
2019年度事業活動報告 

 

Ⅰ．はじめに 

「ネットワークＳＡＩＴＡＭＡ２１運動」（ネット２１運動）は、地域のＮＰＯや市民

（団体）と連携し、労働組合のもつスケールメリットと中央労働金庫・こくみん共済 coop・

生協などの協同事業団体の機能を最大限活かし、支えあい・助け合いの地域ネットワーク

を結び広めて「共生の地域社会づくり」をめざす運動です。 

2019 年度も、①共生の地域社会づくりへの積極的な参画、②勤労者の生涯にわたる暮ら

しのサポート活動、③市民社会との連帯と協働、の３つの柱を基本として、以下の３つの

プログラムを重点に、「ネット２１運動」の普及とＮＰＯ等との連携交流に取り組んできま

した。また、「特別事業」として、引き続き震災支援活動も行いました。 

 

１．ライフサポート・プログラム 

  ・出前講座方式による各種「暮らし応援セミナー」の開催 

  ・生活困窮者等への支援 

 

２．ボランティアサポート・プログラム 

  ・「シニア人財バンク」の活動 

  ・自然環境ボランティアの促進、自然環境体験事業（尾瀬、ときがわ） 

 

３．ＮＰＯサポート・プログラム 

  ・ＮＰＯ支援事業 

   「ＮＰＯ応援・物品助成プログラム」「ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム」 

   の実施 

  ・ＮＰＯ活動への理解と具体的な参加をサポートするセミナーの開催 

 

４．「ネット２１運動」の普及・定着に向けた広報・宣伝活動 

 

５．特別事業としての東日本大震災に関係する被災者・避難者支援活動 

 

Ⅱ．運営委員会と評議員会 

１．運営委員会の役員体制 

 「ネット２１運動」運営規約第 8 条に基づき設置された、2019 年度運営委員会の役員体

制については以下のとおり。 

2019 年度役員体制について＜任期 ～2020 年 3 月 31 日＞ 

＊2020 年 3 月 19 日運営委員会確認の役員体制＊ 

委員長 前：谷内 聡  （連合埼玉副会長・ＪＡＭ埼玉） 

 新：二階堂 祐輔（連合埼玉副会長・自動車総連） 



副委員長 前：高田 孝則 （中央労働金庫埼玉県本部 都県統括部長） 

 新：清水 直樹 （中央労働金庫埼玉県本部都県統括部長） 

事務局長 前：佐藤 道明 （連合埼玉事務局長・電力総連） 

 新：平尾 幹雄 （連合埼玉事務局長・電機連合） 

事務局次長 前：永田 信雄 （埼玉労福協・専務理事） 

 新：佐藤 道明 （埼玉労福協常勤理事） 

委  員 前：小林 孝徳 （連合埼玉副事務局長・ＵＡゼンセン） 

 新：大谷 誠一 （連合埼玉副事務局長・電力総連） 

委  員 前：古屋 光一 （連合埼玉執行委員・自動車総連） 

 新：小嶋 正弘 （連合埼玉執行委員・ＪＡＭ埼玉） 

委  員 前：鶴谷 一仁 （連合埼玉執行委員・情報労連） 

 新：井上 尚子 （連合埼玉執行委員・情報労連） 

委  員   山田 辰徳 （こくみん共済 coop 埼玉推進本部 

                  事業推進部次長） 

委  員 前：石川 誠  （パルシステム埼玉地域活動室長） 

 新：武井 紳  （パルシステム埼玉地域活動室長） 

委  員   村田 惠子 （さいたまＮＰＯセンター専務理事） 

委  員 前：東 一邦  （さいたまＮＰＯセンター理事） 

 新：関根 広美 （さいたまＮＰＯセンター） 

監  事 前：芳賀 剛志 （連合埼玉副事務局長・自動車総連） 

 新：柿沼 聡  （連合埼玉副事務局長・自動車総連） 

監  事   若旅 広志 （中央労働金庫さいたま支店長） 

 

２．運営委員会の開催 

   事業活動計画の具体的な企画と活動の実践を図るため、計 6 回開催しました。 

（１）2019年度第1回運営委員会 

日 時 2019年5月10日(金)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①2019年度評議員の確認について 

 ②2019年度第1回評議員会・議案書確認について 

 ③2019年度第１回評議員会での役割について 

 

（２）2019年度第2回運営委員会 

日 時 2019年5月29日(水)評議員会終了後10:50～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①2019年度事業活動計画の実施について 

  ・ボランティアサポート・プログラム(自然環境ボランティア促進、

  自然環境体験事業)の実施について 



  ・ＮＰＯサポート・プログラム 

 ②協力企業との覚書について 

 

（３）2019年度第3回運営委員会 

日 時 2019年7月30日(火)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員会役員の一部変更について 

 ②ＮＰＯサポート・プログラム 

  ・ＮＰＯ応援・物品助成プログラムの実施について 

  ・「ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラムの実施について 

  ・2018年度パソコン寄贈団体への訪問・意見交換について 

 ③特別事業：東日本大震災に関係する被災者・避難者支援活動の実施に

 ついて 

  ・子育て支援「ママランチ会」 

  ・バーベキューファミリー交流会inサイボクハム 

 

（４）2019 年度第 4 回運営委員会 

日 時 2019年10月25日(金)9:30～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員会役員一部変更について 

 ②ＮＰＯ応援・物品助成プログラム贈呈先選定について 

 ③2020年度版ネット２１ボランティア・カードの発行について 

 

（５）2019 年度第 5 回運営委員会 

日 時 2019年12月23日(月)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員の役員体制について 

 ②ライフサポート・プログラム 生活困窮者等への支援について 

 ③ＮＰＯサポート・プログラム 

  ＮＰＯ応援・少額物品助成の実施について 

  2018年度パソコン寄贈団体訪問・意見交換の実施について 

 ④2020年度版ネット２１ボランティア・カードの発行について 

 

（６）2019 年度第 6 回運営委員会 

日 時 2020年3月19日(木)10:00～ 

場 所 連合埼玉会議室 

内 容 ①運営委員会役員体制、評議員の体制について（定数確認） 

  2020～2021年度運営員会役員の定数および役員体制について 

  2020～2021年度評議員選出について 

 ②2020年度「評議員会」の開催について 



 ③2019年度「事業活動」報告 

 ④2019年度「収支決算(仮)」報告 

 ⑤2020年度「事業活動計画(案)」について 

 ⑥ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム寄贈先選定について 

 ⑦協力企業との覚書について 

 

３．評議員会の体制について 

2019 年度評議員 

＜任期 2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日＞ 

＊2019 年 5 月 10 日運営委員会確認の評議員体制＊ 

構成団体 評議員氏名 所属団体名 

連合埼玉 

１８名 

 竹内 秀之 電機連合 

 瀧澤 成光 ＪＰ労組 

 前原 朝子 自治労 

 浅見 祐介 埼玉県私鉄 

 嵯峨 友成 印刷労連 

 廿浦 大 運輸労連 

 藤田 広大 ＪＥＣ連合 

 齋藤 智之 ＪＲ総連 

 赤木 悦治 埼交運 

 友成 健二 基幹労連 

 菊地 一成 埼玉教組 

 星野 昌彦 全水道 

 白戸 貴文 青年委員会 

 新山 元子 女性委員会 

 齊藤 成元 県央地域協議会 

 今井 信博 比企地域協議会 

 渡邉 良夫 秩父地域協議会 

 濱田 塁 北埼玉地域協議会 

埼玉シニア連合 

２名 

 橋詰 康昭  

 野澤 健司  

埼玉労福協 

（福祉事業団体） 

４名 

 石井 康夫 中央労金埼玉県本部 

 村田 比呂嗣 こくみん共済 coop 埼玉推進本部 

 石川 誠 パルシステム埼玉 

 松本 幸一 ときわ会館 



さいたまＮＰＯセンター 

２名 

 志村 照子  

 新井 治  

 

（１）2019年度第1回評議員会 

日 時 2019年5月29日(水)9:30～ 

場 所 あけぼのビル501 

出席者 運営委員会：10名/13名、オブ2名 

 評議員：19名/26名中 

内 容 ①2018年度「事業活動」報告 

 ②2018年度「収支決算」報告並びに監査報告 

 ③2019年度「事業活動計画」について 

 ④2019年度「収支予算」について 

 

Ⅲ．事業活動について 

１．ライフサポート・プログラム 

 （１）「暮らし応援セミナー」（出前講座）              ＜資料－１＞ 

 生活・暮らしに関わる多様な研修メニューによる「暮らし応援セミナー」は、連

合埼玉の加盟組合や地域労福協、埼玉シニア連合、労金（支店）などで 27 講座が開

催され、のべ 987 人が受講されました。 

（2018 年度 23 講座、のべ 740 人） 

 

 （２）生活困窮者等への支援 

 勤労者のライフサポート（生活・暮らしサポート）の観点から、さいたま市や川

口市など 40 団体へ生活困窮者等支援をおこなっているＮＰＯ法人フードバンク埼

玉に対し、支援団体から要望が強いマジックライス(アルファ米)850 個の物資援助

をおこないました。 

 

２．ボランティアサポート・プログラム 

 （１）シニア人財バンクの活動 

 「シニア人財バンク」は、自分の特技や趣味を活かし、ボランティア活動などを

通じて地域社会に「貢献したい、参加したい」と思っている 50 才以上の方に登録し

てもらい、登録者にボランティア活動、ＮＰＯ活動などを紹介・案内する制度で現

在 50 名登録されています。 

 2015 年度よりさいたまＮＰＯセンターと連携した運営に移行し、各種情報の提供

や、自己実現・生きがいサポート・プログラムへの働きかけを行っています。 

 

 （２）自然環境ボランティアの促進、自然環境体験 

 自然環境の保全・維持等のボランティアや自然環境体験の場として、「夏休み親

子・ファミリー自然体験 in 尾瀬」を実施するとともに、自然環境の保護・保全及び



その体験事業を積極的に進めている「ときがわ山里文化研究所」と協働し、「夏休み

親子自然体験学習『山の学校 in ときがわ』」を実施しました。 

 また、「山の学校 in ときがわ」については、一般と避難者の合同実施といたしま

した。 

  ①自然環境ボランティア促進事業・自然環境体験事業 

「夏休み親子･ファミリー自然体験プラン in 尾瀬」 

日 時 2019年7月27日(土)～28日(日) 

場 所 尾瀬 

参加者 42名 

内 容 ぷらり館「尾瀬自然教室ギャラリー」自由見学、学習会 

 尾瀬ヶ原コースまたは至仏山コース 

 

  ②夏休み親子自然体験教室｢山の学校 in ときがわ｣ 

日 時 2019年8月3日(土) 

場 所 ときがわ町ふれあいの里たまがわ「川の広場バーベキュー場」 

参加者 168名 

内 容 川遊び、バーベキュー 

 

３．ＮＰＯサポート・プログラム 

 （１）地域で活動・活躍するＮＰＯとの支援と連携を目的とする物品等助成事業 

  ①「ＮＰＯ応援・物品助成プログラム（パソコン寄贈：推薦・応募方式）」 

    推薦・応募のあったＮＰＯ・ボランティア団体を慎重に審査した上で、県内各地

で活動する 10 団体に対し、連合埼玉第 16 回定期大会においてパソコンを寄贈しま

した。パソコン寄贈は 2007 年度～2019 年度で累計 131 台となりました。 

  【2019 年度パソコン贈呈先】                   ＜資料－２＞ 

ＮＰＯ法人ふじみの国際交流センター 

ふじみ野市避難者支援活動実行委員会 

ＮＰＯ法人ケア・ハンズ 

さいたま・ウィメンズ・スペース 

ＮＰＯ法人たねの会 

ＮＰＯ法人ウェルハーモニー 

ＮＰＯ法人かわごえ里山イニシアチブ" 

ふるさと上谷沼（うわやぬま）地域創造塾 

かすみ野たすけあいの会 

七里日本語勉強会 

 

  ②「ＮＰＯ応援・少額（物品等）助成プログラム（推薦方式）」 

    パソコン以外の物品等（４万円以内を基本）を主に助成するプログラムを実施し、

推薦のあった 5 団体に助成を行いました。 

１）贈呈先：おやこ劇場川口 



  代表者：川上 典子 

  推薦団体：さいたまＮＰＯセンター 

  申請額：9,800 円、内税（申請時には外税で記載したが、購入時内税と判明） 

  助成品：タープテント 

 

２）贈呈先：ＮＰＯ法人おにの家（就労継続支援Ｂ型事業所 おにっこハウス） 

  代表者：理事長 尾島 茂 

  推薦団体：さいたまＮＰＯセンター 

  申請額：40,000 円(購入額 132,000 円) 

  助成品：コーヒー豆の焙煎機（MR101F） 

 

３）贈呈先：ＮＰＯ法人らるご 

  代表者：鎌倉 賢哉 

  推薦団体：連合埼玉 

  助成額：40,000円（申請額54,780円の上限40,000円） 

  助成品：パソコン 

 

４）贈呈先：ＮＰＯ法人東松山子育てねっと 

代表者：代表理事 永井 久美子 

推薦団体：比企地域労福協 

助成額：40,000 円(購入額 72,984 円) 

助成品：ベビースケール（体重計）、身長計、長テーブル 2 台 

 

５）贈呈先：ＮＰＯ法人ＭＣＡサポートセンター 

代表者：代表理事 渡邉 朋子 

推薦団体：連合埼玉 

助成額：40,000 円(購入額 59,950 円) 

助成品：理想科学工業丁合機 TC5100 フィードロール交換一式 

 

（２）パソコン寄贈団体への訪問・意見交換              ＜資料－３＞ 

 パソコン寄贈団体の活動に対する理解を深めることを目的とし、パソコンの活用

状況と活動や近況など意見交換をおこなっています。 

 2018 年度ならびに 2019 年度パソコン寄贈団体に対して下段のとおり訪問実施い

たしました。 

 

寄贈団体名 
寄贈

年度 
日時 場所 訪問者 

ＮＰＯ法人ＭＣＡサポ

ートセンター 

2018 2020/2/14(金) 

9:30～ 

宮代町進修館 佐藤事務局次長 

大谷委員 



ＮＰＯ法人うりんこく

らぶ 

2018 2020/2/14(金) 

13:00～ 

事務所 佐藤事務局次長 

大谷委員 

ふじみ野市避難者支援

活動実行委員会 

2019 2020/2/16(日) 

12:00～ 

上福岡公民館 佐藤事務局次長 

大谷委員、渡辺 

ＮＰＯ法人ぶどうの会 2018 2020/2/17(月) 

10:00～ 

オアシス作業所 佐藤事務局次長 

大谷委員 

よりあい*ええげえし 2018 2020/2/17(月) 

11:50～ 

事務所 佐藤事務局次長 

大谷委員 

ＮＰＯ法人シンフォニ

ー 

2018 2020/2/17(月) 

15:30～ 

事務所 佐藤事務局次長 

大谷委員 

一社コミュニティサポ

ートセンターさいたま 

2018 2020/2/26(水) 

10:00～ 

桜環境センター 大谷委員 

渡辺 

さといく~地域の人がつ

ながり、育ち合う場・創

造文化コミュニティ~ 

2018 2020/2/26(水) 

14:30～ 

事務所 大谷委員 

ＮＰＯ法人ワーカーズ

コレクティブ青いそら 

2018 2020/2/27(木) 

13:30～ 

コミュニティレ

ストラン青い空 

大谷委員 

ＮＰＯ法人ケア・ハンズ 2019 2020/3/2(月) 

13:30～ 

事務所 佐藤事務局次長 

大谷委員、渡辺 

さいたま・ウィメンズ・

スペース 

2019 2020/3/2(月) 

15:00～ 

催し会場 佐藤事務局次長 

大谷委員、渡辺 

ＮＰＯ法人東松山子育

てねっと 

2018 2020/3/3(火) 

10:00～ 

大岡公民館 佐藤事務局次長 

大谷委員 

ＮＰＯ法人ウェルハー

モニー 

2019 2020/3/3(火) 

11:30～ 

事務所 佐藤事務局次長 

大谷委員 

ＮＰＯ法人かわごえ里

山イニシアチブ 

2019 2020/3/3(火) 

14:30～ 

事務所 佐藤事務局次長 

大谷委員 

ＮＰＯ法人クッキープ

ロジェクト 

2018 2020/3/16(月) 

12:30～ 

新事務所 佐藤事務局次長 

渡辺 

かすみ野たすけあいの

会 

2019 2020/3/27(金) 

13:30～ 

自治会館 佐藤事務局次長 

大谷委員 

ＮＰＯ法人ふじみの国

際交流センター 

2019 2020/3/27(金) 

15:30～ 

事務所 佐藤事務局次長 

大谷委員 

ＮＰＯ法人たねの会 2019 

2020 年度実施予定 
七里日本語勉強会 2019 

ふるさと上谷沼地域創

造塾 

2019 

 

 



（３）ＮＰＯ活動への理解と具体的な参加（社会参加）をサポートする事業 

2017 年 12 月 9 日に「ネット２１運動でつながるＮＰＯと労働組合―異文化交流から

協働のステージへ」と題しシンポジウムを開催し、今後ますます地域で労働組合とＮ

ＰＯの連携が深まることを目的として 2018 年度は南部・西部地域で｢地域セミナー｣

を開催し、2019 年度については東部・北部地域で開催しました。 

「2019年度地域セミナー」 

【東部】＜日 時＞2019年9月7日(土)13:30～ 

    ＜場 所＞越谷市中央市民会館 

    ＜参加者＞東部地域協議会・北埼玉地域協議会より28名 

         13ＮＰＯ・任意団体28名 

         清水副委員長、佐藤事務局長、小林委員、村田委員、渡辺職員 

 

【北部】＜日 時＞2019年9月21日(土)13:30～ 

    ＜場 所＞熊谷市立勤労会館 

    ＜参加者＞熊谷・深谷・寄居地協、本庄・児玉郡市地協、秩父地協、 

         比企地協32名 

         14ＮＰＯ・任意団体17名 

         谷内委員長、佐藤事務局長、村田委員、柿沼監査、渡辺職員 

 

【共通】＜内 容＞①ネット２１運動の目的とこれまでの活動概要 

          説明：佐藤事務局長 

         ②ＮＰＯが労働組合に求めているもの 

          講師：さいたまＮＰＯセンター 村田 恵子 氏 

         ③ＮＰＯ・労働組合、活動・自己紹介 

         ④ＮＰＯ×労働組合の地域活動 

          東部：障がい者の職場参加をすすめる会×越谷市職 

          北部：行田のぞみ園×ショーワ労働組合 

         ⑤ワークショップ「私が感じている地域の困りごと」 

 

４．「ネット２１運動」の普及・定着に向けた広報・宣伝活動 

（１）「ワンコイン（500 円）運動」（ボランティア・カード）の取り組み 

  「ネット２１運動」を支える貴重な活動資金となる「ふれあいコミュニティ・ファン

ド」への寄付・募金活動として「ワンコイン運動」を展開し、寄付・募金の協力をいた

だいた方にその証としてボランティア・カードを発行しました。2020 年度版のボランテ

ィア・カードは昨年と同様に「Ａタイプ」カードと、福利厚生事業企業（リソル）の会

員を外し全額ファンド型の「Ｂタイプ」カードの 2 種類を作成し、「Ａタイプ」10,340

枚、「Ｂタイプ」1,724 枚、合計 12,064 枚の協力を得ました。 

  



①各組織・団体での年間を通しての説明会実施状況（連合埼玉としての取り組み） 

会議名 日時 場所 
参加 

人数 

対応者 

（連合埼玉役職） 

さいたま市地域協議会

「第11回幹事会」 

2019/12/12(木) 

18:30～ 
ネット２１大宮 26名 柿沼副事務局長 

西部第四地域協議会 

「第2回幹事会」 

2019/12/16(月) 

17:00～ 
ホテルヘリテイジ 14名 小穴副事務局長 

ＪＥＣ連合埼玉地連 

「第1回幹事会」 

2019/12/16(月) 

18:30～ 
中央労金大宮支店 16名 藤田執行委員 

埼玉県私鉄 

｢第2回執行委員会｣ 

2020/1/20(月) 

14:00～ 
社会文化会館 11名 自組織にて 

電機連合 

「第3回幹事会」 

2020/1/21(火) 

14:00～ 

坂戸市文化会館オ

ルモ 
45名 平尾事務局長 

東電労組埼玉地区本部 

「執行委員会」 

2020/1/22(水) 

9:00～ 

東電パワーグリッ

ド㈱埼玉総支社 
20名 大谷副事務局長 

国公総連 

「第1回執行委員会」 

2020/1/22(水) 

18:15～ 

さいたま新都心合

同庁舎1号館全財

務書記局 

8名 自組織にて 

自動車総連埼玉地協 

「幹事会」 

2020/1/24(金) 

16:00～ 
大宮仲町川鍋ビル 20名 柿沼副事務局長 

全労済労組関東支部埼 

玉分会「分会会議」 

2020/1/28(火) 

14:00～ 

こくみん共済coop

埼玉推進本部 
12名 柿沼副事務局長 

全本田労連埼玉地協 

「幹事会」 

2020/1/30(木) 

16:30～ 

本田技研労働組合

研究所支部 
30名 柿沼副事務局長 

ＵＡゼンセン「第2回拡

大運営評議会」 

2020/2/1(土）

13:00～ 

浦和ワシントンホ

テル 
60名 酒井副事務局長 

ＳＵＢＡＲＵ労連 

「支部委員会」 

2020/2/3(月) 

14:00～ 
中央労金大宮支店 25名 柿沼副事務局長 

三井精機労働組合 

「2020年要求案機関決

定代議員会」 

2020/2/4(火) 

10:00～ 

中央労金東松山支

店 
20名 

ネット２１ 

佐藤事務局次長 

フード連合 

「第2回幹事会」 

2020/2/4(火) 

19:00～ 

全たばこ北関東支

部 
10名 自組織にて 

川越・西入間地協 

「第1回幹事会」 

2020/2/5(水) 

18:45～  

東上パールビルヂ

ング 
21名 小穴副事務局長 

比企地協 

「2020労働講座」 

2020/2/6(木) 

18:00～ 
紫雲閣 150名 小穴副事務局長 

埼交運 

「第2回執行委員会」 

2020/2/10(月) 

13:30～  
友愛会館 25名 大谷副事務局長 



会議名 日時 場所 
参加 

人数 

対応者 

（連合埼玉役職） 

ＪＡＭ埼玉 

「第5回地協連絡会議」 

2020/2/12(水) 

15:30～ 
友愛会館 25名 大谷副事務局長 

秩父地協 

「第1回幹事会」 

2020/2/12(水) 

18:00～ 

秩父勤労者福祉セ

ンター 
10名 大谷副事務局長 

本庄・児玉郡市地協 

「第2回幹事会」 

2020/2/13(木) 

18:30～ 
はにぽんプラザ 20名 大谷副事務局長 

埼玉県電力総連 

「執行委員会」 

2020/2/14(金) 

15:45～ 

東電ＰＧ埼玉総支

社 
23名 大谷副事務局長 

本田販売労働組合ホン

ダカーズ埼玉支部 

「支部会議」 

2020/2/18(火) 

11:00～ 

ＪＡ共済埼玉ビル

ディング 
74名 柿沼副事務局長 

熊谷・深谷・寄居地協 

「第1回幹事会」 

2020/2/18(火) 

18:00～ 
ネット２１熊谷 15名 大谷副事務局長 

朝霞・東入間地協 

「第1回幹事会」 

2020/2/18(火) 

18:35～ 

日本梱包運輸倉庫

労働組合 
30名 小穴副事務局長 

 

（２）「協賛企業」、ボランティア・カード契約店の拡充 

 下記のとおり新規契約 1、契約解除 5 団体となった。 

 契約企業・団体は 2020 年 4 月現在で 42 ケ所           ＜資料－４＞ 

【新規契約】 

  企業名：株式会社東急リゾートサービス 

  利用施設：ハンターマウンテン塩原・マウントジーンズ那須 

  契約日：2020 年 1 月 1 日 

  サービス内容：ボランティア・カードまたは添付チラシ(印刷して持参)の提示に

て、リフト券一日パック（1 日券+食事券￥1,000 円分）を優待価

格で利用。 

 

【契約の解除】2020 年 3 月現在 

①「那須八溝物産株式会社」（2011 年契約） 

 利用施設：那須小川ゴルフ・南平台温泉ホテル 

②「浦和国際ボウル」（2019 年契約） 

 利用施設：浦和国際ボウル 

③埼玉こすもす（2007 年契約） 

④「那須陽光ゴルフクラブ株式会社」（2017 年契約） 

 利用施設：那須陽光ゴルフクラブ 

⑤シダックス・コミュニティー株式会社（2009 年契約） 

 



（３）「ネット２１運動」の広報・宣伝活動の強化 

 ホームページにて、協賛企業の紹介コーナーの刷新、お得な情報・キャンペーンなど

タイムリーな情報提供に努めています。また、通年で説明会の実施を行っています。 

 

５．特別事業としての東日本大震災に関係する被災者・避難者支援活動 

 （１）子育て支援「ママランチ会」 

  【第 1 回】 

   日 時  2019 年 9 月 11 日(水)11:00～13:30 

   場 所  大宮パレスホテル内レストラン 

   参加者  24 名、再掲：佐藤事務局長、永田事務局次長 

 

【第 2 回】 

   日 時  2020 年 2 月 19 日(水)11:00～ 

   場 所  大宮パレスホテル内レストラン 

     ＊新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止 

 

 （２）バーベキューファミリー交流会 in サイボクハム 

   日 時  2019 年 10 月 19 日(土)10:30～ 

   場 所  レストランサイボク（ネット２１運動提携店） 

   参加者  129 名 

        再掲：谷内運営委員長、佐藤事務局長、永田事務局次長 

        小林委員、柿沼監査、佐藤(埼玉労福協) 

 

以 上 


