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     ２０２２/10/11 第 12号（一社）熊本県労働者福祉協議会 

 

日頃から県労福協の活動にご支援・ご協力いただきありがとうございます。 

 

台風１４号の襲来。今までにない規模の台風との報道がされていましたが、幸い中心が

熊本県上空を通過したせいか、大きな被害はありませんでした。しかし、宮崎では豪雨に

よる大きな被害が発生しています。被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

早いもので、10 月 昼間の暑さは尋常じゃありません。以前は、藤崎宮秋の例大祭を

境に気候の変化を感じとっていましたが。秋の訪れが待たれます。朝と昼間の温度差が大

きい時期、どうか皆さんも健康管理に留意して日々お過ごし下さい。 

   

さて、第 12号のひと言コーナーは、情報労連熊本県協議会 議長 河野議長（県労

福協理事）から多忙な中、寄稿いただきました。情報産業は、目まぐるしい勢いで進歩

しています。そこに働く組合員の方々の日々の研鑽も大変なものだと思います。過日、

携帯電話が通じないという大きな出来事がありました。今、携帯電話のない社会・生活

は考えられない、そのような事業（多岐にわたる事業）を展開されている「情報労連」

について寄稿いただきました。 

   

【１】ひと言コーナー 

情報労連熊本県協議会の河野です。 

私たち情報労連は、情報通信・情報サービス・通信建設・印刷・運輸・製造・建築・ビ  

 ルメンテナンス事業などで働く組合員で構成されています。 

情報労連は雇用や暮らしの先行き不安が高まっている今、安心して働ける職場の創造や

セーフティネットの構築が大切だと考えています。そのため、組合員の利益につながるた

めにどのような活動が必要なのかを常に考えながら行動を展開しており、労働組合として

の「産業政策」の確立と実現、そしてより多くの仲間を結集する「組織拡大」を重視して

います。 

また、雇用や労働条件の方向性を明示して安心感を醸成すること、そしてより多くの仲

間が集まることによってより大きな力を発揮することが労働組合の役割だと考えていま

す。 

活動のいくつかを紹介しますと、2010年 2月より、スケールメリットの発揮ならびに

一体感の醸成を目的に、組織全体で継続できる社会貢献活動として「プルタブ回収運動」

を展開しています。空き缶散乱公害がなくなり、回収したプルタブが一定量蓄積されると

車椅子等を寄贈することができます。プルタブが 800 ㎏を超えると、アルミ製車椅子 1

台が贈呈され、これまで全国で 21台（2022年８月現在）の車椅子が寄贈されています。 

また、環境保護を中心とする社会貢献活動として「全国環境一斉行動」を毎年実施して

おり、熊本では２０２２年５月１４日に市内中心部のゴミ拾いを組合員・家族参加で行な

いました。コロナ禍もあり規模を縮小しての取り組みとなりましたが、環境保護に対する

意識の向上に寄与したものと思っています。 
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 これからも、情報労連熊本県協議会は、安心して暮らせる社会の実現をめざすことを最

重要課題として取り組んでいくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

******************************************************************** 

【２】中央労福協活動コーナー  ≪再度のご案内≫ 

 

生活・就労応援基金（ろうふくエール基金）について改めてお知らせいたします。身近

なところで、コロナ禍で苦しむ方々を支援している団体等に是非ご紹介ください。 
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 基金の目的 

  基金を呼び水として、地方労福協が軸となり労働組合・協同組合・市民団体等とともに、コロナ禍

で苦しむ人たちに対する生活・就労支援活動を地域で促進することを後押しする。この取り組みを通

じ、組合員・市民の共感を広げ、労働者福祉運動の役割発揮につなげる。 

■就労支援、職業訓練、雇用創出、居住支援などの事業への助成 

熊本県労福協が対応できるもの以下の支援 Bです。  

・支援対象Ｂ  

その他、コロナ禍に対する生活や就労の支援を目的として、地方労福協が実施もしくは関与

する事業や活動。  

例えば、各地域で事業団体が行う学生生活支援・フードバンク事業・子ども食堂事業等との

連携、民間団体・ＮＰＯ等が行う困窮家庭等への支援活動との連携など。  

・「関与する」とは、一緒に活動すること、事業・活動に共感し寄付を集めること、事業・活動

を応援、推薦、紹介すること等を含む。  

・コロナ禍対応に特化した事業・活動だけではなく、就労支援、職業訓練、雇用創出、居住支援 

などを行うなかでコロナ禍対応を行っている事業・活動も対象となる。 

・助成額  

１団体の助成上限額 支援対象Ｂ ２０万円  

     

【3】南部労福協活動コーナー 

  ■ 労働者福祉分南部ブロック協議会 研究集会について 

日 時 2022年 10月 13日（木）13時 30分～14日（金）12時 00分 

     場 所 鹿児島サンロイヤルホテル（鹿児島市与次郎 1-8-10）電話 099-25-2020 

   講座内容  

（1）(仮)ハラスメントのない職場作り 正込法律事務所 弁護士・社会保険労務士 正込 健一朗 様 

（２）(仮)ジェンダーの視点で社会を見る 鹿児島大学法文学部 教授 原田いづみ(弁護士) 様 

（３）(仮)労働者協同組合法の施行について 日本労働者協同組合連合会 理事長 古村 伸宏 様 

 ≪特別報告≫ 2022全国福祉強化キャンペーンについて 中央労福協事務局長 南部美智代 様 

・県労福協からの参加（10名） 

県労福協三役、田中菊阿地区労福協事務局長、坂井上益城地区労福協会長、久保田人吉球磨地 

 区労福協事務局長、吉村こくみん共済 coop熊本推進本部事務局長 

 

   ■ 各県労福協事務担当者研修会 

    日 時 2022年 11月 10日（木）13時 30分～ 

    場 所 九州労金鹿児島県本部 

    参加要請 各県労福協職員 

    目 的 各県労福協事務局間の円滑な連絡・調整を図る  

        協同事業・取り組み課題等の共有化を図る 

    研 修 ・ワーカーズコープセンター事業団九州事業本部 

         本部長 竹森 鉄氏 「必要から始める仕事おこし「協同労働」の可能性」  

        ・DVD視聴「医師中村哲の仕事・働くということ」 

        ・意見交換（担当業務についての情報交換） 

 

【4】県労福協活動コーナー 

■ 連合熊本・県労福協合同研究集会 

    日 時 2022年 12月７日（水）13時 30分～ 



4 

 

    場 所 ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞホテル熊本ニュースカイ 

参加要請数 130名 

連合熊本構成員 ８０名 

各地区労福協 20名（熊本地区労福協６名、その他の地区労福協は各２名） 

事業体３０名（労金２０名・全労済４名・ユニオントラベル４名・秋津レークタ 

ウンクリニック１名・熊本県労働会館１名） 

    テーマ 持続可能な社会の実現をめざして 

    講 師 公益財団法人阿蘇グリーンストック 増井太樹 氏 

    演 題  

    ※なお、新型コロナウイルス感染の状況により、開催方式・内容の変更等もあります 

  ので、あしからずご了承下さい。その際は改めて連絡致します。 

 

   ******************************************************************** 

 

【５】雑学（トリビア）コーナー 

 ■野球の始球式で空振りする理由 

野球において試合の開始前には「始球式（しきゅうしき）」と呼ばれる来賓が投手役として投球を  

行うセレモニーが実施される。 

その始球式では打者はどんなボール球や絶好球が来ても空振りをするのが慣例となっている。こ

れは日本で最初に始球式を実施した際に、投球を行った政治家・教育者の大隈重信（おおくま しげ

のぶ 1838～1922年）が偉すぎて、打者が空振りをするしかなかったという逸話に由来する説

がある。 

記録に残っている最古の始球式は、1892年（明治 25年）にアメリカで実施されたウェスタン

リーグの開幕試合だったとされる。この時、当時のオハイオ州知事で後の第 25 代アメリカ大統領

のウィリアム・マッキンリー（William McKinley、1843～1901年）は客席からグラウンドにボ

ールを投げ入れた。当時のアメリカでの始球式は現在の日本での始球式とはスタイルが異なり、客

席からグラウンドに向かってボールを投げ入れるかたちで、打者もいなかった。始球式での空振り

は日本で生まれたとされ、それが早稲田大学の創設者でもある大隈重信が行った始球式である。 

  1901年（明治 34年）に創部された早稲田大学野球部はアメリカ遠征の中で「始球式」という   

ものを知り、日本でも行われた 1908年（明治 41年）11 月 22日、来日したアメリカの大リー

グ選抜チームと早稲田大学野球部が対戦する際に、記念として日本初の始球式を実施することにな

った。その始球式でマウンドから投球を行った大隈重信の球はストライクゾーンを大きく外れてし

まった。その際、早稲田大学の 1 番打者・山脇正治（やまわき まさはる、1885～1959 年）が

大隈大先生の球をボールにしてはいけないと考え、わざと空振りをしてストライクにした。これ以

降、始球式において打者は投手役に敬意を表すために、どんな球でも空振りをするようになったと

言われている。 

 

出典：雑学ネタ帳 

******************************************************************** 

【６】福祉事業団体の活動 

   以下の URLからご覧ください。 

  （１）九州労働金庫熊本県本部 

    https://kyusyu-rokin.com 

（２）こくみん共済 coop熊本推進本部 

    https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/kumamoto.html 

https://kyusyu-rokin.com/
https://www.zenrosai.coop/contact/zenkoku/kumamoto.html
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   （３）ユニオントラベル熊本 

    http://unitora.com/ 

     （４）秋津レークタウンクリニック 

    https://akitsu-laketown.jimdofree.com/ 

  （５）ライフサポートセンターくまもと 

    http://blog.rofuku.net/kumamoto-lsc/ 

福祉のことなら何でもご相談ください。 あなたの悩みに応えます。 事業団体・産別の 

    専門家が、労働問題他、福祉全般に亘って相談に応じます。 

（６）熊本県労働者福祉会館  

http://www.roukan.org/ 

いつでも、だれでも利用できる会議室があります。会議、研修、講習会などでのご利用

お待ちしております。 

 

************************************************************************** 

【７】事務局からひと言 

■ふれあい通信 10 号でも「日米プロ野球界が面白い」と書きましたが、村上選手がとうと

う最終戦最終打席で、世界の王さんの 55号を超えるとともに、史上最年少での三冠王も獲得し

ました。あの落合選手の三冠王が 28歳のときですから、すげーえの一言につきます。55号か

ら 14試合ぶりの 56号。それは、劇的で神がかり的なものと言えます。相当なプレッシャーを

感じながらの日々だったと思いますが、やはり女神が微笑んでくれたということ。凄いことです。

まだまだあどけなさが残る熊本の 22歳の美少年です。これからも、奢ることなく、謙虚に大き

く世界の舞台に飛躍してほしいものです。 

 また、海の向こうでは、大谷選手がやってくれています。史上初の規程投球回数、規程打席

数をクリアしました。そして、早々にエンゼルスと来季 1 年の契約を締結しました。年俸 43 億

6,000 万円とか。ヤクルト選手全員の年俸に相当する額らしいです。びっくりするばかりです。

来季までは、大谷選手のリアル二刀流をみることができるようです。 

 二人とも、オフにしっかりケアして、また来季も活躍するための体づくりに励んでください。 

  

■第 210回臨時国会が召集されました。旧統一教会問題・国葬について・経済対策・新 

型コロナウイルス対策等、与野党論争の課題が山積しています。旧統一教会問題では、●際大 

臣の往生際の悪さが目に余ります。更迭はないと言ってますし、平気で嘘が言える人、嘘が 

まかり通る国会になってしまったことに憤りを覚えます。以前であれば、潔く辞任する武骨の 

ある与党議員もいたように思いますが。あ!!あのパパ活議員はどうしているのでしょうか。 

このような状況にしたのは、私たち国民です。 

あらゆる場面で 8年間も国のトップに君臨し、国葬義の栄を受けた亡●●元首相の影響は 

後々まで負のレガシィとして引き継がれていくのでしょうか。旧統一教会に対する亡元首相関 

与も解明すべきと言われていますが、どうなるのでしょうか。 

また、野党の党首が三権の長に質問をするという異例の幕開けとなりました。●●議長も派

閥の長を務められ、ハラスメント疑惑がありながらも自ら発言されることはありませんでした。

国力も低下し、国民を代表するする方々の資質も低下し、これからこの国はどうなっていくの 

でしょうか。もっと若い世代に夢と希望を与えられるような国をめざして国政に取り組んでい 

ただきたいものです。 

 

国葬儀もやはり、国会の場でしっかり議論すべきことであって、何故強硬に取り進められた 

http://unitora.com/
https://akitsu-laketown.jimdofree.com/
http://blog.rofuku.net/kumamoto-lsc/
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  のか。また、国民の半数以上が反対しているにも関わらず実施されたということは・・・聞く耳

持っているのであれば、のらりくらりではなく、しっかりした答弁ができるのではないでしょ

うか。違憲との声も上がってきていますし、しばらくは国会の場で議論は続くものと思われま

す。 

しかしながら、今回の旧統一教会問題、国葬義問題も森友、加計、桜と同様にうやむやの内に 

幕が閉じるのでしょうか。私たちは、「時がたてば忘れ去る」そのような国民と思われている 

ようですが、権力者の皆さん そんな風に思わないで下さい。必ずしっぺ返しが来ます。 

チコちゃんに、私たちは「ポーっと生きてんじゃねーよ!」と言われそうですが、大きな声で 

「ボーっと生きてるわけじゃねーよ」と言わなきゃと思います。 

 

     また、物価の上昇がとどまりません。どのような経済対策が講じられるのでしょうか。急激

な円安に日銀が介入したにも関わらす、また 145円の大台です。この状況を招いたのは、ア

ベノミクスと言われています。失った時間を返してほしいものです。格差の拡大は広がるばか

りです。 

     このような状況から、首相は構造的な賃上げを図るとのこと。どのような手腕をみせていた

だけるのでしょうか。「信頼と共感」を得るために、「正道を一歩一歩 この国の未来のために

全身全霊で取り組む・・・」 そして、まずその一歩が「息子を首相秘書官に」なんですか? ! 

     実り秋 国民にとってまさに実りのある国会での議論となることを願います。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

≪県労福協からのお知らせ≫ 

    

 ■ 「借りてる方も これからかりる方も もう悩まないで奨学金返済 Q＆A」

中央労福協が発行しました。返済に困っているあなたへ法律のプロがよりそって解説します。 

是非読んでみたいという方は、県労福協にご連絡ください。 

 

 

 

 

「持続可能な社会をめざして」「誰ひとり取り残さない社会をめざして」そのような

思いでふれあい通信を継続していくことができれば・・・ 

 

    ご意見、ご要望をお聞かせください。 

一般社団法人 熊本県労働者福祉協議会 

     〒862-0976 

      熊本県熊本市中央区九品寺 1丁目 17-9 

     TEL 096-375-6029 FAX 096-375-6030  

E-mail  rofuku@lime.ocn.ne.jp 

mailto:rofuku@lime.ocn.ne.jp

