県労福協は、新潟労金設立 周年を記念
して、本年６月 日に開催予定の総会にお
いて、特別利用配当を計画していると内々
に聞きました。その後、県労福協の役員で
協議を行い、可能であれば、特別利用配当
金をろうきん福祉財団の奨学金事業（高校
生月１万円給付）に寄付を頂き、その財源
を活用して、毎年 名枠で実施している給
付制度の募集人員の拡充につなげることは
できないかと論議を重ねてきました。
県労福協は、この間中央労福協と連携し、
奨学金問題に取り組んできました。
その取り組みは、この国の教育行政の変
革を伴うものであります。この間の運動の
結果として、２０１７年度から初めて大学
生向けに返済不要の給付型奨学金が導入さ
れましたが、予算規模や対象者の条件など
まだまだ満足できる制度に至っていません。
現在の教育費高騰・奨学金問題が続けば、
若者は将来の生活設計の見通しが立てられ
ず、結婚や出産をためらうこととなり、少
子化・人口減少につながりかねません。
特に、次世代の労働力を失うことは、労
働問題のみならず社会問題に発展する重大
な課題であると捉えてます。
県労福協は、本年４月 日、関係団体に
呼びかけ「新潟県奨学金ネットワーク」を
設立し、奨学金問題の改善に向けた運動を
更に進めることとしています。
今回の取り組みは、高校進学がほぼ義務
教育化している（中学卒業生数約１．８万
人、進学率： ．６％、毎年の退学者数
約：７００名）なか、大学入学以前にも厳
しい実態が県内にも存在しているという現
実を踏まえ、生活に困窮している家庭への
支援策の一環として月１万円ですが、教材

※詳細は「新潟ろうきん福祉財団」ホームページにてご確認ください。
URL https://www.zaidan-hukushi.or.jp
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【連合新潟執行委員会での要請（１月26日）
】

〒950-0965 新潟市中央区新光町６番地２ 勤労福祉会館４階
TEL/025-288-5273
FAX/025-288-5274

（公財）新潟ろうきん福祉財団

費等の補助として活用いただくことを最大
の目的としています。
現在、ろうきん福祉財団の奨学金は毎年
名に限定していることから、世帯収入１
５０万円程度が採否のボーダーラインと
なっているそうです。皆様からの寄付によ
りボーダーラインを引き上げることが可能
になり、より多くの困窮家庭を支援するこ
とが可能となります。
今回の取り組み（想定：寄付総額３．６
億円として、年間１００名・月１万円・
年間）によって、各団体の貴重な財産が高
校で学びたい学生支援として届くことを願
い要請するものであります。
キャッチフレーズは、「現代版、県労福
協による高校生支援、米百俵運動」です。
幕末の、長岡藩「米百俵の精神」を見習っ
てのフレーズです。
最後に、各団体・会員の皆様の助け合い
の思いをぜひ、「高校奨学金事業拡充に係
る寄付」に込めていただけることを願って
います。どうぞよろしくお願い致します。

・新潟県民の子どもにして、新潟県内の高等学校に「2022年度」進学された方。
※ 中等教育学校後期課程進学者（新４年生） ※ 特別支援学校高等部進学者（新１年生）
・経済的な事情で就学困難な方

応募資格

2022年４月11日（月）～2022年５月11日（水）

応募期間

県労福協による高校生支援、米百俵運動」
への協力要請
「現代版

〒 950-0965 新潟市中央区新光町 6 番地 2
Tel 025-281-0890 Fax 025-281-0891
E-mail ni-rfk@bz04.plala.or.jp
URL http://www.niigataken-rofukukyo.com/
発行責任者 間 英輔

ライフサポートセンター
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No.49

2022年４月15日発行
一般社団法人 新潟県労働者福祉協議会

30

！

完全給付型

2022年度高校新１年生（中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部進学者含む）に対し
返還義務のない奨学金を給付（月額１万円、３年間計36万円）します。

高校奨学金給付事業

27

99

12

70

30

日本難病・疾病団体協議会（ＪＰＡ）
国会請願署名活動報告【８，８６５筆集約】

理由により判断したものです。
今後は、未来塾運営委員会の皆さ
んが、この間の活動について総括を
行い、次代に繋げるための報告を頂

演会において「労働者福祉と患者団体
ととし、短期間の取り組みでしたが、

２０２２年度の署名活動に協力するこ

け、患者とその家族への支援として、

何よりも大切にされる社会の実現に向

り充実したものとして取り組むこと

がた福祉リーダー塾の開催内容をよ

予定（７月１～２日）の第９回にい

未来塾の解散を踏まえ、今年度開催

また、県労福協としては、今回の

くこととしました。

との関わり」と題し、全国膠原病友の
８，８６５筆を集約して、４月１日に

とします。

月１日に開催さ

会栃木県支部・支部長の玉木朝子氏か

ＪＰＡに郵送しました。なお、カンパ

県労福協は、昨年

ら膠原病の現状と国会請願に関わる取

金も４，９３２円集約し送金しました。

回総会後の講

り組みを伺いました。東部ブロック岡

改めて、各会員団体の皆さんに感謝

れた、東部ブロック第

田会長からは、「是非とも各地方連合

申し上げ、要請事項が早期に解決でき

未来塾は、にいがた福祉リーダー塾

もって解散することとしました。

運営委員会組織は、本年３月

日を

るよう、今後もＪＰＡと連携して活動

会等と連携し国会請願の取り組みを行
いたい」との話がありました。

を展開することとします。

回未来塾運営委員会

県労福協は、すべての人間の尊厳が

第

名）が出席

回未来塾運営委員会」を

日（月）新潟東映ホテルにお

未来塾運営委員会の解散
２月
いて、「第
開催し、運営委員全員（

総括、２０２２年度未来塾の開催方法

会議では、２０２１年度の未来塾の

れば、運営委員会が主体的に担うべき

判断に至った経過として、「本来であ

動を展開してきましたが、開催中止の

の実践活動として位置づけ、この間活

について協議を行い、結論として、

取り組みが現状では困難である」との

しました。

２０２２年度の未来塾は開催しない、

新潟県労働金庫

12
56
12

31

16

16

14
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の役員の

した。

名が参加しました。

り起しに向けた取り組みの意思統一を

事業については、全県的に相談者の掘

した。

ることを、会議参加者全員で確認しま

行いました。また、４月１日から新た

に、県労福協職員（県ライフサポート

センター主任）として、金内孝永氏を

１年間採用し、活動の強化をはかるこ
とを全体で確認しました。

今後は、県労福協が取り組む各種活

動を地区労福協においてアレンジして、

地区労福協の活動の活性化に繋げるこ

区労福協活動の重要性の説明がありま

開会にあたり、牧野理事長から地

17

２０２１年度第２回地区労福協

日（水）地区労福協事務局長

事務局長会議
３月

会議には９地区の事務局長、県労福

会議を開催しました。

30

協、連合新潟、新潟ろうきん福祉財団
会議の主要議題

とが、県労福協の取り組みの強化にな

地区労福協の実態

の地方労福協の役員が参加し、新

議が、オンライン形式で開催され、全

３月７日（月）第１回地方労福協会

ク」の作成（素案）、④ろうふくエー

称）わかりやすい奨学金ガイドブッ

に関する全国一斉相談総括、③「（仮

第１回地方労福協会議

中央労福協

は、今後の地区労
福協活動の充実強
化に向け、より具
体的な活動を進め
ることを目的とし
て、どのようなス

を踏まえつつも、

国

タンスで臨むのか、

今までより一歩前

で論議し進めてい

地区労福協の会議

け、安心して働き暮らせる社会をめざ

計画、②年間スケジュールの説明を受

報告事項では、①２０２２年度活動

だ全国一斉の相談取り組みは本年度は

については、２０１８年から取り組ん

特に、奨学金に関する全国一斉相談

ル基金の今後のあり方について、提案

ただくこととして、

して各種取り組みを進めることを、全

休止して、新たな手法として、奨学金

潟県からは間専務が参加しました。

個別事業を例示し

国の労福協で意思統一しました。

ポートセンターの

特に県ライフサ

強化キャンペーン活動総括、②奨学金

意見交換では、①２０２１全国福祉

題点などをガイドブックを作成し、有

の利用や返済の際の留意点や制度の問

を受けました。

意見交換しました。

に進む活動を、各

47
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者福祉協議会への期待」と題して、中
とりわけ④について労福協の取り組み

社会連帯を可能とする社会の構築に、

る）この４つの「助」を組み合わせて、

②公助、③共助、④他助（他人が助け

合研修開催に難色が示されていること

は望ましくないこと、④会場からも集

は参加は難しいこと、③リモート開催

こと、②加盟団体から現下の状況下で

が高止まりとなり、集合形式が難しい

（2022年1月31日現在）

9,047件 102,525,294,095円

40,743件 145,789,830,820円

効活用をはかることとしました。

村圭介氏（法政大学大学院連帯社会イ
が重要であるとの分析が報告されまし

から、２０２２年度の開催は中止する

31,696件 43,264,536,725円

また、会議後の学習会では、「労働

ンスティテュート教授）から、連帯社
た。

して労福協活動の推進に向け活動が行

感染症の状況下であっても、創意工夫

各県報告においては、新型ウイルス

ことを幹事会で確認しました。

会の構想をイメージしたとき、①自助、

東部ブロック

第２３４回幹事会報告

月１日以降

われている実践報告がありました。
新潟県労福協からは、

の、ライフサポート事業の変更や地区

日（木）、東部ブ

ロック労福協第２３４回幹事

労福協体制の強化、奨学金ネットワー

３月

会が神奈川県「ワークピア横
浜」において、

岡田東部ブロック会長、神
奈川県労福協吉坂会長の挨拶
の後、中央労福協・南部事務
局長から当面の取り組みにつ
いて（奨学金・エール基金
等）概略説明がありました。
協議事項では、①２０２２
年度の日程、②福祉リーダー
塾について、③諸会議の内容
について、協議しました。な
お、福祉リーダー塾について
は、①新型感染症の感染状況

た取り組みについて説明しました。

ク設立、高校生奨学金事業拡充に向け

10
名の参加で

24

開催されました。

21
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国 際 交 流

２０２２年在日本大韓民国民団

団新潟県地方本部主催の新年の集いが
おける国民の融和を求める思い、故西

の大統領選挙の結果を受け、韓国内に

開会あいさつで鄭和仁団長が、過日

 新潟県地方本部「新年の集い」
日（日）、在日本大韓民国民

新潟東映ホテルにおいて、国会議員、
村京太郎氏の生前の言葉「正しくても

３月

各級議員をはじめ多くの来賓などを迎
間違っていても、戦争はダメ」を引用

した。

義な新年会となりました。

ル単位での交流を行い有意

が、参加者全員が、テーブ

講じての開催となりました

新型ウイルス感染対策を

の訴えがありました。

ことが基本、戦争は反対」

「隣の国とは、仲良くする

韓親善協会片桐会長から

来賓挨拶では、新潟県日

との挨拶がありました。

両国関係の改善に繋がる」

未来に向かっていくことが、

るが、お互い対話を通じて

意見があることは事実であ

事から「歴史認識で多様な

続いて、権相熙韓国総領

しての意味深い挨拶がありました。

え、 名が参加され盛大に開催されま

13

94

2022年4月15日

に い が た 労 福 協（ライフサポートセンター）
（5）第49号

２年ぶりの開催となった今回は、

ました。

２０５名の

感染防止対策の徹底に努め、広い会

催して延べ
方が参加し、

議室を有効に活用し、参加者を

名

多くの感動
明日からの

険労務士をされている丸矢和昭氏か

講師には、上越市内で特定社会保

に絞った少人数開催としました。

生活の糧を

医療・介護保険及び雇用保険や公

ら「社会保険と公的年金」について
各セミナ

的制度などわかりやすく丁寧に解説

得ることが

ーは、長岡

していただきました。また、講演終

講演をしていただきました。

地区労福協

了後には、丸矢氏から参加者の個別

面談に応じていただきました。

歳代が中心

で起きてい

めての分野となる地域活性化を目指

ミナーを開催しました。今回は、初

防止対策をはかり、小規模単位のセ

ました。

報を聞き入り、有意義なものとなり

後のライフプランの設計に役立つ情

であり、定年退職時の手続きや退職

N

谷口さんからは「地球を守ろう」
る「気候危

す取り組みの紹介、多様な貧困解消

糸魚川地区労福協は、地域勤労者

Lette
r

「みんなが知れば必ず変わる」を

機」の現実

から発生した子ども食堂の現状、世

参加者は定年が近い

モットーに様々な視点の話があり、

を知り、人に伝え、自分にできるこ

るために、引き続き暮らしや生活に

「プラスチックごみは巡り巡って私

渡辺先生の講演会を行いました。
受付や会場準備に協力いただいた

行ってい

役立つ情報提供や各種支援活動を
こども達のため、未来の地球のた

中越連合の女性・青年の皆様に感謝

ます。

考えてい

めに今を知りあなたも行動しましょ

「誰かがやってくれる」に根拠なん

う。

糸魚川地区

きたいと

かない。「無関心なあなたも、もう
無関係ではいられない時。まずどん

長岡地区

（水）「２０２２ライフプランセミ

な些細なことでもいいから行動しよ

わくわくする感動を
もらいました！

ナー」をヒスイ王国館にて開催しま

糸魚川地区労福協は、２月
３月３日（木）、５日（土）長岡

した。昨年は新型ウイルス感染拡大

う」など考えさせられることばかり
私たちの住む佐渡は、周囲を海に

市中央図書館講堂で三分科会「なが

防止により開催日直前に中止となり

でした。
囲まれているがゆえに、プラスチッ

おかワーク＆ライフセミナー」を開

日

いたします。

認識しました。

が生涯にわたって充実した生活を送

℃、北極は

℃の異常記録をしたこと」等、

「南極では、初めて

界乳幼児精神保健学会日本支部会長

ず、昨年と同じく新型ウイルス感染

コロナ禍、大きな集会形式ができ

三役の開会あいさつ後実施しました。

できました。

をもらい、

12

N
a ta

な問題を聞

2021

iig

佐渡はまなすホールにてライフプラ
き、これか

昇と、身近

て海水面上

影響、そし

生態系への

地区労福協からの
たより
佐渡地区
「谷口たかひささんお話し会」
日（月）アミューズメント

ンセミナー「谷口たかひささんお話
らもこの地

月

し会」を環境活動家の谷口さんをお
に住み続け

労福協
新潟県

とを考え行動しなければならないと

いただきました。

Lette
r
a ta

iig

クごみの汚染や海水温の上昇による

16

20

るには地球

招きし、 名の皆さんから参加して

27
76

たちの健康に影響を及ぼしている」

50
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＼⾃然災害から／

住まいを

守る保障

※2020年度「住まいに関する共済⾦」
原因別⽀払件数

ご存じですか？
意外と多い︕
⽀払い件数の半数以上が

台⾵・降雪・地震などの
⾃然災害による被害︕

こくみん共済 coop
公式キャラクター ピットくん

台⾵・降雪

地震

などのとき

共済期間中に暴⾵⾬、突⾵、⾼波などにより損害が⽣じたとき。

最⾼保障額

3,100 万円
全国労働者共済⽣活協同組合連合会

⽕災

などのとき

共済期間中に地震、噴⽕、津波などにより損害が⽣じたとき。

最⾼保障額

1,200 万円

新潟推進本部

（新潟県総合⽣活協同組合）

などのとき

共済期間中に⽕災、落雷、他⼈の住居からの⽔ぬれなどに
より損害が⽣じたとき。

最⾼保障額

4,000 万円
※⽕災共済＋⾃然災害共済（⼤型タイプ）に200⼝加⼊の場合

「こくみん共済 coop」は営利を⽬的としない保障の⽣協として共済事業を営み、相互扶助の精
神にもとづき、組合員の皆さまの安⼼とゆとりある暮らしに貢献することを⽬的としています。この
趣旨に賛同いただき、出資⾦を払い込んで居住地または勤務地の共済⽣協の組合員となるこ
とで各種共済制度をご利⽤いただけます。

新潟ろうきん夢咲Club
は
新潟ろうきん夢咲Clubは

〈ろうきん〉
に加入していない事業所にお勤めの方が
〈ろうきん〉
に加入していない事業所にお勤めの方が
〈ろうきん〉
を利用する際にご加入いただくメンバーズクラブです
！
〈ろうきん〉
を利用する際にご加入いただくメンバーズクラブです
！
ご入会

新潟ろうきんの県内26店舗で入会手続きができます。
加入申込書は新潟ろうきんの全店舗に備え付けてあります。※入会金や会費は必要ありません

ご加入
いただける方

新潟ろうきんとお取引がある、あるいはお取引を予定されている方で、
以下のいずれかの加入条件を満たす15歳以上の方となります。
1 新潟県内に居住または勤務する勤労者の方など
2 将来、
新潟県内に居住または勤務する予定のある方

おもな活動と
会員サービス

● 会報誌
「夢咲Club通信」
の発行
● 暮らしに役立つイベントなどの開催
● 安心の無料相談ネットワーク
（弁護士無料法律相談、健康ダイヤルなど）

ご加入は最寄りのろうきん本支店窓口へ。お問い合わせは新潟ろうきん夢咲Clubまで。

新 潟ろうきん夢 咲 Club

〒951-8113 新潟市中央区寄居町332番地38 新潟県労働金庫本店５階
TEL 025-201- 8765 FAX 025-201-8755
https://www.n-yume.jp 新潟ろうきん夢咲Club

２０２１年度調査・研究事業報告
１

「ウイルス禍での労働」から何を活かすか
感染拡大の経過と対応を
―
振り返る

【激動の２年を振り返る】

新型コロナウイルスは、中国で最初

の感染者が報告されたのが２０１９年

の２０２２年３月の状況はどうだろう

日。

か。延長を繰り返したまん延防止等重

点措置がすべて終了したのが３月

にそこから２年以上が経過し、計６度

したのは２０２０年１月である。すで

ないまま、春を迎えることになったの

そして、やはり今回もまた下げ止まら

重症者数も１０００～１４００人台。

３月中の新規感染者は６万～４万人台、

の感染の波が襲ってきており、まだそ

である。

月、日本国内で最初の感染者が判明

の「出口」は不透明なままである。感

当初、今次研究調査の企画段階

に心から感謝申し上げたい。

年度も概要紹介の機会を頂戴したこと

（２０２２年３月発刊）について、今

年度の受託研究としてまとめた報告書

新潟県自治研究センターが２０２１

らわれた新型ウイルス禍により、生活

が進められてきたその途上で、突然あ

さかんに言われてきた「働き方改革」

となっている。いずれにしても、近年

面的に捉える８本の論文を掲載する形

という形式ではなく、今次テーマを多

てきた、「総括論文とテーマ別論文」

書全体の構成についても、例年採られ

応の経過―感染拡大の経緯と、国及び

所収の「新型コロナウイルス感染と対

についてまとめたものが、報告書冒頭

特徴と、それに対する政府の対応など

の前提として、この２年間の感染禍の

い。そこで、本報告書のすべての論考

合わせてまとめたものはあまり多くな

間の動向を、時系列的に、政府対応と

多くの注目を集めているが、この２年

や感染状況がニュースの中心となり、

莫大な国費を投じた「ＧｏＴｏキャン

とはいえないことがわかるのである。

やはり「次への備え」に注力していた

際も、第２、３波が下火になった時も、

返ってみれば、第１波の波が収束した

摘もある。しかし、同論文を少し振り

を上回る感染拡大につながったとの指

が十分でなかったことが、現在の予想

告がありながら、政府や自治体の備え

門家から「第６波は必ず来る」との警

１００人を下回る状況が訪れた際、専

―

月頃に新規感染者が

（２０２１年春）では、新型ウイルス

様式と働き方は大きな変化を迫られた

新潟県内の自治体の対応」である。

また、昨年

感染症の抑制時期にあったことから、

ことから、今次テーマが今後も引き続

染の高まりのたびに、ウイルスの特徴

感染終息への期待も含め、いわゆる

ペーン」などは、第２波の感染が続く

本県の対応はどうだろうか。国に先

同論文を読むと、第６波の現段階と

き重要なテーマであることは間違いな
執筆者は新潟県自治研究センター研

たとえば、昨年２０２１年３月～４

んじた、また他自治体と異なる独自の

なかで実施されたことにも、あらため

しかし、報告書作成の終盤に入ろう

究メンバーと元内閣官房専門調査員の

月をみながら２０２２年の３月の状況

取り組みはなされたであろうか。「ア

各感染段階とを比較しながら理解する

とした段階で、オミクロン株による感

横田昌三氏の６人である（執筆者一覧

を考えてみたい。昨年３月の段階では、

て驚かされる。

染急拡大という事態を受け、「アフ

は報告書に掲載）。

フターコロナ」を視野に入れて、命と
したのが３月

るのか、感染禍の２年をもう一度振り

緊急事態宣言の再々延長がすべて終了
の論文を紹介することはできないが、

当時の新規感染者は全国で１０００人

返ってみる意味は大きい。

紙幅の関係で、４回の連載ですべて
すでにホームページにおいて、報告書

～２０００人台であり、これが下げ止

性は若干の変更を余儀なくされること
そこで、今次報告書では、「アフ

は全文掲載いただいている。それぞれ

まらないまま、人の移動が活発となる

暮しをまもる立場からなにが求められ

ターコロナ」の労働環境改善を見据え

独立した論稿でもあり、学習や議論の

春を迎え、第４波、第５波へと拡大し

となってしまった。

ながらも、「ウイズコロナ」の働き方

一助としてご活用いただければ幸甚で

ていったのである。それでは、１年後



齋藤

喜和）

（文責・新潟県自治研究センター

や感染禍の諸課題に重点を置いた論考

ある。

日であった。しかし、

ターコロナ」を主眼とした研究の方向

ことも可能となる。

「アフターコロナ」の働き方を考察す

発刊】

21

い。

11

ることとしていた。
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12

が中心となっている。そのため、報告
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に い が た 労 福 協（ライフサポートセンター）
（8）第49号

（9）第49号

に い が た 労 福 協（ライフサポートセンター）

2022年4月15日

に い が た 労 福 協（ライフサポートセンター）

（10）第49号

の記憶が薄れることへの危機感を述べ

を経験した人間としての責任と、戦争

も間違っていても、戦争はダメ」戦争

❖故西村京太郎氏の言葉、「正しくて

会の事務局を担っている❖中国との領

潟県日ロ親善協会、新潟県日韓親善協

長年精力的に展開してきた。また、新

バロフスク地方労働組合団体連合）を

盟ソウル特別市地域本部、ロシア・ハ

江省総工会、韓国・韓国労働組合総連

❖県労福協は、国際交流（中国・黒龍

の関係では、様々な緊張関係が今も存

交流の基本的なスタンスは「国と国と

が見通せず中止の決定を行った❖国際

る。２０２２年度も新型感染症の終息

年度から三か国との交流は中止してい

きたが、新型感染症の影響で２０２０

での代表団の派遣や受け入れを行って

和に貢献することを信じて、隔年単位

戦争は悪である。

和な日常が訪れることを念じている❖

により難民が救済され、一日も早い平

をこれ以上発生させず、速やかな停戦

の子どもを含め、多くの民間人の犠牲

（coop会館）

にいがた協同ネット運営委員会（Web）
29日（金）第93回新潟県中央メーデー
11日（水）県労福協期末監査

（新潟市）

（労福協会館）

16日（月）第35回県労福協チャリティーゴルフ大会


（新発田市）

19日（木）労信協理事会

（勤労福祉会館）

26日（木）新 潟市パーソナル・サポート・センター
支援調整会議

（勤労福祉会館）

24

編集後記

日、ロシア（プーチン

土問題、韓国との慰安婦、徴用工、領

代表委員会

ていた❖２月

大統領）がウクライナに侵攻した、し

在している。しかし、人と人との交流

（勤労福祉会館）

新潟総合生協理事会・こくみん共済coop

５月

土、教科書問題、ロシアとの北方領土

支援調整会議

かし、プーチン大統領は、戦争ではな

28日（木）新 潟市パーソナル・サポート・センター

が国や地域の境界を越えて、お互いが

（Web）

問題など、国レベルでの合意がなされ

消費生活ネット理事会

い、「特別軍事作戦」であると発言し

（労福協会館）

認め合う、平和な世界の構築に繋がる



ていない多くの国家間の紛争の火種が

21日（木）県労福協会館長期修繕検証委員会

て、ロシア国内で言論統制を強化した。

（勤労福祉会館）

び記念講演会

と確信している」私たちの思いは、こ

12日（火）新 潟県奨学金ネットワーク設立総会およ

この間も存在し、現在も存在している

（勤労福祉会館）

「戦争」「侵攻」の表現はタブーであ



れ以上もこれ以下もない❖ウクライナ

９日（土）2022にいがた協同集会

❖しかし、民間の交流が東アジアの平

４月

り、違反者には厳罰が用意されている

今 後 の 日 程

2022年4月15日

27日（金）労福協第138回理事会 （勤労福祉会館）
６月

２日（木）中央労福協全国研究集会（静岡県静岡市）
11日（土）消費生活ネット総会

（勤労福祉会館）

20日（月）新潟労信協定時評議委員会


（勤労福祉会館）

21日（火）県労福協第43回定時総会


（新潟東映ホテル）

23日（木）新潟ろうきん福祉財団定時評議委員会


（勤労福祉会館）
新潟市パーソナル・サポート・センター
支援調整会議

（勤労福祉会館）

27日（月）新潟県労働金庫第70回通常総会


（ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟）
代表委員会

（coop会館）

１日（金）～２日（土）
第９期にいがた福祉リーダー塾


（万代シルバーホテル）

７日（木）中央労福協：2022年度事業団体・地方労
福協合同会議

（東京都）

８日（金）第 32回新潟県協同組合提携協議会研究集
会

（新潟市）

（新光町のカンペイ）

７月



28日（火）新潟総合生協理事会・こくみん共済coop

