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こんなに深刻！

日本の食品廃棄量は年間約1,800万トン。
そのうち売れ残りや食べ残しなど、まだ食
べられる状態なのに廃棄される「食品ロス」
は632万トンにもなります。今年5月には
『食品ロス削減推進法』が成立しました。
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632 万トンは

まだ食べられる！
！

私たち、
働く人の味方です！「働くこと」で困っていませんか？

フリーダイヤル

お申込みは、各会場の申込み先へ
お電話ください！

浜松 各回140名

講師：千田 恵子（エンドオブライフ・ケア協会業務執行理事）
沼津10/23(水)

会場：浜松市
地域情報センター
時間：13：30～15：20
申込：ライフサポートセンター
西部 ☎053-466-6307

優しさをこめて手をつなごう
講師：東海林 良昌（世界仏教徒連盟副事務総長）
沼津9/24(火)

検索

叱らなくても
子どもは伸びる

自分の人生の
しまい方

静岡10/3(木)

静岡 各回200名

終活から考えるいのちと社会

会場：静岡労政会館
時間：13：30～15：20
申込：ライフサポートセンター
中部 ☎054-270-3963

～あなたは誰に送ってもらえますか～

講師：星野 哲（立教大学社会デザイン研究所研究員）
浜松10/9(水)

『い（生・逝）きかた』は自分で決める
講師：金子 稚子（終活ジャーナリスト）
静岡11/7(木)

加入できる方

（公財）静岡県労働者福祉基金協会 ライフサポートセンターしずおか
静岡市葵区黒金町5-1 静岡県勤労者総合会館3階

が新しくなりました！

ポイント

1,200 円
0

17

歳～満

❶ お子さまの総合保障。

入院時諸費用サポート共済金と合わせて入院保障は日額1万円。

❷ ご加入者さまが利用いただける
相談サービスをご用意。

多くのパパやママ
声を聞いてできた の
保障です

子育ての悩みから学習の相談まで幅広くサポートする
「こども相談室」を無料で提供。

❸ 新規加入年齢は0歳から満17歳 まで。

月々の掛金

9/28（土）13：30～15：30

11/30（土）10：00～12：00

会場：プラザおおるり
（島田市）
募集80名
講師：小谷みどりさん
シニア生活文化研究所 所長
申込：ライフサポートセンター
しだはいばら
☎ 054-646-6055

会場：湖西健康福祉センター
（おぼと）
募集80名
講師：（株）タニタヘルスリンク
管理栄養士
申込：ライフサポートセンター
西部
☎ 053-466-6307

※写真はイメージです。
食事の提供はございません。

スマホとの上手な付き合い方

妙慶さんのちょっといい話

11/30（土）10：00～12：00

11/30（土）13：00～14：45

会場：三島市民生涯
学習センター
募集：80名
講師：松田直子さん
NPO法人e-Lunch
理事長
申込：ライフサポートセンター
東部
☎ 055-929-9820

会場：富士宮市保健センター
募集：80名
講師：川村妙慶さん
僧侶、
フリーアナウンサー
申込：ライフサポートセンター
岳南
☎ 0545-57-6029

ライフサポートセンターしずおか

検索

＊ロッキーカレッジは、静岡県労働金庫の会員が
拠出した「地域役立資金」を活用しています。
■申込受付は平日9：00～17：00

1819S030

乳児から高校生まで、お子さまに生じるさまざまなリスクに備えられます。

2,300 円

18 歳～満64 歳の健 康な方

加入できる方 満

歳 の 健 康な 方

タニタの
社員食堂セミナー

会場：掛川市生涯学習センター
募集：80名
講師：親野智可等
（おやのちから）さん
教育評論家
申込：ライフサポートセンター
中東遠
☎ 0538-33-3715

ムリのない掛金で、頼れる保障。あなたや、家族にとって必要な保障をお選びください。
月々の掛金

QRコードを読み取れば、
相談ページに入れるよ！
お気軽にご相談を！

9/21（土）10：30～12：20

会場：沼津労政会館
時間：13：30～15：20
申込：ライフサポートセンター
東部 ☎055-929-9820

～世界でもっとも有名な84歳のデジタル・クリエイター～
講師：若宮 正子（メロウ倶楽部副会長）

個人定期生命共済・こども定期生命共済・熟年定期生命共済・傷害共済・個人賠償責任共済・終身生命共済・個人長期生命共済

連合静岡

http://www.rengo-shizuoka.jp/

沼津 各回130名

人生に「もう遅い」はない

ロッキーカレッジ

れんごうに

0120-154-052

応援する連続講座）
今からはじめる老い支度 （セカンドライフを

浜松9/18(水)

いこうよ

〒422-8067 静岡市駿河区南町11-22 ☎054-283-0105 FAX.054-288-0105

クラシノソコアゲ応援団！

大切な人を失う悲しみと向き合うために

いからありがとうの活
な
動へ
い
！
た フードバンクふじのくにの取組み
フードバンクとは、品質に問題のないものの、
っ
やむなく捨てられてしまう食料を無償で提供していた
も
だき、支援を必要とする福祉施設や行政・社会福祉協

私たち連合静岡は、県内２０万人の「働く人」でつくる労働団体です。職場レベルの課題から、社会的な
問題まで世の中の不条理に立ち向かい、克服すること。すべての働く人とその家族の暮らしのため、生
活者に寄り添いながら労働相談、社会貢献活動を行っています。

連合静岡

職場で「あれ？これってちょっとおかしい？」と感じたら、お気軽にお電話ください！

静岡県では、
「ふじのくに食べき
りやったね！」キャンペーンとして、
外食時の食品ロス削減に向けた
県民参加型のキャンペーンを展
宴会や食事会な
開しています。
“食べ残しゼロ
“を
どのスタート30分と
目指して「３０１０運動」を実
終了前10分は自分の席 施している市町もあり、静岡県も
に戻って料理を楽しもう！ ①適正量の注文②食べきり声掛
という食べ残しをなく け③食べきりタイムの設定など
すための運動です。
を通して、食品ロスに対する県民
の意識を高めようとしています。

議会・支援団体を通じて食べるものがなくて困ってい
る方へお渡しする活動です。
連合静岡はその趣旨に賛同し
「フードバンクふじのくに」
の拠点づくりやフードドライブ（*）
に対して
積極的に協力しています。今日からでも始められるボランティア活
動、あなたも食品寄贈や賛助会員という形で支援ができます。食
品ロスについて少し意識してみませんか。*フードドライブ・・・食品寄付運動

焼却・運搬で環境にもダメージが…
すべての働く人が、働きがいを持って働き続けることができるような
「働くことを軸とする安心社会」実現のために。

3010運動ってなぁに？

ポイント

❶ 入院や手術、先進医療まで幅広くカバー。

万一の際、治療に専念できるよう、医療に手厚い保障です。

❷ ニーズに応じて保障の手厚さを選べます。
医療保障タイプには掛金が手頃な医療保障タイプ1口も
ご用意しています（保障内容は異なります）。

そのほかにも、備えたいリスクに合わせて、ラインアップから
充実の保障を選べます。詳しくはリーフレットをご覧ください。

2019年6月、
全労済から
「こくみん共済 coop」
へ
「マイプラン」
全国労働者共済生活協同組合連合会

■お見積もり・ご相談は所属団体または最寄りの共済ショップまでお問い合わせください■
●共済ショップ沼津店 TEL：055-923-6655
●共済ショップ富士店 TEL：0545-64-6031
●共済ショップ静岡店 TEL：054-254-6031
●共済ショップ藤枝店 TEL：054-643-6031
●共済ショップ浜松店 TEL：053-454-6031
●共済ショップ磐田店 TEL：0538-86-6031
【営業時間】9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始は休み）
たすけあいから生まれた保障の生協です。
「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。

こくみん共済 coop 静岡推進本部
（静岡県労働者共済生活協同組合）

