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◆

2007 年度通常総会開催！

◆

５月 27 日（日）午後、新潟市総合福祉会館・大会

生きがい部会の活動に関連して組合員が参加で

議室で 2007 年度通常総会が開催され、組合員

きメリットのあるものをという要望、その他の発言

217 名（委任状含む）が出席しました。

がありました。審議した結果、以下の議案すべて

総会に先立ち第 1 部では、「生き生き人生 笑

が満場一致で可決されました。

いと健康」と題して（財）新潟県健康開発財団常

総会議長はじめ総会運営担当者の皆さん、お

務理事の大西金吾さんから、ユーモアあふれる

疲れ様でした。

ご講演をいただきました。大西さんは自著のタイ
トルどおり「もっと健康に、もっと幸せに」「輝いて

第１号議案 2006 年度事業報告

生きる」方法について、プロの漫談師顔負けの語

第２号議案 2006 年度決算及び監査の報告

り口で会場を爆笑の渦に巻きこんで行きました。

第３号議案 2006 年度欠損金処理案

ありがとうございました。

第４号議案 2007 年度事業計画（案）
第５号議案 2007 年度予算（案）

第２部の総会は、新潟県生協連・会長理事の渋

第６号議案 2007 年度借入金限度額（案）に

谷昭彦さんの来賓ご挨拶をいただき、当生協が
県内唯一の福祉生協であるので医療生協グルー

ついて

プで活動できるよう検討したいと述べられまし

第７号議案

た。ついで議題の審議に入り、出席した組合員か

加入の件

ら、仕事おこし事業のうち撤退せざるをえなかっ

第８号議案

た事業についてその理由の説明を求める質問、

◆

日本高齢者生活協同組合連合会
他の団体等への加入及び脱退に

ついての理事会議決の範囲に関する規約

2007 年度第２回理事会開催

◆

８月 12 日（日）の午後、「ささえ愛きたかみ」（秋

望が述べられました。その後、理事会出席者と一緒

葉区北上）で通常総会後初の理事会を開催しまし

に懇談しました。２号店開設へ着々と前進している

た。「ささえ愛きたかみ」の関係者（スタッフ予定

ことをみんなで確認し、ささえあい生協の将来の夢

者と地域の住民・組合員）の抱負を聴くとともに、

を熱く語り合う有意義な一日となりました。

黒岩理事長から地域福祉事業の意義と期待・要

組合員拡大５００名へ！
出資金２００万増資に取り組みましょう！
9/7 現在の組合員数は 429 名です。当面、組合員 500 名を目指しています。「ささえ愛きたかみ」設
立の自己資金 200 万円を達成しましょう。組合員の皆様の知人・友人に加入を勧めてください。また、
ささえあい生協の発展のため、増資にご協力くださいますようお願いします。
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◆ ささえあい生協の介護保険事業所２号店 改修工事はじまる ◆
「小規模多機能型居宅介護事業所・ささえ愛きたかみ」いよいよオープンへ
10 月中旬 仮オープン

12/2 正式オープン（予定）

今春より準備活動を進めてきた「ささえ愛きたかみ」は、管理者および
ケアマネジャーの予定者が決まり、地域住民への説明会やスタッフ募集、
必要な備品の検討など、頻繁に会合を重ねながら準備を進めています。
また、補助金による改修工事である
ため公共工事に準じて指名競争入札
により工事業者を選定するように、と
いう新潟市の指導に従って落札業者
を決定し、お盆明けから改修工事に入りました（完成は９月末の予定）。
（←改修工事中の「ささえ愛きたかみ」、右上は改装直前のもの）

「協同労働の協同組合法」制定へ！
署名にご協力を！
若者、中高年、女性、障がい者などが働きにくい社会となって
います。「雇われる」働き方でなく「出資・労働・経営を一体化し

↑【小規模多機能１号店
ささえ愛 あわやま】

た」働き方、誇りと希望を持てる人間らしい生き方・新しい働き方
を保障するために、すでにヨーロッパなどで広く行われている
法・制度があります。それが「協同労働の協同組合法」です。
数年前からこの法制化を求める動きがありましたが、７月の
参議院議員選挙の結果により、一気に実現を目指そうというこ
とになりました。地域をよくする、新しい公共を担う社会システ
ムづくりのために、全国各地でどんな団体でもいいので多くの
賛同団体署名を集め、衆参両院議長に対して憲法に基づく誓願
をしようというものです。
署名用紙が本部・事務局にあります。どうかご協力ください。
（１次締め切り：９月末）
○「協同労働の協同組合」法制化をめざす市民会議 のＨＰ
【ささえあい まちの駅 近江】

http://associated-work.jp/
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組合員の交流、生きがい事業・活動にご参加を！
～生きがい事業部から
【2007 年度これまでの報告】
○

７月２７日

生き生きと「信濃川やすらぎ堤・光のページェント」

生きがい事業部では、高齢者が引き込むことのないように、楽しいイベント活動を通じて自己啓発や発
表の場を提供することで、生きがいを見いだしてほしいと願っております。
この度、信濃川のやすらぎ堤で老若男女の参加を得、「信濃川やすらぎ堤・光のページェント」と名づけ
たイベントを行い、川風に吹かれ、夕日を見ながら楽しいひと時を過ごしました。
オープニングは、「舞・柳都」よさこいグループの踊り。最高齢８０才の方の参加とは思えないリズミカル
なパワーのある踊りでした。そして、美しい音色の大正琴演奏～サキソフォン演奏、ハワイの海辺で楽しん
でいるような華やかなハワイアンＤＡＮＣＥと続き、最後は
コーラスグループの方々と一緒に、各自がペンライトをリ
ズミカルに揺らしながら“青い山脈”“ふるさと”など懐かし
い唄を歌って閉会となりました。
出演された方々は観客からの拍手で喜びを感じ、参加
者は生き生きした人たちにふれ、企画したスタッフ一同も
“やってよかった”と生きがいを感じた一日でした。
最後にこの企画・準備に奔走していただきました“仕事お
こし部”“生きがい事業部”の皆さまに、心より感謝申し上げ
ます。
（石黒 三枝子）
☆ 光のページェントで参加者にお願いした「新潟県中越沖地震災害義捐金」は 26,192 円集まり、新潟日
報社経由で新潟県共同募金会へお届けしました。ご協力ありがとうございました。

○

６月２９日

＜たきがしら湿原散策と温泉の旅＞

40 人の参加者と楽しい一日を過ごしてきました。（紅葉狩り旅行を企画→5 頁＆同封チラシ参照）

○

８月 19 日～２１日

＜国際交流夏休み子供キャンプ＞

8 月 19 日～21 日、胎内市の新潟県少年自然の家において二泊三目のキャンプを行いました。県内在住
のエイエフエス高校留学生 9 名(4 ヵ国)、新潟大学学生 7 名、小学生 19 名(小 4 年～6 年)、ささえあいスタ
ッフ他 11 名の計 46 名で、とても楽しく有意義な三目間となりました。
プログラムをご紹介します。
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1 目目～フォトオリエンテーリング
森のお茶会
肝だめし大会

宿舎泊

2 目目～カヌー体験
野外すいはん
キャンプファイヤー テント泊
3 目目～「自然と川」学習会
新潟大学 大熊孝教授
さよならパーティ
7 班のグループ活動に大学生がしっかりリーダーシッブを発揮し、外国の高校生にワクワクドキドキの小
学生、お国柄が違っても楽しく思い出の多い夏休みとなりました。我々ささえあいスタッフは若い参加者
達の元気をもらい大いに若返ることができ、毎年恒例にしていきたいと考えてしいます。
随時参加スタッフ募集！！
（神保 桂子）

【2007 年度これからの予定】
○

１１月１日

○

１２月１５日

＜紅葉のたきがしら湿原散策と温泉の旅＞
＜クリスマスパーティー＞

（注）前号で「１０月１４日 ささえあい祭り」の計画をご案内しましたが、都合により中止させていただきま
した。

～ささえあい《地域のしゃべり場・茶の間》～
♪“地域コミュニティ・いしずえの茶の間”
(クロスパルにいがた)
毎月第３日曜日 11:00～15:00
参加費：300 円

☆連絡先 ℡ 025-281-4104 (佐藤)

♪“しゃベり場・とやの”
(南地区鳥屋野公民館３Ｆ講座室)
毎月第１日曜日 13:30～15：30
参加費:無料

♪“地域コミュニティ・沼垂の茶の間”
(東地区沼垂公民館３Ｆ)
毎月第３火曜目 11:00～15:00
参加費：300 円
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◆第２回西区ささえあい地域連絡協議会 ＜地域交流会＞のご案内◆
～私たち自身が力を発揮して、住みよい地域と高齢期をつくりましょう！～
７月の生協全体の交流会を受けて、新潟市西区の第 1 回目の交流会が 9 月 1 日坂井輪地区公民館で開
催されました。西区での「ゆあほーむ」「千草の舎」「コープガーデン」などの生協事業の紹介を受けて、参
加者の意見交流が行われました。
具体的な活動や企画のきっかけづくりに、この交流会を毎月開催していきます。
◇日 時：１０月６日（土）Ｐｍ1:30～3:30
◇会 場：坂井輪地区公民館 ４０４第１講座室 （西区寺尾上 3-1-1 ℡ 025-269-2043）
◇テーマ：地域の交流広場「ささえあい まちの駅近江」について（運営スタッフのお話を聞きます）
◇連絡先

清水 勝（携帯 090-4729-7858） 栃倉

幸一（携帯 070-6513-7303）

※ 組合員だけではなく、ささえあい生協を知ってもらいたい方、興味のある方もお誘い下さい。

◆ハルビン市の学校教育支援へ！（第１回西区交流会でのお話を寄稿いただきました）
いず み

しょうへい

私は、和泉 劭 平といいます。ボランティアで中

千円の学校諸費

国哈爾濱市巴彦県西集鎮山前小学校の教育支援

が払えないで登

活動に取り組んでいます。

校できないままで

御承知の通り中国では、今、都市と農村の経済

います。

的格差は想像を絶するものがあります。山前小

そこで、新潟・哈

学校の教室は土間で出来ており、写真のように

爾濱友好市民の会

茸がでてくるような状況です。集落の父母は出

会員の皆さんが中

稼ぎのため都市部に出て不在です。祖父母が子

心になって募金活動を開始しました。集まった募

供たちの面倒をみているのですが、御承知のよ

金を私が代表して山前小学校にお届けすること

うに、農村部は保健制度や年金制度が未整備の

になりました。今年の１１月に出発したいと思って

ままで、年間約一万円の収入などというのはご

います。（和泉さんは組合員です）

く普通のことです。かなりの子供たちが年間約三

◆ 9 月、
「ささえ愛 ゆあほーむ」は二周年を迎えました。
「ゆあほーむ」のホームページ（ブログ）ができました。
http://yuahome.air-nifty.com/
検索

は

ゆあほーむ

是非ご覧下さい！
で ＧＯ！

＜07/09/02；「ゆあほーむ」 二才の誕生日＞の記事の一節です。
今日のチーフのＡさんは着物姿で！ 一番早くおいでになった利用者さんと
「着物」の話にしばし花が咲いた。
ボランティア講師の都合で、午前中に「楽しい時間」。「頭の体操・社会編」は、
「東日本と西日本」、縄文の昔から現在に至るまで、教えられたり教えたり……
…。講師の人柄に安心し、内容の面白さに、利用者さんの質問続々、多いに盛り上がりました。軽い体操後、
ゆあほーむ二才のお誕生日特別昼食会。
利用者さんの今日の感想から。

～（途中省略）～

「庭を見るのがとても楽しみ」

「出会いが素晴らしい。すごく楽しか

った。いつも何をしても、ゆあほーむを思い出す」
☆ ささえ愛 ゆあほーむ（西区五十嵐中島一丁目、TEL 025-262-5389 FAX
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025-261-2263）

◆「地域若者サポートステーション」
新潟市にオープン！
【労協センター事業団が、今年７月から、厚生労働省の
ニート支援委託事業「地域若者サポートステーション」（以
下、サポステ）を新潟市に開設しました。】
何らかのつまずきにより、就労できずにいる若

ィア・スタッフ」として受け入れていただきました。

者は、県内では１万４千名と推計さており、社会問

サポステからすると本当にありがたいことで、感

題となっています。実際、運営をはじめてみて、

謝しています。今後は、こうした若者の自立支援

「学校時代からのいじめがもとで家に引きこもっ

にむけたネットワークが広がっていくことを期待

てしまった」「卒業した後、面接に何度も失敗し自

していますし、ささえあい生協がこうした若者の

信をなくしてしまった」「働いていたが、ウツを発

就労（起業）を含めた受け皿にもなっていけたら

症しやめってしまった。同じことを何度も繰り返し

いいなあと思っています。

た」「発達障害の診断を受けていて、面接に何度

（報告：責任者、当生協の武田貞彦理事）

も失敗している」などなどの理由で、サポステを
訪れています。サポステでは、「相談」、「ステップ

新潟地域若者サポートステーション

アップ・セミナー」「職場見学・体験」「ジョブトレー

■TEL：025-255-0099 FAX：025-255-0102

ニング」「居場所」等のメニューを準備し、当事者

■新潟市中央区弁天 2-2-18
新潟 KS ビル２F 若者しごと館内

たちの、社会参加と就労を支援しています。
今回、「ささえ愛あわやま」と「ささえ愛きたか

■開設時間：平日 10 時～18 時（土日祝日は休み）

み」に１名ずつ「ジョブ・トレーニング」と「ボランテ

■ブログ http:/ /pub.ne.jp/saposuteniigata/

【お知らせ、耳寄り情報】（事務局からのお知らせや、組合員の関わる活動紹介です）
◇ 高齢協連合会へ加入

組合法」の制定を求める請願賛同団体署名集め

総会で決議したとおり日本高齢者生活協同組

の取組みが真剣に話し合われました。

◇

合連合会に加入しましたが、６月の連合会総会で

東京高齢協「いよいよ華やぐ倶楽部」
がテレビに登場！

ささえあい生協の高見専務理事が連合会理事に
選出されました。連合会加盟団体は、北海道から

★ＮＨＫ総合テレビ「生活ほっとモーニング」（放送

沖縄までの 23 都道府県高齢協です。

予定：９月 19 日〈水〉朝 8：35～9：25）

８月 24 日に東京で第 1 回理事会が開かれ、「自

若いころに持っていた着物や着慣れた洋服も

分の年金記録を調べよう」、「介護福祉士法改正

巧みにアレンジすれば、新しいファッションに早変

問題」、「生きがいフェスタ 2007 いくつになって

わり……。9/11 生きがいフェスタ（前記）での「華

も

いまが旬！」（9/11）、「第 1 回全国子育て協

齢なるファッションショー」も紹介。
http://www.nhk.or.jp/hot/index.html

同集会」（10/6～7）、「コムスン問題を考える」、
「生協法改正問題」、「今秋の活動計画」など議題
が審議されました。なかでも、「協同労働の協同
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◇ 新潟県小規模多機能型居宅介護事業

ポイントが聞けます。

連絡協議会の設立へ

と き：９月 29 日（土）午後 2 時

小規模多機能型居宅介護事業所は全国で 966

ところ：新潟市総合福祉会館（中央区八千代 1）

か所設立されました（7 月末現在）。国はこれを１

主 催：介護の社会化を進める新潟の会

万か所にすると言っています。すでに全国連絡会

参加費：500 円

が結成されていますが、このたび「ささえ愛あわ

問い合わせ：阿部さん
(午後７～10 時、TEL 025-265-7530)

やま」も設立発起人になり、新潟県内のネットワー
ク組織を立ち上げることになりました。（下記の

◇高齢社会の安心 システム ・ 成年後見制度

設立総会の参加は自由です。）
と き：９月 23 日（日）13：30～16：40

【市民後見人養成講座】を受講しませんか

ところ：高齢者センターしなの

認知症高齢者や知的障がい者など判断能力

（長岡市信濃 2-9-15、0258-39-6288）

の不十分な人々を支援する仕組みとして、成年

記念講演：厚生労働省老健局計画課

後見制度が注目されています。これまで、親族か

田仲教泰課長補佐

専門職が後見人になることが多かったのですが、
今後は両者の中間に位置する市民後見人の果た

◇ 中越沖地震チャリティ・ゴスペル・コンサ

す役割が大きくなると見込まれています。

ート（Bro.taisuke Mass Chor Live）

ささえあい生協が中心となって３年度目の講

～この想いを届けたい

座を準備しています。この機会に養成講座を受

<The reason we shout>～

講して、成年後見制度・市民後見人について深く

と き：９月 28 日（金）７時開場,７時半開演

学んでみませんか。新規研修とフォローアップ研

ところ：新潟県民会館・小ホール

修を次の通り予定しています。

入場料：500 円（「総収入―経費」の全額が被災
者救援資金として募金されます）

○新規研修
07 年 11 月 10 日（土）、17 日（土）、24 日（土）

問合せ：ブラザータイスケ（090-3403-7087）、

いずれも 10:00～17:00

栃倉（070-6513-7303）

○フォローアップ研修
08 年 1 月 12 日（土）、19 日（土）、26 日（土）

◇ 学習会「転ばぬ先の高齢者住宅事情」

いずれも 10:00～17:00

高齢者佳宅の選び方をテーマにした学習会が
開かれます。高齢者け賃貸住宅に住む人の体験

▽会場 三条市勤労青少年ホーム・ソレイユ三条

談のほか、老人ホームや高齢者マンションなど高

▼確定次第、希望者に申込書をお届けします。

齢者住宅の種類や特徴を示した上で、選び方の

※ ご連絡は、ささえあい生協（下記）へ

＝編集後記＝
８月長岡市で開かれた「地域サテライトケア全国サミット PartⅣ」に参加してきました。長岡市は、地域
密着型サービスのモデルとも言える事業を官民の協力でつくってきた地域の一つです。「ゆあほーむ」
設立のきっかけをつくってくれた、高齢者総合ケアセンターこぶし園の小山剛園長もパネラーの一人。
「私は今の大規模施設に入る気はしない」「在宅生活困難者を待機者などと呼ぶな」「地域が施設の
機能を備えることは可能だ」。パネラーや講師の口をついて出る怒りともいえる言葉には共感しきりで
した。年を重ねても住みなれた地域に、「住まい」「ケア」「ソーシャルワーク」があれば、暮らし続けられ
ます。自らが迎える高齢期を心豊かなものにしていく地域づくりに取り組んでいきたいと思います。（Ｔ）
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