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5月 26日（金）、水戸市内で開催しました。
2016年度事業報告・2017年度事業計画を承認
いただきました。今年度も労働団体、福祉事業団
体、NPO団体と連携し県内勤労者の福祉向上を
目指します。沼田孝博監事が退任され、新役員と
して深谷雅美氏（日立平和台霊園）、西條昌利氏（電
力総連）が就任されました。

　第 4回 定時総会開催　

5月 31日（水）、日立市
内で開催しました。今年度
も公益目的事業である墓地
提供事業および葬祭場貸与
事業を通じ勤労者の方々の
福祉向上に資することを目
的とし、健全な事業運営に
努めてまいります。

和田会長

　第 7回評議員会開催　
公益財団法人 日立平和台霊園 生活協同組合パルシステム茨城

6月 14日（水）ホテルレイ
クビュー水戸にて、第 19回
通常総代会を開催しました。
当日は総代 90名参加の
もと、2016年度のまとめや
2017年度方針・予算など 6
つの議案すべて賛成多数で可決承認されました。役
員改選に伴い、新たな役員体制が承認されました。

　第 19回通常総代会　

深谷理事長

茨城県労福協

2016年度 主要事業のご報告

石川理事長

①ライフサポート（くらし何でも相談）
　　2016年度は、1,100件の相談が寄せられました
② 出会いサポート（結婚なんでも相談）
　　10年間で、1,775組が成婚されました（2017年 3月末）
③福祉研究集会 11月 16日・水戸市内
　　講演会「江戸の暮らしに学ぶ」
　　講師：江戸東京博物館名誉館長　竹内　誠 氏
④労働福祉講座　10月～ 11月・全 5回
　　鹿嶋市・中央公民館で開催しました（申込 90名）

日  程 テーマ
10月 19日 これからの労働者自主福祉運動

26日 労働基準法について
11月  2日 労働行政について

9日 消費者トラブルについて
16日 認知症について

⑤スポーツ交流 
　ゴルフ大会 10月 12日・168名参加
　ボウリング大会 1月 28日・80名参加

⑥労組のための会計セミナー（11月 18日）
　ライフプランセミナー（出前セミナー）3回

5月 27日、第 6回通常総会が開催されました。県央拠
点のスムーズな運用を実現して、その経験を県内の他の
地域にも広げていけるよう、担い手の育成と活動の充実を
目指していくことを確認しました。

・きずな BOXの設置が 40か所になりました。
・県央地域の拠点は、水戸市内を予定しています。
・ボランティアを募集しています。

お問合せは、TEL029-874-3001へ

　さらなるひろがりをめざして　

NPO法人 フードバンク茨城
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連合茨城 第34次救援衣類を
送る運動について

　予告　
連合茨城では毎年、タイ・ラオスの経済的に貧し

く衣類も買えない人々や、洪水など自然災害の被
災者で衣類を必要としている方々に救援衣類を送
る運動をしています。今年度も 9月末～ 10月上
旬にかけて行う予
定ですので、不要
になった衣類（真
冬用の衣類以外）
の保管をお願い致
します。（次回の
労働福祉で募集
内容の詳細を掲載
します） 衣類の仕分け（2016 年度）

6月 5～ 6日横浜市内で、「どうする日本の貧困問題 !求められる地域の
役割とは ?」をテーマに開催されました。いま世界中に経済・社会に対す
る不満と先行き不安が広がっています。
世界人口の半分 36億人分の総資産と同額の富が 8人に集中している
貧困撲滅に取り組む国際 NGO「オックスファム」は、富の集中を報告し、
格差が「社会を分断している」との警鐘を発しました。我が国においても、
相対的貧困率は 16.1%（2012年）、子どもの貧困率は 16.3%と 6人に 1人が貧困状態に置かれています。
今、日本の社会では…
経済的困難な家庭の子どもは大学等に進学するために奨学金を利用し、その返済でさらに生活苦に陥り、
結婚・出産・子育ても諦めてしまう若者も増えています。そして、労働分野においては非正規雇用が 4割
近くまで増え将来の低年金・無年金が懸念されています。高齢者の単身世帯の増加傾向、また女性も DV・
男女賃金格差・低賃金と、全ての層で貧困と社会的孤立が広がっています。地域で活動を展開している「フー
ドバンクふじのくに」「にこにこ食堂」「生笑一座（いきわらいちざ）」の報告がされました。労働者福祉運動の
柱のひとつである「共助の拡大」を様々なネットワークを通じて、地域で実践し拡大するために何ができる
かを考察し、今後の政策提言、運動につなげて行きたいと考えます。

中央労福協 2017年度・全国研究集会が開催されました

茨城労福協 労働福祉講座のご案内
～ひたちなか市内で開講します～

講座は公開講座とし、労働者・使用者及び市民の方々を
対象とし、労働関係諸法についての基礎的・体系的な知識
の普及向上、また勤労者の健康についての啓蒙を図ります。
●日程：2017年 9月 20日～ 10月 18日
　　　　（毎週・水曜日）
●時間：18時 30分～ 20時 00分
●場所：ひたちなか市ワークプラザ勝田
日　程 テーマ

9月 20日 これからの労働者自主福祉運動
27日 ワークライフバランス

10月 4日 労働法概論
11日 労働行政
18日 職場のメンタルヘルス

お問合せは、県労福協 TEL029-231-3503へ

8月・11月は、いばらきワーク・ライフ・バランス
推進キャンペーン期間です ！

いばらきワーク・ライフ・バランス推進協議会（経営者団体、労働団体、行政機関で構成）
では、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けて、8月第 4金曜
日（8月 25日）・11月第 3水曜日（11月 15日）に「県内一斉ノー残業デー」を、11
月 7日～ 13日に「休暇取得キャンペーン」を実施します。
県民の皆様のご協力をお願いします。
●「いばらきワーク・ライフ・バランス推進取組宣言書」募集 !●
企業・団体の皆様から取組を宣言する「いばらきワーク・ライフ・バランス推進取組
宣言書」を募集します。詳しくはHPをご覧ください。
宣言を提出し、働きやすい職場づくりに共に取り組みましょう !

【お問い合わせ先】 いばらきワーク・ライフ・バランス推進協議会事務局 茨城県商工労働観光部労働政策課 労働経済・福祉グループ
☎ 029-301-3635 FAX029-301-3649 E-mail  rosei1@pref,ibaraki.lg.jp
HP  http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/wlb/wlbtop.html   「茨城県WLB」で検索 !

茨城県からのお知らせ
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中央労働金庫がCSR活動の一環として、中央ろうきん社会貢献基金を通じて取り組む『中央ろう
きん助成プログラム－個性が輝く“ひと・まち・くらし”づくり』において、この度、選考委員会による
厳正な選考の結果、応募総数215団体の中から、53団体へ総額1,861万円の助成が決定いたしました。
助成内容は「スタート助成」（活動開始資金：上限 30万円）と「ステップアップ助成」（活動展開資金：上

限 100万円）の 2種類となっており、助成金は、まちづくりや福祉、環境保全など、地域の市民活動に活用されます。

2017年度「中央ろうきん助成プログラム」選考結果
～応援します !個性が輝く“ひと・まち・くらし”づくり～

NPOなど 53団体へ、総額 1,861万円を助成します !

◇◇◇ 2017年選考結果（助成団体数と助成金額）◇◇◇
スタート助成 ステップアップ助成 合　計1年目 2年目 3年目

応 募 団 体 数 168団体 19団体 15団体 13団体 215団体
助 成 団 体 数 24団体 14団体 11団体 4団体 53団体
助 成 金 額 714万円 417万円 330万円 400万円 1,861万円

【茨城県内の助成団体】
★スタート助成 1年目

団体名 活動名 活動対象地域
笠間の魅力発信隊 笠間ふれあい教育旅行推進事業 笠間市
鳥栖の森　自然共生を図る会 親水水路造成と子供広場造成及び遊具類の設置 那珂市
特定非営利活動法人 子どものための救命教室 キッズ救命隊養成プログラムバージョンアップ事業 つくば市
特定非営利活動法人 ファーストペンギンネットワーク 茨城／鹿行地域における産後ケアプログラムの普及 鹿嶋市
特定非営利活動法人 たまり場ぽぽ ひたちなか市子育て支援ネットワーク ひたちなか市

★スタート助成 2年目
団体名 活動名 活動対象地域

結城里山の会 子供達に伝え引き継いで行く里山再生プロジェックト 結城市

★スタート助成 3年目
団体名 活動名 活動対象地域

一般社団法人
もりや子育てネットワークままもり 3世代を繋ぐ地域みんなの子育てネッワークの構築 守谷市、つくばみらい市、

取手市
特定非営利活動法人
こどもの育ちサポートステーション

人とのコミュニケーションがうまくとれなくて困って
いる子供とその保護者のための「みんな♥いい 2017」

大洗町、水戸市、
ひたちなか市ほか

★ステップアップ助成は、該当がありませんでした。
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2017年
地区共済会『加入者のつどい』開催のご案内

全労済茨城県本部

全労済では組合員の皆さまからのご意見やご要望をいただく場として、また、組合員の皆さまへの日ごろ
の感謝の気持ちを込めて、「加入者のつどい」を各地区で開催しております。
ぜひ、ご家族の皆さまでお近くの会場へお越しください。

支所名 日 時 開始時間 会 場 内 容 客席数

日 立 ☎ 0294-22-6031 8月 12日（土） 10：30 多賀市民会館

ドラえもん
 「のび太の南極
カチコチ大冒険」

470

水 戸 ☎ 029-227-6035 8月 26日（土） 10：30 常陸太田市パルティーホール 1,000

鹿 嶋 ☎ 0299-84-6031 7月 29日（土） 10：30
13：30 鹿嶋勤労文化会館 750

つくば ☎ 029-858-6031 8月 19日（土） 10：30 土浦市民会館 1,180

筑 西 ☎ 0296-28-8833 8月  5日（土） 10：30 結城市民文化センター 「アクロス」 1,200

詳しくは、全労済茨城県本部 HPをご確認ください。http://www.zenrosai.coop/zenkoku/ibaraki 

ご加入を希望する場合には、全労済共済ショップ
または各支所へご連絡ください。

「第 45回 全労済小学生作品コンクールへの作品募集が
始まりました !」
昨年も多くの小学生の皆さまに応募いただきました全労済小学生作品コン

クール（作文・版画）を今年も開催いたします。
今年度も版画は、「自由課題」とさせていただき、作文につきましては「つづけ

ていきたいこと」をテーマとして募集させていただきます。応募の詳細につきま
しては、全労済のHPをご確認ください。
多くの小学生の皆さまからの応募をお待ちしております。
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下館労福協では、茨城県労福協と連携しながら、
地域労福協の活動の強化、スポーツ・文化活動な
どの取り組みを実施してまいりました。
これまで施設が見つからないために活動を一時
休止としておりました「会員交流ボウリング大会」で
すが、今年の 3月 29日（水）に筑西市のフリスポ
にて再開を果たすことが出来ました。総勢 69名
の方にご参加いただき、ハイレベルな戦いが行わ

れ大いに盛り上がることができました。また、5月
21日（日）には「第 57回へら鮒釣り大会」が八千
代町の流源湖で開催され 29名が参加し、当日は
気温 30℃を超える真夏日の日差しの中、朝 6時か
ら 15時までに釣ったへら鮒の総重量で競われまし
た。表彰式では真っ黒に焼けた釣り人が集まり仕
掛けや釣果などの話で盛り上がりました。このへら
鮒釣り大会は毎年 5月と 11月の年 2回開催され
ており28年にも亘る活動であります。100回大
会を目標に活動を続けていきたいと思っておりま
す。今後も会員
相互の交流を図
りながら、労働
福祉の向上に向
けた取り組みを
展開してまいり
ますので、皆さ
まのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

水郡地域労福協は、水郡地域において勤労者福
祉を増進するための事業を行っており、勤労者の
生活安定と経済的・社会的地位の向上を目的とし
てボランティア活動やレクリエーションに取り組ん
でいます。
水郡地区クリーンキャンペーン
10月 29日（土）に常陸太田市役所周辺道路及
び駐車場にて「水郡地区クリーンキャンペーン」を
開催（連合茨城水郡地区協議会との共催）しました。
300名ほどの参加者とクリーン活動を行い、その
後のお楽しみ抽選会も大盛況でした。今年度も 10

月下旬あたりに開催する予定です。
水郡地区メーデー

 4月 22日（土）常陸大宮市文化センター「ロゼ
ホール」にて、水郡地区メーデーを開催（連合茨城
水郡地区協議会
との共催）しま
した。参加者は
約 500 名。 第
一部で式典を、
第二部でお楽し
み抽選会を行い
ました。お楽しみ抽選会では、野菜や果物、ギフ
トカードに家電製品とたくさんの景品が用意されま
した。参加者は抽選番号が読み上げられる度に一
喜一憂し、楽しい抽選会となりました。
今年度からの試み

 夏に大子温泉やみぞ（大子町）でバーベキュー大
会を開催する予定です。水郡労福協の活動を益々
盛んにするためにも、会員同士の親交を深めるこ
とが目的です。

地域労福協レポート

水郡地域
労福協

下館地域
労福協
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●調理のコツ
おいしいきゅうりは、触ると痛いくらいイボがち
くちくとしています。このイボをとるために、塩を
振って手で押さえながらまな板でごろごろと転がす
板ずりをしましょう。この板ずりには青臭さを消し
たり色味を良くする効果があります。

●選び方と保存のポイントチェック
まずは、選び方のポイントです。①重みがあって全
体的にハリがあるもの。②表面の緑色が濃いもの。以
上、2点を確認しましょう。
次に保存のポイントです。表面の水分を拭き取っ

てビニール袋がラップに包み、密封せずに野菜室に入
れましょう。立てて保存するのがポイントです。

●はなまる㊙レシピ
「美味しい食材をより美味しく、みなさんに食べ
てもらいたい。」という想いを込めてご紹介します。
ぜひご家庭で実践してみてくださいね !

〈長芋ときゅうりのたたき梅あえ〉（2人分）

① 長芋はめん棒などでたたいてひと口大にする。
きゅうりも同様にたたいて割る。
② きゅうりに塩少々をまぶし、水けが出たらしっか
りしぼる。
③ 梅干しは種をとって包丁で軽くたたいて耐熱容器
に入れ、みりん
を加える。電子
レンジで 1分ほ
ど加熱し、しょ
うゆと油を混ぜ
合わせる。
④ ①②③を混ぜ合
わせる。 

健康＆食（No.127）

夏野菜の定番として広く親しまれているきゅうり。きゅうり表面
のボツボツは自然の乾燥防止剤です。

きゅうり

・材料
 長芋…100g、きゅうり…1本
 梅干し…2個 みりん…大さじ 1
 しょうゆ…小さじ 1
 油…小さじ 1/2
 塩…少々

地域の消費者と生産者がお互いの立場を理解しあい、農業体験や交流を
通じて豊かな地域づくりをすすめることを目的に様々な取り組みをおこなっ
ています。取り組みの一つである、きのこの学校では、原木で 3種類のき
のこの栽培を体験します。
4月 15日（土）に行われたきのこの学校第一回では、しいたけ・なめこ・
ひらたけの植菌作業を体験しました。原木にドリルで穴をあけたり、金槌で
菌を打ち込んだりと普段できない体験を家族で協力しながら楽しみました。

パルシステム茨城　地域活動推進部
☎0120-303-169（月～金 9：00～ 17：30）

～JAつくば市谷田部との取り組み～

食と緑の交流事業 きのこの学校
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●（一社）いばらき出会いサポートセンター　『ふれあいパーティー』
☆ふれあいパーティーは会員外の方も県外の方も独身であれば申し込みできます。
☆詳しい日程やパーティーへの申込みについてはセンターのホームページをご覧ください。
アドレスはQRコードから　http://www.ibccnet.com
～出会いの初めの一歩から～　

7/8（土）

水戸
みんなでWAIWAI　中華で好吃♪♪
於：鉄人 住吉店（水戸市住吉町 42-8）
18：00～ 20：30くらい（受付 17：30～）男女各 16名　男性 4,500円／女性 3,000円

27～37歳
6/9㈮募集開始

7/14（金）

日立
ざ・飲み会 in TAICHI
於：TAICHI（日立市弁天町 1-16-15第 4JKビル 103）
19：00～ 21：30くらい（受付 18：30～）男女各 6名　男性 5,500円／女性 4,000円

30代
6/13㈫募集開始

8/19（土）

水戸
ざ・飲み会
於：宮戸（水戸市三の丸 1-4-18）
18：00～ 20：30くらい（受付 17：45～）男女各 5名　男性 4,000円／女性 3,500円

34～40歳
7/18㈫募集開始

8/19（土）

土浦
カフェdeおしゃべり
於：Twin D's Cafe（ツインディーズカフェ）（土浦市荒川沖東 3-3-2）
18：15～ 20：45くらい（受付 18：00～）男女各 6名　男性 3,000円／女性 3,000円

34～40歳
7/13㈫募集開始
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■ 各事業団体の総会が順次開催されました。労福協は奨学金制度の充実を求める取組を継続して
いきます。また、県内 NPO団体などとの連携を進めていきます。

■表紙を一新しました。紙面充実のため、ご要望などお寄せ下さい。お待ちしています。

編 集
後 記

第276回クイズコーナー漢 字
魚へんの漢字の読み方を答えてください。 （連合茨城・中根）

応募方法と条件
１． クイズの答え、住所・氏名・お勤めの方は勤務先を明記
２．良かった記事、ご意見・ご要望を一言お願いします
３．メール、FAXのご利用も可
４．あて先　〒310-0022　水戸市梅香 2 - 1 -39
 茨城県労働者福祉協議会　編集委員会あて
 メール  ib-roufuku@alpha.ocn.ne.jp　FAX  029-227-2240
５．締切り 7月31日（月）消印有効
６．正解者 10名に粗品をお送りします。

クイズ
①鯉 ②鮫 ③鯖 ④鰆

⑤鯵 ⑥鯨 ⑦鮎 ⑧鰯

⑨鱚 ⑩鮗

第275回
クイズ正解

井上　太郎
海老沼香織
恩田　嘉之

柏　　優子
金内　憲二
菊池賢一郎

柴田　尚士
関山　四郎
立木　美鈴

中嶋　　巌
濱野　房美
昼岡　崇代

松原　君子
山本ひろみ
和田　順子

◆応募総数 29 通
◆当 選 者 15 名
◆ 抽選の結果、次の方に賞品をお送りします。 （敬称略）

①徳宿（とくしゅく） ②神立（かんだつ） ③佐貫（さぬき）
④大甕（おおみか） ⑤額田（ぬかだ） ⑥中舟生（なかふにゅう）
⑦宍戸（ししど） ⑧宗道（そうどう）



ろうふく information　
ユニオニオンの労働相談

連合茨城無料労働相談　～安心して働きたい～連合茨城は働くあなたの味方です
●電話： （フリーダヤル）0120-1

い こ う よ

54-0
れ ん ご う に

52　●受付：月～金曜（祝日を除く）9時～17時半

A. 　アルバイトでも、6か月以上、継続勤務して 8割以上出勤した場
合は一定の割合で有給休暇が取れます。有給休暇は正社員だけの制
度ではありません。パート・アルバイト・派遣社員・契約社員など
関係なく取得することができます。
　 　勤務日数が週 3日、週所定労働時間が 30時間未満であれば 5日
の有給休暇が付与されます。ただし、6か月間継続して勤務し、勤
務が予定されていた日のうちの 8割以上出勤した場合
です。雇い主が、有給休暇の取得を認めないことは違法
となります。また、有給休暇を取ったことを理由に不利
益な取り扱いも違法です。週の所定労働時間、週の労働
日数、所定労働日数によって付与日数が変わりますので
連合茨城の相談窓口にお気軽に電話してください。

Q. アルバイトで働いていま
す。店長に有給休暇を取り
たいと話したら「アルバイ
トには有給休暇はない」と
言われました。週三日 月・
水・金の勤務日で一日 7
時間働いています。

　 アルバイトには有給休暇は
ないのですか。

連合のキャラクター
ユニオニオン
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◆ 奨学金の記事がありましたが、今世の中は格差が
益々広がっている状況にあると思います。いろん
な形で、社会的な弱者を救済できる制度が進んで
欲しいと思います。 （ひたちなか市・T様)
◆ 給付型奨学金制度に関する記事は、現在高校3年
生の息子がおり、自分のこととして読みました。
給付型奨学金は、制度が実現したとはいえ、まだ
まだ条件が厳しく労福協からぜひ条件緩和の働き
かけを展開していただければと思います。
 （日立市・N様）
◆ 私も子育てが一段落してから、20年パートとし
て働いていますが組合員ではないので、不満は
色々あります。現在より10年後、20年後、非正
規雇用者への待遇が良くなることを願います。

 （日立市・K様）
◆ 今月から始まりました「ユニオニオンの労働相談」
何かと変化の激しい昨今お世話になることもあろ
うかと存じます。 （水戸市・I様）
◆ ブロッコリーはいつもはだかのまま、冷蔵庫の野
菜室に入れておりました。今度から記事どおりビ
ニール袋に入れ、茎を下にして入れることにしま
す。 （水戸市・Y様）
◆ 地域労福協レポートは活動が見えて良いと思う。
もっと大々的にイベントを計画してはどうか？地
域ごとの親睦が深められるような活動に期待した
い。 （神栖市・I様）
◆ GWはまずまず天候にも恵まれて良かったです
ね。旅のガイドで紹介されたフラワーパークも大
いに賑わったことでしょう。わが町、笠間市も陶
炎祭やつつじ祭りでにぎわいました。
 （笠間市・H様）

ー 読 者 の 声 ー

相談事 例 No.2
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大子広域公園オートキャンプ場 

グリンヴィラ

大子広域公園

フォレスパ大子

袋田の滝

大子町役場

道の駅奥久慈だいご

月待の滝

奥久慈
ゆばの里

一般社団法人
茨城県労働者福祉協議会

旅のガイド・茨城紹介

自然が豊かな大子には、その土地を生かして楽しむスポットが満載です。
奥久慈憩いの森でたっぷりと森林浴、大子広域公園やフォレスパ大子ではさまざまなレクリエーションが
楽しめます。また温泉も豊富で、それぞれ特徴のあるさまざまな温泉が揃っています。キャンプ場やバン
ガロー、さらにはオートキャンプ場で家族や仲間とアウトドアも満喫。

～周辺を山に囲まれ、中央を久慈川が流れる大子町。雄大な大自然をプレイグラウンドに、爽快な一日を楽しもう～

※ 案内作成にあたり、大子町観光商工課より記事・写真をご提供
いただきました。

大子広域公園オートキャンプ場 グリンヴィラ

多目的温泉プール フォレスパ大子

大子温泉を利用したバリエーション豊かな屋内
バーデハウスと夏期にオープンする屋外プール
があり、大人から子供まで楽しむ事が出来ます。
【場所】大子町大字浅川 2921
【TEL】0295-72-6100

クライミングウォールやみぞ

8月14日に予定されてい
る、大子町の夏の一大イ
ベントです。約 3,300 発
の花火が久慈川の中州か
ら打ち上げられ、水難供養
のため4,000 個の灯籠が
流されます。
【お問合せ】大子町観光協会☎ 0295-72-0285

大子町花火大会と灯籠流し

大子温泉やみぞ体育館にあ
り、子どもから社会人の競
技者、観光客も利用できる
施設。一部にFRPパネル
を配置することにより、岩を
模した凸凹のある壁面が見
た目のインパクトと、登ったと
きの面白みが味わえる。
【お問合せ】大子温泉やみぞ☎ 0295-72-1511

季節にあわせた楽しいイベントから、公園内の温泉・
温水プール・アスレチック、周辺に広がる観光地ま
で幅広いアウトドアライフが楽しめます。レンタル用品
も充実手ぶらで気軽に遊べるオートキャンプ場です。
【場所】〒319-3552 大子町大字矢田 15-1
【TEL】0295-79-0031
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袋田の滝キャラクター
たき丸 ⓒ大子町


