 全国研究集会 静岡で開催！ ＝
　2022年 6 月 2 日㈭、全国研究集会が静岡で
Hybrid開催されました。会場には全国から101名
が参加、見逃し配信も含めたWeb参加者は、約
600名（ 6月28日現在）に上りました。

　今年度のテーマは、“TSUNAGARI”世代を超えて。
　「労福協の2030ビジョン」、そして SDGs がめ
ざす社会を実現するためには、新しい視点を取り
入れ、新しい方々とのつながりを広げ、みんなで
取り組みを広げていく必要があります。
　「地域づくりと若者たち」をキーに、ポストコロ
ナ社会を見据えた新しいつながりのカタチとして、
世代をこえてつながるにはどうすればよいか、社
会の担い手として一緒にできることはないかなど
について考察を深めました。
　なお、今回のトークセッションでファシリテー
ターを務めた国立大学法人静岡大学の日詰　一幸
学長には、 9月に開催する「役員研修会」におい
て講演をいただくことになっています。
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【大竹・廿日市地区労福協】「ふれあい釣りイベント in 阿多田」
　2022年５月21日㈯、46名の組合員とご家族に参加いただき、阿多田島の
釣り堀“海遊”で、海上釣り堀を楽しみました。
　海上釣り堀ではレンタル品が充実しており、餌も釣り竿も現地調達可能
で手ぶらも OK ！初心者から上級者まで１日楽しむことが出来ました。

　参加者全員１匹以上を釣り上げ、全体での釣果は
タイやシマアジ、ハマチなど合わせて190匹以上になりました。
　４時間の釣り時間で、初めのうちはそんなに長く？との声もありました
が青物のヒット時には歓声が上がり、逃がした時にはみんなで悲しみ、
あっという間の４時間を楽しく過ごすことが出来ました。コロナ禍の影響
で３年ぶりの地区イベント開催となりました。感染防止策を徹底したイベ
ントで不自由もありましたが皆さんの協力のもと大成功に終えることが出
来ました。

【府中地区労福協】「ビーチボールバレー大会」
　2022年５月29日㈰、府中市土生町のTTCアリーナにおいて「第14回ビー
チボールバレー大会」をメーデー実行委員会とともに開催しました。
　例年は広島県労福協会長杯の予選としていましたが、今年度はコロナ禍
ですでに中止と決定されていたことから、地区の親睦として独自ルールを
一部採用し、コロナウイルス感染予防を行いながらの開催となりました。
　15チームのエントリーがあり総勢78名で熱戦を繰り広げました。
　2019年度からの久々の開催となりましたが、コロナウイルス感染拡大に
よる行動制限などを吹き飛ばすような元気いっぱいのプレーが見られ、地
区の親睦・交流が図れた大会となりました。

相談無料相談無料
相談者のプライバシーは守ります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。
弁護士等の専門家に相談する場合は、別途料金がかかる場合があります。

0120-780-294

■相談日・相談時間：（月曜～金曜）10：00～16：00
（相談受付）10：00～15：00

〒732-0825 広島市南区金屋町1-17 ワークピア広島5階

暮らしの相談ダイヤル

ライフサポートセンター広島
（　　　　　　）土・日・祝日
年末年始休み

利用範囲 広島県内にお住まい または お勤めの方
※相談内容に応じて、弁護士や専門の行政機関等へのご案内もいたします。

フリーダイヤル

広島駅
至博多

住友ビル

的場
電停

稲荷町
電停

JRA

猿猴川 駅
前
大
通
り京

橋
川

至紙屋町 至宇品

至大阪

ライフサポートセンター広島
ワークピア広島5階

ナン　 バー　　 は　　　　　ふ　　  く　　   し 暮らしの
相談フォーム
はこちらから

暮らしの悩みはありませんか？暮らしの悩みはありませんか？

4



HIROSHIMA労福協

ろうきんからのお知らせ
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　 6 月24日㈮13時より、中国労働金庫本店ビル12階にて通常総会を
開催しました。
　コロナ禍を考慮し、3 年連続本店ビルから37の営業店を Web でつ
なぎ、開催しました。
　総会は門長理事の司会ではじまり、議長に藪本・本地理事を選出
し、議事を進行しました。
　戸守理事長の挨拶に続き、来賓として労働者福祉協議会中国ブロッ
ク連絡会の久光会長に祝辞をいただいた後、議案審議が行われました。
　報告事項および 1 号議案から 5 号議案まで、全て満場一致で承認され、通常総会を終了しました。なお、
4 号議案「理事・監事の退任に伴う補欠選任の件」では、広島県選出の白井監事の退任に伴い、山根監事

（情報労連）が新たに選任されました。

中国労働金庫第19回通常総会開催

第19回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会広島県決勝大会を開催
　 7 月23日㈯および24日㈰の 2 日間、広島県決勝大会が開催され、
西部地区代表の五日市観音少年野球クラブが中国決勝大会に駒を進
めることになりました。
　中国決勝大会は 8 月13日㈯および14日㈰に MAZDA Zoom–Zoom ス
タジアム広島・広島県総合グランド野球場で開催され、広島県から
もう 1 チーム南観マリナーズスポーツ少年団の 2 チームが参加する
ことになりました。
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こくみん共済 coopからのお知らせ

　2022年 7 月29日㈮14：00よりリーガロイヤル広
島 4 階「ロイヤルホール」にて「第64回広島県労
働者共済生活協同組合通常総代会」ならびに「第
5 回こくみん共済 coop 広島推進本部組合員代表
者会議」を開催いたしました。
　議長団に村上剛総代【日立造船労働組合向島地区】
および坪内直也総代【私鉄中国地方労働組合芸陽バ
ス支部】が選出され、議事進行が行われました。
　開会挨拶では、広島県労済生協寺戸理事長（こ
くみん共済 coop 広島推進本部　本部長）より、

『横断旗』や『長縄・縄跳び』の寄贈について感
謝の意が述べられました。また、2022年度から 4
年間、こくみん共済 coop は中期経営政策2025 
～変革と創造～をすすめ、デジタル技術を取り入
れた『新しいたすけあい』を創造・実践していく
旨が述べられました。
　広島県労働者共済生活協同組合総代会の議案審
議においては、第 1 号議案から第 8 号議案まで審
議され、満場一致で承認されました。
　また、こくみん共済 coop 広島推進本部代表者
会議では付議事項 1 から付議事項 2 について審議
され、満場一致で承認されました。

3422W004

第64回　広島県労働者共済生活協同組合　通常総代会
第 ５ 回　こくみん共済 coop 広島推進本部　組合員代表者会議 開催報告

広島県労働者共済生活協同組合
【第64回通常総代会　議事次第】

第 1 号議案　2021年度事業報告および
　　　　　　決算報告承認の件
第 2 号議案　2021年度剰余金処分案承認の件
第 3 号議案　2022年度事業計画および
　　　　　　予算設定の件
第 4 号議案　2022年度役員報酬額設定および
　　　　　　役員退任慰労金支給承認の件
第 5 号議案　振替増資承認の件
第 6 号議案　こくみん共済 coop 総会の議案
　　　　　　審議の件　
第 7 号議案　こくみん共済 coop 総会代議員
　　　　　　選出の件
第 8 号議案　議案決議効力発生の件

こくみん共済 coop 広島推進本部
【第 5 回組合員代表者会議　議事次第】

付議事項 1 　2021年度広島推進本部
　　　　　　推進活動報告の件
付議事項 2 　2022年度広島推進本部
　　　　　　推進活動計画の件
そ　の　他　感謝状贈呈
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次回利⽤時に使⽤できる

5,000円
クーポン券×合計200枚

キャンペーン期間
2022年８月１日（月）～９月30日（土）

第2回抽選

９⽉30⽇まで利⽤分

サンフレッチェ広島（10⽉29⽇試合分）

サッカー観戦チケット ２本

（1セット2名 合計4名）

防災⽤品2個セット 14本

みやび⿊カレー10個セット 14本

広島県労福協会員様が、ワークピア広島、みやびをご利⽤いただいた際、
次回ご利⽤時に使⽤できるクーポンを付与します！
※キャンペーン期間中のご利用に対しての付与となります。
※キャンペーン中であっても、予算に達し次第、終了となります。
※キャンペーン対象可否や利用条件は、ご確認の上、ご利用ください。

第1回抽選

8⽉25⽇までの利⽤分

広島東洋カープ（9⽉開催の7試合）

野球観戦チケット 7本

（1セット4名 合計28名）

防災⽤品2個セット ６本

みやび⿊カレー10個セット ６本

２０２２広島県労働会館利用促進キャンペーン
主催：広島県労働者福祉協議会
協賛：広島県労働会館・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
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街で噂の
牛すじ黒カレー

新発売
スパイシー
辛口

540円（税込）
スパイシー辛口
1人前　200ｇ
レトルトカレー

〒721-8588
広島県福山市南蔵王町4丁目5番18号
TEL：084-925-3800　URL https://r-miyabi.or.jp/

ユニオントラベル広島

あなたの旅のコンシェルジュ
最大限の対策をしてお待ちしております !!

＜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

事業部 事業部

【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。

一般社団法人　広島県労働会館


