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しずおか                                           ２０１８年 ３月 ２８日              

県勤協連ニュース    ３３１号 
                     

静岡県勤労者協議会連合会 

                    TEL・FAX 054-273-5130 

          ホームページ   http://www.kinrokyo.net/shizuoka/ 

                 Ｅ－メールアドレス shizuoka@kinrokyo.net  
 

 

東部ブロック勤労協研究集会開催 
 

本年度の東部ブロック勤労協研究集会は伊豆の国市・富

士市・清水町・三島市が下記の内容で４８名が参加して開

催されました。 

   ◆日 時 ２０１８年３月５日（月）  

１５：００～１８：００ 

   ◆場 所 三島市本町 Ｖｉａ701 １階 

   ◆講 演 いま、なぜ憲法 9条の改正が必要ですか 

◆講 師 小長谷保弁護士 

（元県弁護士会会長） 

 

冒頭、仁杉三島市連合勤労協会長の歓迎の挨拶に始まり、

福井県勤労者協議会連合会事務局長の祝辞をいただき講演

に入りました。 

 講演内容については、日本国憲法の三大原則である。（国

民主権・基本的人権・平和主義）の話から権力（行政・立

法・司法）の仕組み、権力行使の手順、憲法 9 条など詳し

く話されておりました。  

講演後、質疑応答があり質問には講師が丁重に答えて呉

れました。 交流会では三島市勤労協のベテラン北原幹事の司会、進行でお酒や食事をしながら、各

勤労協から最新の活動報告がなされ、親睦と交流を深める事ができ、次回開催は富士市勤労協が担当

する確認して閉会しました。 

 春の嵐の中をご出席下さいました皆様ありがとうございました。 

                             （報告者 三島市勤労協 山田信昭） 
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被災６４周年３・１ビキニデ－全国集会開催 
  
ビキニ被災６４周年を迎えた３・１ビキニデ－全国集会は、３月１日（木）に静岡労政会館に全国

から２５０人が参加して開催されました。 

主催者を代表して原水禁の川村浩一議長は「核戦争

の幕開けとなったビキニ事件を風化させてはならない、

子や孫に平和な国を引き継げるかは私したちの行動に

かかっている」さらに、昨年７月に国連で採択された

「核兵器禁止条約」を支持していない日本政府を、「被

爆国でありながら米国の顔色をうかがっているばかり

だ」と批判しました。 

 記念講演では、ＩＣＡＮ国際運営委員の川崎哲さん

が、核兵器禁止条約の成立の経緯や意義について解説

し、被爆国である日本政府がこれを拒否し続けている

姿勢を強く批判、その上で、今後の課題として、５０

ヶ国で発効する署名・批准の促進、核兵器禁

止条約の存在についての広報・教育活動など

を提起しました。 

 続いて、高校生平和大使から取り組みの紹

介があり、最後に、「ビキニデ－・アピ－ル」

を採択し集会を終了しました。 

 県勤協連からは中部３地区勤労協が参加し

ました。 

 

 

３・１１さようなら原発１０００万人アクション静岡集会 
 

３月１１日（日）１０：００～１１：３０静岡市常盤

公園にて「３．１１さよなら原発、1000 万人アクション

静岡集会」を開催、１２０名が参加しました。（主催：原

水禁静岡県民会議、県平和・国民運動ｾﾝﾀｰ、静岡県勤協

連 協力：生活クラブ生協） 

主催者挨拶の後、申し入れ報告、問題提起、連帯挨拶、

集会アピールのあと「団結がんばろう」の掛け声で締め

くくられました。その後、デモ行進が行われ、静岡市商

店街、中部電力静岡支店前などで浜岡原発再稼動阻止、脱原発社会の実現を呼びかけてきました。 

脱原発社会を目指し再生可能エネルギーへの転換は世界の流れです。原発立地のなかで、東海地震の震

源域上に位置するに最も危険な浜岡原発を再稼動させてはなりません。県勤協連からは中部３地区勤労
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協が参加しました。 

なお、集会に先立ち３月９日には原水禁静岡県民会議、県平和・国民運動ｾﾝﾀｰ、県勤労協連合会の連名

で静岡県知事及び中部電力静岡支店に対し「原発再稼動をさせないこと、浜岡原発を廃炉にすること」な

どを中心とした申し入れを行ってきました。 

（写真：静岡新聞 208.03.12） 

 

 

２０１７年度静岡県労福協第３回幹事会 

  

県勤協連が加盟する県労福協の幹事会が３月２２日（木）１５：００からロッキ－センタ－で開催

されました。 

 幹事会では始に池冨理事長の挨拶と大滝専務理事から報告事項と、理事会審議報告として①２０１

７年度活動報告・２０１８年度活動方針（案）②２０１８年度活動予算（案）③常勤役員の報酬 ④

第５６回県労福協定時社員総会について、説明がありました。 

 続いて、各福祉事業団体（１１団体）からの報告と２０１８年度活動方針に対する「各地域労福協

意見交換会」の取組み提起がされました。 

 

 

 

 

 

☆静岡地区勤労協 

幹事会で今後の活動を決定 
 
静岡地区勤労協は３月１３日（火）１０：００から静岡労政会館で幹事会を開催し、当面する活

動①２０１８年度地区定期総会の日程②日本勤労協東海・北陸ブロック第１２回総会の参加者③県勤
協連第５６回定期総会代議員④２０１７年度無料法律・生活相談の実績及び１８年度の実施計画 な
どの取り組みについて確認しました。 
 なお、静岡地区勤労協では月１回土曜日に弁護士及び現・元市会議員よる無料法律・生活相談を開
催しています。どんな相談でも受け付けていますので、ご近所・お知り合いの方にご紹介ください。 

◆相談日 ４月２８日（土） ５月２６日（土）６月２３日（土） 各日１４時～１６時 
◆場所  静岡労政会館５階会議室（葵区黒金町 5-1） 
◆弁護士 増本雅敏弁護士  ◆世話人 勤労協より交代で２名出席 
 

（通信員 福井 豊） 
 

各地区活動報告 
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☆袋井市勤労協 

新春グラウンドゴルフ大会  

 

グラウンドゴルフ新春大会は、勤協非会員の皆さん

にも呼びかけて「市民大会」として開催しました。（１

月２７日開催 １２４名参加） 

 １年中で最も寒い時期ですが、防寒対策もバッチリ

決めて集合、天候にも恵まれ、和気あいあいのグラウ

ンドでした。 

 目標とした勤協会員の拡大も、担当役員の努力で二

桁達成という成果を上げ有意義な大会となりました。 

  私達の若い頃は「巨人・大鵬・卵焼き」の時代で、

野球に熱中し離せなかったバットをゴルフクラブに持ち替えて、元気いっぱいプレーしました。 

狙い通りに行かないボール、想定外の転がりにほんろうされながらも往年の名選手の風格でした。参

加された皆様、大変お疲れさまでした。 

 次回大会（３・19）が楽しみですね！ 

 

〇上位入賞者の皆さんです。（敬称略） 

【男性の部】      スコア  

優勝 田中 虎男 広 岡  75 

２位 一柳 嘉秀 小川町  78 

３位 籔下 真二 浅 羽  81 

４位 中村 進一 村 松  81 

５位 後藤 達雄 大 田  81 

６位 高塚  保  方 丈  82 

７位 桑原 和彦 浅 羽  82 

                    

【女性の部】      スコア 

優勝  浅羽 好枝  高 尾 72 

２位  村松 せん  愛 野 78 

３位  井口 容子  睦 町 78 

４位  高橋 磯乃  川 井 80 

５位  北出あけみ 小川町 80 

 

 

第４回 歌声喫茶 開催 

１月２９日（月）勤協会館にて、今年初の歌声を２６名

の参加により開催しました。  

テーブルにお菓子、お茶、歌詞カードを用意し、参加者

が揃ったところで、寺井会長の開会挨拶。 次に講師より短

めのお話に続き、最初の曲は、「一月一日」 （いちげつ い

ちじつ）   

♪年の始めのためしとて 終わりなき世のめでたさ

を・・・♪ 

半分経過したところで、一息入れることに、語りの一部

〈健康川柳〉で皆さん大笑いしました。 
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講師 伊藤 修二さん  

高南地区在住 

元英語教師・袋井市文

化交流協会理事 

川柳の一部を紹介します。           

◆近頃の 妻の脅しは「先逝くで」 
  ◆元気かと 度々聞かれ 不安増し 

 

ここから問題です。わかるかな ？ 

 
（１）「綺麗です」 妻 言われてる レン○○○                   
 
（２）外す物 カツラ 補聴器 メガネに □ 
 
（３）だんだんと 母に似てきた △法師 
 
（４）「元気です」 それだけ 書こう年×× 
 

 

「語りと歌声の会」に参加しましょう 

◆会費集金担当者会議  ３月２４日（土）９時３０分～勤協会館会議室  

 

新年度に向けての担当者会議を二部構成で開催します。 

前段は、会員集会として、昨年７月から４回開催している 「歌

声喫茶」講師の伊藤さんによる語りと歌声の会です。 

「日本の常識・外国の常識 」をテーマに外国での体験談を交え

て、肩の凝らない・珍しいお話や愉快なお話が期待されます。 

語りを主体としますが、いつものように懐かしい歌声もお楽しみ

頂きます。 

後半は、平成３０年度会費集金の取組み方法についての打合せを

します。 

参加者の皆様が、必ずやご満足していただけるものと確信しております。お

友達をお誘い合わせの上ご参加下さい。 

（袋井勤協ニュース ＮＯ．４３０より） 

 

◆◇◆ 県勤協連 掲示板 ◆◇◆ 
 

  ◎憲法記念日集会 

   日時 ２０１８年５月３日（木・祝）１３：３０～ 

   場所 シズウェル（静岡県総合社会福祉会館） 

  ◎日本勤労協東海北陸ブロック第１２回総会 

   日時 ２０１８年５月２７日（日）１４：００～  

           ５月２８日（月）１１：３０ 

   場所 東尋坊温泉「三国観光ホテル」   

◎静岡県労福協第５６回定時社員総会     

   日  時 ２０１８年６月５日（火）１３：００～１５：１０ 

   場  所 ク－ポ－ル会館 

◎第３回労働者自主福祉運動協同組合大会 

日  時 ２０１８年６月５日（火）１５：２０～１６：３０ 

   場  所 ク－ポ－ル会館 

◎県勤協連第５６回定期総会 

   日時 ２０１８年６月１６日（土）１０：３０～１２：００（幹事会） 

                   １３：００～１５：００（総会） 

      場所 県勤労者総合会館５Ｆ展示室  

 

 

 

 

  

   

（答え）〇□△×にはいる文字は 

（１） トゲン  （２） 歯 

（３） 影    （４）賀状 
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