「神奈川県社保協再建十五年のあゆみ 」発刊記念式典 へのご 招請
街路の銀 杏も色 づき、 秋の色も ようや く深み を増して まいり ました 。日増し に寒さ の募る 昨
今ですが 、みなま さに は益々ご 健勝のこ とと お喜び申 し上げま す。
さて、神 奈川県 社会保 障推進協 議会（ 県社保 協）は、 二〇〇 八年度 総会で再 建から 丸十五 年
が経過し ました 。みな さま方の ご支援 や諸先 輩方のご 苦労の なかで ようやく 今日を 迎えて おり
ますが、 改めて 県社保 協のこう した歴 史や活 動を振り 返り、 十五年 の経過を 記念し 今後の 糧に
しようと 、再建 十五年 史を刊行 するこ とと相 成りまし た。し かし、 情勢から 求めら れる社 会保
障分野の 多忙な 活動に 加え、私 どもの 推進の 弱さも相 まって 、企画 から足掛 け二年 を要し 、よ
うやく発 刊の運び とな りました 。
兎にも角 にも発 刊に漕 ぎ着ける ことが できま したのは 、多く のみな さまの暖 かいご 支援の 賜
物と、心 より感謝 申し 上げます 。
県社保協 を支え ていた だいてい る加盟 団体・ 個人のみ なさま 、地域 社保協を ご支援 いただ い
ている諸団体や地域労連のみなさま、医療保険や国保改善、「介護のつどい」の取り組みなど、
私たちの 活動に 広くご 理解をい ただい ている 神奈川県 、県広 域連合 、市町村 、地方 議会の みな
さまや地 域の介 護事業 所のみな さま、 また、 運動方針 や理論 的支柱 として日 頃から ご指導 を賜
っている 中央社 保協、 都道府県 社保協 、ご講 師のみな さま、 そのほ かご支援 をいた だいて いる
全てのみ なさまに 、改 めて御礼 申し上げ ます 。
つきまし ては、 発刊記 念式典・ レセプ ション を左記の ように 開催い たします 。みな さまに は
大変ご多 忙なこ とと存 じますが 、一言 激励の お言葉も 頂戴し たく、 ご出席の ほど伏 してお 願い
申し上げ ます。 ご出席 がかなわ ない場 合は、 メッセー ジなど を頂戴 できれば 幸です 。恐縮 です
が準備の 都合上、 ご出 欠のご連 絡は十一 月二 十二日（ 月）まで にお 送りくだ さい。
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