謹んで新年のお喜びを申し上げます
川崎労働者福祉協議会

会長

藤吉

誠一郎

新年、明けましておめでとうございます。
皆様には、恙なく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
加盟組織の組合員の皆様、福祉事業団体、労働団体、商社会、賛助会員の
皆様のお力添えのもと、無事に一年を終えることが出来ました。皆様のご
理解とお力添えに改めて感謝申し上げます。
「ありがとうございました。」
さて、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で「市民と働く者の
フェスタ」を始めとする、活動を中止せざるを得ない状況になってしまい
ました。このような状況下ではあっても、
「フードバンク・フードドライブ」
「お米一合運動」
「タオル一本運動」など、
「助け合い・支え合い」の精神の
藤吉新会長就任あいさつ
もと展開させて戴きました様々な活動には、多くに皆様のご理解とお力添
えを賜りました。改めて深い感謝と敬意を表させて戴きます。この感染症
の影響で、職を失ってしまった方々が７万人を超え、今後も増え続けると見られています。これに追従す
るように生活困窮者の増加状況が進んでいます。また、在宅勤務・リモートワークが増え、それに伴う家
庭内 DV 被害者も増加傾向にあります。この様な状況下だからこそ、私たちの「助け合い・支え合う」活動
は重要になって参ります。小さな優しさが、多くの豊かさに繫がって行きます。より多くの市民の皆様に、
私たちの活動を知って戴き、賛同を得られるよう広報にも力を入れて進めて参ります。
今年もこの感染症の影響は暫く続くと思いますし、様子を見ては行かなければなりませんが、歴史ある
「市民と働く者のフェスタ」や「海水浴訓練」
「手をつなぐフェスティバル」などの障がい者支援活動や施設
への寄付活動など、ボランティア活動にも積極的に工夫をしながら取り組んで行ければと思います。
本年も、川崎で働く多くの仲間と共に、会
員・市民のより多くの皆様に賛同・参加・お
今号のご案内
力添えを賜れますよう、
「助け合い・支え合
１……… 労福協会長 新年ご挨拶
い」の思いを念頭に、
「優しさと豊かさ」を分
２……… 川崎市長 新年ご挨拶
かち合える労福協活動を進めて参ります。
３〜５… 川崎労福協ニュース
会員の皆様を始め、そのご家族の皆様、関
６……… 商社会・賛助会 新年ご挨拶
係団体の皆様の素晴らしい一年になられるこ
７……… ろうきん・こくみん共済 coop 新年ご挨拶
とを祈念いたしまして、新年の挨拶とさせて
８……… チケット申込・クイズ、
福祉団体 新年ご挨拶
戴きます。

川崎労福協ホームページのお知らせ
会員向けサービスや会報バックナンバーも閲覧可能。
各種セミナーのご案内やチケット情報など、随時更新中！！
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川崎労福協

検索

http://kawasaki-roufuku.net

新年あけましておめでとうございます
新年、あけましておめでとうございます。
今年一年、組合員や御家族の皆様が健康かつ平穏に良い年をお過ごし
になりますようお祈りいたします。
昨年、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、私たちの暮ら
しは一変しました。本市におきましても、市民や事業者、医療関係者の方々
をはじめ、地域の皆様に御協力いただきながら、感染症の流行に全力で
川崎市長

対応するとともに、厳しい生活を強いられる市民や事業者の皆様への支援
などを実施してきました。今後も引き続き、皆様が安全・安心な生活を送れ
るよう、万全を期していきます。

また、新しい生活様式をふまえ、行政手続のオンライン化に積極的に取り組むとともに、市立
小中学校等の児童生徒に一人一台の端末を整備するなど、
「かわさきＧＩＧＡスクール構想」の
実現に向けた取組を進めます。
本市の最重要施策である、地域包括ケアシステムの構築につきましては、年齢や疾病、障害等
で対象を限定しない、全世代・全対象型の地域リハビリテーション体制の構築に力を入れて取
り組んでいきます。間もなく供用を開始する「川崎市複合福祉センター

ふくふく」を中心に、医

療や介護が必要となっても、地域で暮らし続けることができる体制づくりを進めます。
また、新しい生活様式に留意しながら、誰もが気軽に集え、多様なつながりを育む地域の居
場所である「まちのひろば」の創出など、
「市民創発」によるまちづくりに向けて取り組み、
「安心
のふるさとづくり」を皆様と共に進めていきたいと思います。
こうした取組を支える「力強い産業都市づくり」として、一層加速する社会経済状況や産業構
造の変化に適切に対応するため、川崎臨海部における投資促進制度の創設などにより、産業の
活性化や新産業の創出を図っていきます。あわせて、鷺沼駅周辺再編整備に伴う宮前区役所・
市民館・図書館の移転や、横浜市営地下鉄３号線の新百合ヶ丘駅への延伸に向けた取組など、
魅力ある都市づくりを進めます。
これらの取組とあわせて、将来世代が安心して暮らせる環境を未来に引き継いでいくため、
2050年のＣＯ２排出量実質ゼロをめざす「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」のもと、市
民・事業者・団体等の皆様と力を合わせ、脱炭素社会の実現に向けた取組を進めていきます。
「ＳＤＧｓ未来都市」として「成長」と「成熟」の調和する「最幸のまち かわさき」をめざして取
り組んでまいりますので、引き続き、御協力をお願いいたします。

神奈川県労福協
会長

川崎労福協商社会
会長代行

吉坂 義正

森岡 隆志
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労 福 協 ニ ュース
川崎労働者福祉協議会

第36回『定期総会』開催する

11月13日（金） サンピアンかわさきにて、川崎労福協「第36回定期総会」を

開催しました。コロナ禍の中で感染防止にみんなで気を付けながらの開催に
なりましたが、向こう1年間の活動方針（案）ならびに予算（案）
、新役員体制
（案）
が全会一致で確認されました。
役員体制においては、これ
まで会長を務められた小原 洋
会長が退任され、新会長に藤
吉 誠一郎氏の就任が確認され、
新会長を先頭に労福協運動を
推進していくことを確認しま
した。会員各位の引き続きの
ご理解とご協力をお願いいた
します。

功労表彰を受ける小原前会長

退任あいさつをする小原前会長

2021年度川崎労福協役員体制です
一歩一歩頑張ります！本年もよろしくお願いいたします。
会長
副会長

副会長・ブロック長

（大師）
（田島）
（中央）
（幸）
（中原）
（北部）

副会長
事務局長
事務局次長

理事

理事・ブロック事務局長

理事
会計監査

（大師）
（田島）
（中央）
（幸）
（中原）
（北部）

藤吉 誠一郎
村松 秀幸  
石塚 雅次
舘
克則
宮澤
孝
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林
聖
萩野谷 圭一
齋藤 恵治
萩原 善幸
大塚
隆
宇野澤 慎一
成田
仁
松野 雄一
柴田 大地
望月 孝一
稲富 正行
嶋田 和明
宮越 洋輔
平野
悟
若宮 貞夫
菅野
繁
松隈 良晴
嶋
清和
水戸 大輔
林
典子
橋詰 悠子
小野寺 和成
有馬 慎吉
奥田 太郎

ミツトヨ労働組合
川崎市職員労働組合
日本鋼管病院労働組合
川崎地域連合
旭化成労働組合川崎支部
JFE スチール京浜関連労働組合協議会
NTT 労働組合川崎分会
東芝ロジスティクス労働組合
三菱ふそう労働組合本社支部
電元社トーア労働組合
中央労働金庫川崎支店
こくみん共済 coop 神奈川推進本部 職域推進一部
川崎労働者福祉協議会
川崎市職員労働組合
川崎市教職員組合
東京電力労働組合川崎支部
富士通労働組合プロダクトグループ
川崎市教職員組合
三菱化工機労働組合
川崎交通労働組合
JP 労働組合川崎東支部
プレス工業労働組合川崎支部
昭和電工ユニオン川崎支部
川崎水道労働組合
東芝労働組合 MC 支部
不二サッシユニオン本社支部
ミツトヨ労働組合
（株）エル・ビー・エー
日本冶金工業労働組合川崎支部
中央労働金庫川崎南支店

3

労 福 協 ニ ュース
川崎―横浜労福協行動『社会貢献活動』を開催する
10月3日（土） 「第8回社会貢献

活動（クリーン活動）を川崎労福
協受け入れのもと、川崎市役所
前からサンピアンかわさき間の
清掃作業を行いました。
当日は汗ばむほどの陽気の中
での活動となりましたが、すが
すがしい一日となりました。

「川崎市労働災害防止研究集会」が開催される
10月27日（火）「川崎市労働災害防止研究集会」
が開催されました。

会場では地域連合・労福協の多くの仲間の参加をいただき、安全
事例発表や安全功労表彰等が行われました。功労表彰では、労働災
害防止功労者（労福協推薦）として、旭化成労組川崎支部の宮澤 隆
支部長が、そして、労働災害功労団体として、神奈川競輪競馬労組
の松本 みゆき委員長が、川崎市福田市長より表彰を受けました。
同様に川崎地域連合からは功労者表彰に、日本電器労組玉川支部
の岩崎 貴志執行委員長、功労団体表彰に東芝ソシオシステムズ労
組が表彰されました。

第116期『川崎労働学校』が終了する
2020年10月2日（金）より11月24日（火）にかけて開催した、第
116期「川崎労働学校（全15回）」が終了しました。コロナ禍をうけ
て参加対象をこれまでの半数に限定し開催しました。
また、受講後の事後学習や、受講できなかった方々を対象に12月
1日より（3か月間）WEB配信により講義が視聴できるよう対応を図
りました。

冬休み親子セミナーを開催する
2020年12月10日から当面の間「親子セミナー～クリスマスリース作り）」を
ＷＥＢ配信にて開催しました。
開催にあたっては、川崎市職労学校部会の皆様の協力をいただき、蔦や松ぼっ
くり・どんぐり等々、リース作りに必要な材料収集から、材料の配送、それら
の作業風景～リース作りまでの収録作業すべて手作りで行いました。参加者も
材料準備の関係もあり、募集人員50組としましたが、それを大きく超える申し
込みがある中、抽選で決定させていただきました。
参加者からは、家庭で楽しくリース作りができました！毎年、継続してくだ
さい！等のたくさんの声をいただきました。
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労 福 協 ニ ュース
『お米一合運動』展開中
神奈川県労働者福祉協議会としてスタートした「お米一合運動」。川崎労福協も10月より活動をスタートし、
これまでの間に寄付いただいた約56㎏（11月末時点）を、第一弾として寄贈してきました。本活動は3月末まで
取り組みます。引き続き、皆様の参加をお願いいたします。
川崎労福協へ寄付いただいたお米は、県労福協を通じて「フードバンクかながわ」へ寄贈され、ひとり親世帯
の支援に活用いたします。

60%

15
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川 崎労福協 商社会・賛助会
商社会・賛助 会 (企業名五十音順)
新 年あけましておめでとうございます
商社会
㈱アールエス

㈱セントラルクリエート

㈱アイエス

㈱創

㈱愛知 川崎

㈱葬儀のコスモス

㈱アイトラスト

㈱高橋印房

㈱伊藤商会

旅乃家リゾート㈱

㈱イベント・コミュニケーションズ横浜営業所

田村商事㈱

㈱MM7

㈱テイクフォー

㈱大西家具店

手羽先BonBon

㈱オーベルシステムズ

東京労音府中センター

㈱おぼうさんドットコム

東芝ツーリスト㈱

㈱勝浦ゴルフ倶楽部

東横システム㈱

（公財)神奈川県労働福祉協会

（一社）日本社会人アメリカンフットボール協会

㈱鹿野山ゴルフ倶楽部

㈱フーディング パス

㈱キシマ

㈱葉山国際カンツリー倶楽部

君津香木原カントリークラブ

藤田観光㈱小涌園グループ

㈱銀座クルーズ（横浜クルーズ・クルーズ）

富士箱根カントリークラブ

㈱グランドボウル

㈱フロンティア

グリーン・ビーンズ

ベルセルバカントリークラブ市原コース

ケイ・エム企画㈲

㈱鳳友石材

京浜楽器㈱

㈱ポートサービス

㈲コスモ葬祭

マグレガ−ゴルフジャパン㈱

税理士法人小林会計事務所

万葉倶楽部㈱横浜みなとみらい万葉倶楽部

㈱コロワイドMD

㈱メガネスーパー

住宅塗装工務店㈲彩瑛

㈱山田クラブ21

㈱坂田佛具店

㈱横浜アーチスト

JA高崎ハム㈱西群馬営業所

吉本興業㈱

㈱JTBコーポレートセールス

㈱ラックコンサルタント

㈱ジャパン・ビバレッジ・セントラル

リソル 生命の森

㈱ゼットン

レイクウッド大多喜カントリークラブ

㈱セレモア 東京本社

㈱ロイヤルウイング

賛助会
㈱市原京急カントリークラブ

㈱スズゼン

FJリフレ㈱（旧 富士通リフレ㈱）

相鉄ホテル㈱横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ

㈱オーネット

地域活性化プロジェクト ヒンジス㈲

㈱神奈川新聞社

㈱チネチッタ

川崎地下街㈱（アゼリア）

㈱tvkコミュニケーションズ

㈱川崎フロンターレ

フィリップモリスジャパン合同会社

川崎日航ホテル

（一社）富士見町開発公社

㈱サンリオエンターテイメント

（公財）読売日本交響楽団

㈱新昭和
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7

各種チケット申込み・クイズ応募
下記に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。

組

合

名

職

場

名

組 合 所 在 地

〒

連

TEL

絡

氏

先

FAX 044-233-3764

FAX

名

労福協
クイズ

クイズに答えて図書カードを当てよう！
問題）ひとり親世帯の支援に取り組んでいます

○○○○

（3月10日水）

「
   

締切日

正解者の中から
抽選で6名の方に
図書カードを
プレゼントします。

運動」

※会 報198号のクイズ正解は「助け合い」「支え合い」「分かち合い」でした。
正 解者の中から6名の方に図書カードを送らせていただきました。
発表は発送をもって代えさせていただきます。

ご意見・ご要望

チネチッタ鑑賞券

12〜2月分

（差額をチケット売り場で支払えば3D鑑賞できます）

おとな（1,100円/枚）

枚

こども（3歳〜高校生 850円/枚）

枚

合

計

円

※チケットの取扱いにつきましては川崎労福協事務所または各組合事務所へお問い合わせください。

新年あけましておめでとうございます
新年
あけましておめでとうございます
会議・学会・試験・宴会

か

新しい葬祭文化のご提案
ワークピア花想デスク

そ う

花想

Tel. 0120-972-577

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町24-1
お問合せ
お申込み

受付

9:00〜17:15

年中無休（年末年始除く）

各種記念品・返礼品・退職記念品・事務所改修等 リフォーム全般・常備薬の共同購入
ご用命は当社まで！！

http://www.lba.ne.jp
〒222-0034 横浜市港北区岸根町566-1
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TEL

045-421-4141

FAX

045-421-4146

