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２０１８年は、いよいよ社会福祉法人けやきがス
タートします。飛躍への正念場となる 1 年です。
。
謹賀新年
～

新年おめでとうございます

～

組合員・役職員・関係者の皆さま、旧年と変わらず本年も
よろしくお願い申し上げます。
家族や雇用そして地域社会が大きく変容しており、私たち
の生活や事業のスタイルもそれにうまく適応していかなけ
ればなりません。
みんなで支え合い、今まで以上に協同の関係を広げ深めて
いきましょう。
２０１８年 元旦

理事長

高見

優

～ する必要があります。
迎 春 ～

明けまして
行き過ぎた新自由主義が世界を覆い、
おめでとうございます

あけましておめでとうございます。

「今だけ、カネだけ、自分だけ」の

皆様と共に歩んで 12 年目を迎えます。
風潮が蔓延しています。一方、これに抗するよう
新潟の地に支え合いの種を蒔いて、少しずつ
に、国連は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を定

昨年はお世話になりました。

芽が育ってまいりました。今年もたゆまず共に
理事長 高見 優
め、また協同組合が世界文化遺産に登録されるな

今年は社会福祉法人けやき福祉会にとって

努力を続けてまいりましょう。
ど（ユネスコ）
、社会的連帯経済（私たちが日々実

正念場の年になります。

践していること）に、大きな期待が寄せられてい

性根を据えて頑張ります。

平成３０年 元旦
ます。

皆様のご支援をよろしく

新しい一年、
「ささえあいの地域社会」をめざし、

常務理事 神保桂子

ささえあい生協を強くし、非営利・協同の輪をさ
らに、広めていきましょう。

専務理事 武田貞彦

お願い申し上げます。
常務理事 八幡 義博
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役員その 2 理事

明けまして
おめでとうございます
皆様と共に歩んで 12 年目を迎えます。
新潟の地に支え合いの種を蒔いて、少しずつ
芽が育ってまいりました。今年もたゆまず共に
努力を続けてまいりましょう。

各事業所のサポートをして半年が経ちました。
まだまだ力不足ですが
今年も目一杯、頑張りますので
よろしくお願い致します。

平成３０年 元旦
常務理事 神保桂子

常務理事 伊藤 健一
理事

佐藤道代

あけましておめでとうございます
早いものでささえあいに入職して 10 年目の
年に入ります。節目の年として、今までのこ
と、これからのこと改めて-棚卸と目標設定をしたいなと考えています。
皆様のご多幸を心よりお祈り
申し上げます
ワンダフルな一年を！！

皆様のご健勝とご多幸をお祈りするとともに、 本
年もより一層のご支援ご指導の程、宜しくお願い申
し上げます。

常務理事代理

居川 諭

新しい年を迎え皆様いかがお過ごしでしょうか。
戊戌（つちのえいぬ）は、これまで頑張ってきた
人は見事に花が咲く年と言われています。
私がささえあい生協の理事を拝命して、1 年半が
過ぎようとしていますが、法人に対し、何も貢献で
きなかった感があります。
しかし、政治・経済政策に対する一層の不信感、
ますます進む格差拡大という、今日的状況を突破す
る一つが「協同労働」にあると信じ、今年も頑張り
たいと思っています。
組合員のみなさまの一つ一つの花が見事に咲き、

「ささえあいの花」が大きく咲き誇ることを祈念
いたします。
理事 佐藤 志津

～

謹

賀

新

年

理事 竹内

様々な変化に関心を持ち、考え、協力し合い、
思いやりのある、人とひととの良い環境づくり
を目指す年にしましょう。
今年もみんなが健康でありますように。

賀 正

厚く御礼申し上げます。
去年は結婚式を無事
に終えることができ
ました！家族のため
に今年も頑張りま
す！！

川上

征一

今年は組合がさらに飛躍する年です。

～

旧年中は格別のご高配を賜り

理事

新年のご挨拶

心司

新年おめでとうございます
本年も宜しくお願い申しあげます。
会員の皆様の御多幸を心よりお祈り致しま
す。
平成３０年

元旦
理 事
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さ生協 9 周年 役員が語る今年の抱負
あけましておめでとうございます

顧問 監事

（１）

明けましておめでとうございます。

昨年はささえ愛よろずケアタウン開設 5 周年を迎
え統合医療学会と合同で記念講演をやらせていた
だきました。本年もまた 9 月 2 日に素晴らしい講
師をお呼びして講演会をやる予定です。
また、8 月 4 日には当院駐車場にて、
「よろず夏祭
り」をささえあい生協と合同開催する予定です。
地元町内で休止となっている盆踊りをフクシマ避
難者の方々と一緒に復活させる企画です。本年も
昨年同様のご支援ご協力を賜りますよう何卒よろ
しくお願いいたします。
理事 ささえ愛よろずクリニック 今村達弥

本年もよろしくお願いいたします。
規模が飛躍的に大きくなってきた昨今です
が、ささえ愛協同組合のブランド構築には丁度
良い規模になってきたと思います。
直接人と向き合う仕事ですから大変な仕事で
あることは間違いありません。入所者の皆さん
に喜んでいただき、自分の生活を守っていくに
は、自分自身がしっかりとしていかなければな
りません。
一歩一歩一緒に勉強し、成果を積み重ねましょ
う。
顧問 小野守通

謹んで新年のお喜びを申し上げます。

世界全体が幸福にならないかぎりは、

昨年中は大変お世話になりました。

個人の幸福はありえない。

「今だけ・金だけ・自分だけ」の乱れた世の中か
ら、
「未来に責任を持ち・拝金主義に陥らず・みん
なの幸せ」のために、今こそ、
「福祉・生きがい・
仕事おこし」の社会に役立つ事業活動をとおして
協同の輪を大きく広げていきましょう。
今年もよろしくお願い申し上げます。
平成 30 年元旦
監事 中村 昇

どなたでも参加自由！

宮沢賢治の言葉です。
最近は自分とその周辺の幸福の追求が目立ってい
ます。
「ささえあい」の活躍が、より一層期待され
る年です。
I wish your new year may exceed the last.
(新年が昨年を超えるほど良い年でありますよう
に。)
まずは健康で一年を送りましょう。
戊戌元旦

監事 前田啓二

（2018 年 新春懇談会 のご案内）

テーマ「老いから死までを支える仕組みを考える」
日 時

１月１０日（水）

会 場

葡萄の木

午後３時３０分～５時３０分

生協本部会議室（新潟市西区小針南台 3-16）

★「茶話会」です。お茶・コーヒーを用意します。菓子等ご持参もかまいません。

お葬式・お墓はどうしよう

と思っていませんか？

「よい死に方＝よい生き方」とは？

ささえあい生協の属する高齢協連合会の仲間の高齢協では、組合員のための協同墓・共同墓を緑の
空間に建設し、花の咲く時期に組合員が集い・散策したりする取り組みをしています。
ささえあい生協も老いから死までを支え合いたいと思います。一緒に仕組みを考えませんか？
小谷みどり著「＜ひとり死＞時代のお葬式とお墓」（岩波新書）も取り上げています。

兵庫高齢協では、オリジナルの「私だけのエンディングメモ」を作成…、…司法書士や弁護士…に
よる終活セミナーを開催し……。京都や香川県の高齢協などでもみられ、老いから死までを支える仕
組みが広がりつつある。
前記の小谷みどり著をお読みください、ご持参ください。参考資料とします。
※ お問い合わせ・ご意見・ご要望は、本部事務局まで
TEL：025-378-6181

FAX：025-230-6680
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e-mail ：seikyou-jimukyoku@sasaeai-coop.com

201７年度 年賀状 各事業所から①小規模多機能型居宅介護事業所

さ生協

9 周年

役員が語る今年の抱負

（１）

【小規模多機能型居宅介護事業所】
ささえ愛あわやま（新潟市 東区）

ささえ愛きたかみ（新潟市

謹 賀 新 年

～明けましておめでとうございます～

旧年中は皆様には、大変お世話になりました。
職員一同厚く御礼もうしあげます。
本年はおかげ様で「きたかみ」は地域の皆様の
ご支援で 10 年目を無事迎えることが出来ました。
今後も皆様に寄り添い、安心して暮らせる
地域づくりを目指してして行く所存でございます。
皆様のご健勝とご多幸をお祈りするとともに 、本
年もより一層のご支援ご指導の程、宜しく お願
い申し上げます。

旧年中は皆様方にたくさんのご支援ご協力
を賜りまして心より感謝申し上げます。
本年も利用者様にお健やかにお過ごしいた
だけますよう、そして、笑顔とあたたかな場所
になれますよう心をこめて支援させていただ
きます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りすると共に
今まで以上のご支援ご指導のほど、宜しく
お願い申し上げます。
平成 30 年 元旦
ささえ愛あわやま職員一同

ささえ愛わりの （新潟市

謹

賀

新

秋葉区）

平成３０年元旦

江南区）

ささえ愛下山

年

ささえ愛きたかみ一同

（新潟市

東区）

新年あけまして
おめでとうございます

旧年中は格別のご高配を賜り、誠に
ありがとうございました。

旧年中は、皆様から沢山のご支援ご指導を
いただき、心より感謝申し上げます。
私達は、常に皆様と一緒に、この住み慣
れた地域で、末永く暮らしていけるような
事業所でありたいと思っています。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

本年も相変わらず、よろしくお願い
いたします。皆様のご健康とご多幸
をお祈り申し上げます。
平成 30 年 元旦

平成３０年 元旦
ささえ愛下山 職員一同

ささえ愛わりの 職員一同
ささえ愛あいの山 （佐渡市）
⑥ ささえ愛あいの
新春のお慶びを申し上げます。

ささえ愛いしやま

昨年中は大変お世話になりました。
今年は佐渡市における小規模多機能型事業
所の真価が問われる年になるように思いま
す。
利用者様、地域の皆様に「あって良かった。
ささえ愛」といわれるように、職員一同頑張り
ますので、ご支援・ご協力をお願い申し上げ
ます。

（新潟市

東区）

旧年中は皆様からのご支援ご指導
誠にありがとうございました。
本年も利用者様をはじめ、ご家族、
地域の皆様に満足いただける事業所を
目指し、より一層のサービス向上に努め
てまいります。
利用者様を愛し、利用者様に愛される、
事業所、ささえ愛いしやま❢
本年もよろしくお願い申し上げます
平成30年 元旦
ささえ愛いしやま職員一同

平成 30 年 元旦 ささえ愛あいの山一同
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201７年度 年賀状②

小規模多機能介護事業所・通所介護・グループホーム・サポステ

*****************************************************
ささえ愛おうみ （新潟市中央区）
デイサービス

✿

あけまして
おめでとうございます

ゆきわり荘

（村上市）

謹賀新年

✿

旧年中は、皆さまからたくさんのご支援と
ご協力をいただき誠に有難うございました。
これからも、ご利用者様、ご家族様に、
『ゆき
わり荘に行って良かった。』と思っていただけ
るような温かな支援を心がけ、地域に無くて
はならない事業所となるよう努めてまいりま
す。今年も、宜しくお願い申し上げます。

昨年中は大変お世話になり、誠にありが
とうございました。
ご利用者様、ご家族様、地域の皆様に
誠心誠意貢献できる事業所でありたいと、
頑張ってまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成 30 年 元旦
上海府デイサービスセンター

平成 30 年 元旦 ささえ愛おうみ 職員一同
グループホームなかよし家（新潟市秋葉区）

ゆきわり荘

本部事務局（新潟市西区）

謹賀新年
一番くつろげる場所
何でも言える場所
ほっとできる場所
自由気ままに振舞える場所
喧嘩したり、泣いたり、笑ったり感情をぶつけ合う
等様々な表現があっても良い場所
それが、
『なかよし家』です。
なかよし家の花は『薔薇』
。
9 本の薔薇と 9 名の利用者様と 9 人の職員が
ずっと一緒に支えあって生活していく家です。
今年も一年、宜しくお願い致します。
ささえ愛なかよし家

職員一同

三条地域若者サポートステーション

長岡地域若者サポートステーション

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます

働きたい若者の就職応援隊！長岡サポステを
今年はささえあいが三条サポステを受託して

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

10 年目となります。
地域に足跡を残せるよう、職員一同、心を込め
て「よい仕事」に励みます。
今年もご指導、ご協力
よろしくお願いします。
2018 戌年

元旦

三条地域若者サポートステーション職員一同

長岡地域若者サポートステーション一同
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小規模多機能介護事業所・通所介護・グループホーム・サポステ

*****************************************************
新潟市ひきこもり相談支援センター
希望の庵 良寛

謹

賀

新

（サ高住）

年

西郷どんと
仲間たち

。

サービス付高齢者向住宅「希望の庵

平成 30 年 元旦

きまま舎（就労支援事業）

良寛」

きまま舎（天寿園カフェ Kimama）

～

謹

賀

新

年

～

旧年中は格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます

障がいのある人もない人も、ささえあい共に
働く事業所として、2018 年の飛躍を誓いま
す！！

今年で、天寿園カフェ kimama は OPEN から
丸３年を迎えます。今後も、ささえあい生協組
合員の皆さまから、愛されるカフェでありたい
と思います本年もより一層のご支援ご指導の
程、宜しくお願い申し上げます。

就労支援事業所
きまま舎一同

平成３０年

元旦 天寿園カフェ kimama

「１００歳を目指して」
理事 竹内 征一
日本は今、１００歳以上の男女が約７万人もいる、長寿世界一と言えるだろう。
日本の素晴らしい風土・環境が長寿社会を創り出しているのかもしれない。
かく言う私も１０月に８０歳を迎えた。まさにいつの間にかという感じであった。
振り返れば戦中戦後の困難を耐えて無事育ててくれた親のお陰と、今さらながらに感謝せ
ずにはいられない。
さて、これから１００歳までの２０年間をどういきてゆくかである。まず、健康第一元
気であること。第二は毎日を張り切って忙しく過ごすこと。第三に多くの人と交わり尽く
すことに生きがいを求め、頑張ってみようと思う。自分の目標は残された２０年間を皆さ
んと有意義に楽しく過ごせたら幸いです。たった一度の人生ですから。感謝、感謝。
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201７年度 第６０号 ささえ愛なかよし家

ささえ愛なかよし家

11 月 19 日（土）新潟で初雪が降った日、
秋葉区のグループホームささえ愛なかよ
し家で野口一正さんの 106 歳のお誕生日
会がありました。
午前はご近所のボランティア川崎和幸さ
んによるギター演奏に合わせ全員で“荒城
の月”や“岸壁の母”などを歌いました。
そしてお昼にはお刺身やチラシ寿司など
のごちそうをでお祝いをしました。
皆さんに囲まれ穏やかな笑顔で、なかよ
し家での暮らしを楽しまれている、とても
昨夜の夜中 12 時に職員の高橋さんが「野口さ

お元気な野口さんでした。

んおめでとうございます。」と、小声でそっとお
祝いに来てくれました。とても嬉しかったです。
この会のために職員さんたちが朝早く来て飾り
野口さんプロフィール
明治 44 年 11 月 19 日生まれ

つけや準備をしてくれて感激しています。
もっと長生きして皆さんと楽しくお付き合いが
できるように頑張りたいです。（ご本人談）

日課は毎朝の新聞
長寿の秘訣は 1 口 50 回噛むこと！
足腰もしっかり。
とっても世話好き。

グループホーム・ささえ愛なかよし家の思い「9 本のバラ」
・・・グループホームとは、認知症のある方が必要な支援をうけな
がら家庭のような環境の中で共同で暮らす施設です。
ささえ愛なかよし家では、定員 9 名の入所者様・9 名の職員がか
けがえのない存在であり、ずっと一緒に暮らしていきたいという、
管理者の大屋さんの願いを込めた 9 本のバラが飾られています。
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201７年度 第６０号 職員交流会

全体職員交流会が開催されました！！
10 月 14 日と 28 日の 2 回に分かれ、昨年に引き続き全体職員交流会が行われました。日頃の労をねぎ
らうと共に、異なる施設の職員同士の交流を図る機会でもありました。いつもは縁の下の力持ちの職員
達が、この日は主役となって楽しい時間を過ごしました。
フレッシュな司会陣のコメントと併せて当日の様子ををご覧ください！

事業所インタ

第 1 回目の全体職員交流会で司

ビューに答え

会・進行を務めさせて

てくださった

いただきました。

方々、コーラ

司会をするのが初め

飲み選手権

てだったのでとても

に出場して下
さった方々、ありがとうございまし
た！！今後もこのような機会を通
して、事業所同士のつながりを深
めていけたら素敵ですね！
（きまま舎：景山さん）

緊張していましたが、
職員の方のノリが良
く、温かく見守ってい
ただいたおかげで、
なんとかやりきること
ができました。
（本部：青柳さん）
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打倒サンシャイン青柳！
第二回職員交流会を前にわたし、齋藤
の心は燃えていた。対抗できるのは江
頭 2:50 の三角立かリスクをしょってのア
キラ 100％か。
当日は皆様の協力もあり銀の皿を使わ
ずとも盛大に進行。
わいせつ罪で警察沙
汰にならなくてよか
った。
何はともあれ 11 周
年、誠におめでとう
ございます。
（ひきセン：斎藤さん）

201７年度 第６０号 B 部会研修 介護の仕事に就いて

Ｂ部会合同研修会
11 月 24 日（金）に三条若者サポートステーション
で、Ｂ部会の 4 事業所（三条若者サポートステーシ
ョン・長岡若者サポートステーション・ひきこもり
相談支援センター・就労支援事業所きまま舎）によ
る合同研修会を行いました。
「自分の事業所の説明」
「自分の役割」等を発表して、
「事業所の課題」などを話し合うという密度の濃い
内容でした。他の事業や専門分野についての理解が
深まると同時に、日頃の業務に対する気づきも大き
く、各自成果が得られた研修でした。
研修の後は、三条駅前での楽しい懇親会で親睦を深めました。

「介護の仕事に就いて」
ささえ愛きたかみ

岩橋直也

５年ほど前のある日、当時中学生だった息子が

好きなのか、仕事に誇りを持って生きているの

授業の一環として、両親へ仕事に就いてのインタ

か、やりがいや生きがいを感じているのか、と不

ビューをしてきました。

安になってしまったのです。

「どんな仕事をしているのですか？」

結局その質問に適当な言葉を見繕って答えた

「なぜその職業に就いたのですか？」

私は、その後自問自答の日々を過ごすようになっ

その頃の私は建設業で営業と現場管理をやっ

ていき、ついには、収入を得るためだけに働くの

ていたのですが、少し大人びてきた彼の質問にな

ではなく、もう一度仕事の喜びを味わいたいと思

るべく正直に答えようと自分自身を確かめるよ

ってそれまでの会社を退職しました。

うに１つ１つ回答していきました。

現在、「ささえ愛きたかみ」で介護の仕事に就

ところが、ある一つの質問に対して答えを詰ま

いて約 2 年半になります。

らせてしまったのです。

この短い間にも何人もの利用者の

「あなたは何のためにその仕事

方々との出会いと別れを経験しま

をしているのですか？」

したが、はたして、私は皆さんに

妻は即座に「生活する為」と答

喜んでいただける仕事をしている

えました。それは、女性らしい

のだろうか。自己満足に陥っては

割り切った明快な答えだとは思

いないだろうか。自分自身が充実

いましたが、父親としてはそれ

した毎日を過ごすためにも、改め

だけでいいのかと疑問を感じた

て自分に問いかけています。

のです。

そして、今では高校 3 年生にな

日頃から息子には、自分の好

った息子が、私のことをどう見て

きなこと、やりたい事をみつけ

いるのか少し気になる毎日でもあ

て生きていって欲しいと思って

ります。

いた私は、自分自身では今の仕事が
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201７年度 第６０号 理事会報告、生協強化月間の取組み、１０月末事業報告

理 事 会 報 告

労金連合会からの申し出により、総額４億９千５

第２回理事会を 10 月 28 日（土）新潟市アートホ

変更することになるため。

テルで開催しました。 以下の議案を審議し議決しま

第４号議案

００万円の１/２を労金連合会からの協調融資に
役員報酬規定の新設について
※常勤役員の報酬を常勤ヘルパー

した。
第 1 号議案 専務理事基調報告

年俸の 2.0～3.0（支給上限額）、年金所得の 1/2

第 2 号議案 常務会、本部報告

を支給上限額から減算、などを規定した。

栃倉常務理事の辞任（10/20 付）を含む
第 3 号議案 社会福祉法人けやき会の新潟県労働金

なお、同会場にてけやき福祉会役員との意見交流

庫からの融資（４億９千万円）の連帯保証について、 会、続いて、全職員交流会が開かれました。

高齢者生協強化月間の取組について

10 月～12 月は生協強化月間です。ご協力をお願いします

ささえあいの仲間を増やそう！（１口 5 千円で組合員に）
強化月間のテーマ１、ともに手をとりあい、誰もが光輝いて生きることのできる社会を！（高齢協連合会）
２、私たちは、ささえあいの地域社会を創ります。（ささえあい生協）
【組合員になったらこんなメリットが！！】
① ２月に１回の会報が届き、生協主催のさまざまなイベントや行事の案内があり、組合員価格など有利な条
件で参加できます。
② 生活支援事業（ささえあいサポート）が利用できます。提供出来ます。
③ 各事業所及び本部（よろず相談センター）で生活相談が無料で受けられます。
④ 新潟労働金庫のフリーローン（上限１０００万円

年利３.８５％）が利用できます。マイカー・教育ロ

ーンも利用できます。安心の輪がグゥーンと広がりました！
【４月～１０月事業別損益状況】（※下記事業以外にその他事業があるため、合計は一致しません。）
介護事業部
事業部

小規模多機能

通所介護

受託事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

(サ高住）
良寛

単位：千円

本部

法人全体

収

入(+)

379,270

22,967

24,065

80,179

13,117

2,104

521,672

原

価(-)

316,547

22,465

22,506

69,881

13,192

311

444,902

62,723

502

1,559

10,298

-75 （-5,662）

76,770

36,660

210

1,260

5,528

180 （47,458）

51,263

営業外損益(+)

4,567

216

370

412

509

（4,051）

10,125

経常損益

30,630

508

669

5,182

254 （-1,611）

35,632

売上総利益
経

費(-)

10 月末で、法人全体の事業高は 521,672 千円
（予算比 102.4％）、
経常利益は 35,632 千円
（予算比 165.0％）
とともに予算を達成しています。介護事業所中半分以上の事業所では予算を達成しています。年末にかけて復調し
ている事業所もみられますが、利用者様の入れ替わり等で苦戦をしている事業所もあるのが現状です。事業所は売
上増と費用減を念頭において年度末での予算達成を目指していきます。
三条サポステ、長岡サポステ、ひきセンの受託事業については、行政委託の事業のため期中に経常利益が発生す
ることがあったとして、年度末には計上利益が￥０になります。10 月末での行政委託事業分の計上利益は１，２
１８千円なので、全体の実質経常利益は 34,414 千円となります。
１２月初旬に社会福祉法人けやき福祉会への寄付金（50,000 千円）を新潟県共同募金会を通じて実行しました。
前期以前計上されている 28,000 千円、今期計上する寄付金額は 22,000 千円となります。今期の税計算では
50,000 千円全てが損金計上されることになり、法人税の大幅削減が予定されているので各事業所で利益を上げ、
蓄積するチャンスと考えています。
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２０１７年度 第６０号

「原爆がもたらしたもの ～被爆 2 世が語り継ぐこと～」第 2 回（全 3 回）
新潟県原爆被害者の会（新友会）
事務局長

（先号の要略）

西山

謙介

様

徴兵先の広島で被爆した父は、終戦となって心と
体に大きな傷を追って長岡の自宅へ戻ってきた。

幸いすぐに死ぬことはなかったのですが、肝
臓がダメージを受けていたらしく、黄疸がでた
り、またいわゆる原爆ぶらぶら病なのか、入退
院を繰り返しておりました。たばこは吸わず晩
酌もしない父でしたが、付き合いにより外で飲
まざるをえないこともあったようで、家に帰っ
てくると朝まで洗面器を抱えて唸っておりまし
た。それを教訓にすればよかったのかもしれま

せっかく生を受けたにもかかわらず、生き続け

せんが、私は飲む人間になってしまいました。

ることができなかった姉のスミエ。死んだこと
に被爆が影響したかどうかはわかりません。た

原爆については少なくとも私には一切語るこ

だ、その時の母の「広島の毒」の話に、言いよ

となく、１９７５年５７歳で亡くなりました。

うのない恐怖がずうっと心の中に残りました。

満州で通信兵として手柄をあげた話とかは、

大学を卒業してすぐに長岡に戻り、就職して労

嬉々として私に話しておりましたが、広島の話

働組合運動には真面目に参加してきましたが、

はしたくなかったようでありまして、したくな

原爆については避ける日々を送っておりまし

いというか思い出したくもない。人間の最悪の

た。特別差別を恐れていた訳ではありませんが、

悲惨を見てしまったんだと理解しております。

漠然と被爆者の子供であることは人に言わない

その父が長岡に帰ってから３年後に私が生まれ

方が良いと思っていました。

ました。高校の時に父が被爆者だと知りました。
１９６６年に新潟県原爆被害者の会が結成され

そんな私に突然転機が訪れました。２００７

ておりますので、たぶん私が高校 1～２年のこ

年に検査でがんが見つかったのです。医療生協

ろ結成準備が進んでいて、父の所にも頻繁に電

の方もおられるのであれですけど、今のお医者

話がかかってきたと思います。母親に確かめる

さんは容赦ないですよね。恐る、恐る「早期で

と、あっさり認めました。父が長岡に戻りすぐ

すよね」とすがるように聞く私に対して、
「いや、

に授かった女の子が、出生後すぐに死んでしま

進行がんです。」と。気の小さい私は意識を失い

ったことを話してくれました。生まれてからず

そうになりました。先生は「ああ～、そこに寝

っと唸り声を発していた子が、声が聞こえなく

て寝て」と私が倒れそうな感じだったんでしょ

なっていたら死んでいたということです。そし

うけど、そんなことがありました。
（次号に続く）

て私に、「広島の毒は、（その子はスミエという
名前なんですが）スミエが全部持って行ってく

第２８回新潟県生協連合会平和集会（8/9）での講演録を
新潟医療生協様がまとめたものを、一部割愛し掲載させい
ていただきました。
（編集部）

れたから、お前は心配しないでいい」と言われ
ました。
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２０１７年度 第６０号 福島視察交流活動報告①

専務理事

武田 貞彦

去る 10/24-25、標記バスツアーに総代の諸

ＪＡふくしま未来のモニタリングセンターで

橋さんと２人で参加させていただいた（全体で

は４６台の検査器があり、出荷物の全品目検査

２５名）。主な視察先は①農産物の放射能検査を

が行われており、その数は年間３万件に及ぶと

実施しているＪＡふくしま未来（福島市）

いう（１検査２０分かかる）。出荷制限の国の基

②

米の全袋検査場の帝北ロジステックス西物流セ

準は１００Ｂｑ/Ｋｇ、ここでは６０Ｂｑ/Ｋｇ、

ンター（福島市）

③土湯温泉地熱発電所（福

測定下限値は２５Ｂｑ/Ｋｇで、近年ではほぼそ

④海産魚介類の検査体制と、県漁協に

のようになっていると現場の職員さんが話され

よる試験操業の取り組みの小名浜魚市場（いわ

ていた。米の全袋検査場では収穫期ということ

き市）

島市）

⑤福島第一原発付近（大熊町）

⑥災

もあり、３０Ｋｇの袋が山積みされ、５本の自

害・除染廃棄物の減容化施設（富岡町）

であ

動化されたラインで１袋、１袋が検査器を通過
し、フォークリフトが忙しく動き回っていた。

った。
「百聞は一見にしかず」
「実際に行って、見て、

震災での福島県漁業の被害は、漁船、漁港、

体感する」ということの重要性がいわれている

養殖施設、加工施設など８２３億円とのこと。

が、今回もまったくその事を痛感させられたツ

その上に原発事故が重なった。事故直後から沿

アーであった。震災・原発事故から６年半、現

岸漁業は操業自粛。今年１０月時点で国からの

地の困難や苦労は本当は解決していないにもか

出荷制限指示のある魚介類は１０種。平成２４

かわらず、強引に進められる原発再稼働の動き

年６月から、魚種を限定し試験操業が行われて

に腹を立てるばかりではあった。しかし、現地

いる。漁協での自主検査は、水揚げ日毎に、全

の日々の困難は私の想像をはるかに超えてい

魚種について、いわき市（９台）、相馬市（８台）

た。というより、普段、福島の困難を何も知ら

で検査している。自主基準値は５０Ｂｑ/Ｋｇ。

ない、考えてもいない自分に向き合うこととな

２５Ｂｑ/Ｋｇを超えた場合は県で精密検査。実

ったのだった。

際にはほとんどが不検出（25Ｂｑ/Ｋｇ超は６
例のみ）と漁協の方が話されていた。

リハーサル風景

エンディング

いわき市から福島第一原発の見える大熊町ま

で、海沿いの道路を北上する。空間の放射線量
を示す、μＳｖ/ｈは楢葉町、富岡町、大熊町と
北上するにつれ、１、２、３と上昇していく。
私たちのバスが通る道路のみは、さらに北上が

米の全袋検査場

可能と言うが、東西の道路は閉鎖されている。
私達の若い頃の人気グル
また道路に面した家々の玄関も格子のシャッタ
ープ。少しも歳月を感じ
させない姿勢、若々しい
ーが設置され家屋敷への侵入が防止されてい
声で懐かしく聴かせてい
る。除染廃棄物を詰め込んだ通称フレコンバッ
ただきました。負けずに
クがいたるところに仮置き場として山と積まれ
若々しく元気であらねば
ている。
《次ページへ続く》⇒
と思いました。
（参加者Ｄさん）
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201７年度 第６０号 福島視察交流活動報告②

署名協力のお願い

⇒《前ページの続き》

自分の家や財産が国家に隔離され、汚物扱い
にされているという異様な光景だ。まるで、戦
時の焼け野原のような様相を呈していると感じ
るのは私だけだろうか。
大熊町・双葉町（福島第一原発立地）の手前
の富岡町のスーパーに停車。本ツアーに２日間
同行くださった、福島県生協連の佐藤専務が説
クレーンがあるところが福島第一原発

明する。
「このスーパーを利用するほとんどの人
は、原発関係で働いている作業員です。富岡町
は今年の４月に避難指示が解除されたが、帰還

２日間の佐藤専務の話の中で、一番印象に残っ

者は１割に満たない。何故なら、帰りたいと思

た言葉。「Ｂｑ/㎡（汚染実態）、Ｂｑ/Ｋｇ（移

っても、お店も、病院もなく、近所の人もいな

行係数）
、μＳｖ/ｈ（空間線量）
、私たち福島県

い。帰れないのです。」「帰還困難区域になって

民は、この三つの単位で示される数値に一喜一

いる大熊、双葉、浪江では３０年、４０年経っ

憂したり、翻弄され続けています」
「私が、一番

ても戻ってこれないでしょう」
「現時点の、避難

皆さんにお願いしたいこと、それは、福島を忘

者数は、県内約１万９千人、県外約３万５千人、 れないでほしいということです」。 そして「忘
れないという事は、戦いでもあります。」と話さ
合計５万５千人です。
」
れた。
福島を忘れてはならない。そして、私たち大人
の責任として原発のない社会を実現しなくては
ならない。改めて、私はそう誓った。福島は終
わっていないのだ。
私の友人は、東日本大震災の起こった時間、
14:46 分に自分の携帯のアラームが毎日鳴るよ
うに設定している。「福島を忘れてはいけない」
と自分への警告にしているという。私もこの視
察を終えて、アラーム設定した。
お客の多くは原発作業

「ヒバクシャ国際署名」ご協力のお願い
今年 7 月、国連において「核兵器禁止条約」が採択され、核廃絶に貢献した組織「ＩＣＡＮ」が
ノーベル平和賞を受賞するなど、核廃絶の機運は新たな局面を迎えています。こうした中、8 月に
「ヒバクシャ国際署名」新潟県連絡会（事務局は県生協連）が結成され、署名運動が提起されてい
ます。

2020 年の国連提出まで続けられます。 新潟県内 100 万筆を目標に署名に取り組んでいき
ます。署名用紙を同封しましたので、ご協力をお願いします。送り先は本部まで。（武田）
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２０１７年度 第６０号 組合員の皆様からのたより

組合員の皆様からのお便りです
◆今年は早めに年賀状書いて、ドタバタしない年

◆私の座右の銘です。
“温故知新”と“タイミング”
。

末にしない。そして清掃も早めにと思っていま

（新発田市

す。（新潟市

両方が合わされば鬼に金棒ですね！

Ｎさん）

K さん）

ゆとりの年末ステキです！

◆ささえあい第 59 号 封を切ったとたんにさわ
◆いつも会報ありがとうございます。“組合員様

やかな感じがしました。それは空色の写真が 3 枚

の戦争体験”を読ませていただきました。私の母

目に入ってきて、活字が詰まっていない感じがあ

は 88 才で長岡の空襲を体験しました。その時の

ったせいでしょうか。編集部のご苦労をお察しし

体験は今でも語ろうとしません。それほど筆舌に

ます。「秋の中越路ツアー」行きたいのですが、

尽くしがたいほどのものだったのでしょう。私は

10 月は日程一杯で残念です。又計画して下さい。

“戦争を知らない子”です。我が子も孫もその先

（新潟市 S さん）

の者までも、むごたらしく悲惨な戦争を知らない

温かいお褒めの言葉をありがとうございます。

子いつづけて欲しいです。(妻記）新潟市 Ｍさん

次回のツアーご一緒出来ればうれしいです。

・・お母様にとって、戦後 72 年を経ても決して
忘れることが出来ない記憶として残っているの

◆会報楽しみに読ませて頂いております。有難う

ですね。Ｍさんのおっしゃるように悲惨な出来事

ございます。（佐渡市 Ｋさん）

を繰り返さないことが我々に課せられているの
だと思います。（新潟市 Ｍさん）

◆毎回楽しみに読ませてもらっています。あ
りがとうございます。（新潟市 S さん）

戦後 72 年を経ても決して忘れることが出来ない記

皆様の励ましの声がやる気の源です。本当にありが

憶として、お母様の中に残っているのですね。Ｍさ

とうございます。

んのおっしゃるように悲惨な出来事を繰り返さな
いことが我々の務めですね。

◆いつもクロスワード楽しみにしています。今回
の答えは季節ものでしたね（笑）新潟の冬にはか

◆私の祖母がお世話になっております。とても良

かせないアイテムですね！！（新潟市 O さん）

くしていただき喜んでおります。家庭的で対応も

◆毎日慌ただしく生活している中、ホット一息つ

あたたかいです。今後ともよろしくお願いしま

いた時、毎月届く会報のクロスワードパズルを解

す。祖母からシールをはってもらいました。

くのが楽しみになりました。孫と一緒に楽しんで

（佐渡市 Ｈさん）

おります。作る方は大変だなといつも感心してお

お祖母様の手でシールを貼っていただいた、とって

ります。これからも頑張って下さい！！（新潟市

もきれいなお手紙が届きました！！

Ｗさん）
◆いつもいろいろ問題を考えて下さりありがとう

◆親が“はよし”にお世話になっております。訪

ございます。毎回楽しみにしております。

問の時、体温・血圧等を測ってくださるのであり

（新潟市 Ｓさん）

がたいです。（新潟市 Ｓさん）

クロスワードパズルは、毎回八幡常務が知恵を絞っ

はよしの職員も、お母様の健やかな日々をお支えし

て作っています。温かいメッセージありがとうござ

たいと頑張っています。

います。
※ 掲載しきれなかった皆様も、投稿ありがとうご
ざいました。
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２０１７年度 第６０号 第５９号解答と第６０号出題クロスワードパズル

第５９号の解答は左です。

）

クロスワードの赤字を取り出すとう、く、よ、は、ちとな
ります。正解は、この字を並べ替えてできる言葉「はくち
ょう」でた。
第６０号の正解者は、次の方々です。
（佐渡市）北川 ヤエ子様 葉梨 香奈子様
（新発田市）倉島 和子様
（新潟市秋葉区）川上 智恵子様
（新潟市中央区）大越 みさ子様 曽山 正明様
桜川 順子様 溝口 秀雄様 坂上 かほる様
（新潟市西区）清水 勝様 中野 恵子様 近藤 悦子様
（新潟市東区）武藤 千鶴様 中澤 節子様 阿部 信子様
赤城 敬子様 笠原 三枝子様 小倉 玲子様 柳 浩子様
田辺 奈々子様 小林 栄子様 大野 好子様 中島 芳江様
鈴木 清子様 坂上 里子様 渡辺 恵理子様
以上、２６名の皆様が正解されました。
おめでとうございます。後日、賞品を郵送いたします。

タテのカギ

1

2

3

4

1. 伊勢や車や芝、甘がつ
くおいしいものは
5
6
2. 世界記録を登録する？
3 トルネード投法で大リ
ーグでも活躍した投手
4 実際に起こった事柄
7
8
9
6 心臓の拍動によって生
じる動脈壁の振動が末梢
血管に伝播されたもの
10
11
7 内閣総理大臣を長とし
設置された国の行政機関
8 樹皮と木質部の間から
12
13
14
15
分泌される乳白色の粘り
けのある液体として採取
する塗料の一種
16
17
13. 言行や心がけなどが
すぐれていて、褒めるに値
するさま
18
15. 賃金・料金を払わな
いこと
16.去年オリンピックが
開催された都市は？
解答を記入し終わりましたら、二重枠の言葉を並
17.正月の遊びといえば
び替えて一つの言葉にしてください。その言葉を
羽根つきに〇〇ですね。

お送り下さい。
（ヒント：これを参拝すると七つの災

ヨコのカギ
1. よい事があるように
と祝い祈るための品物
5.紅葉の赤はこの木の葉
7.1 より大きい整数で、1
とその数以外で割り切れ
ない数
9 奴（やっこ）を別に読
むと
10 日本の伝統芸能で江
戸時代までは猿楽と呼ば
れた
11 『スター・ウォーズ』
シリーズに登場する人
物。
「エピソード 4〜6」
の主人公の名前
12 相撲をする人間のこ
と
14 大谷翔平が所属する
チームは日本〇〇
16.スキー場で混雑して
いる場所は○○○乗場
17 つげ知らせること
18 義経が子供時代に過
ごした場所

難が除かれ、七つの幸福が授かると言われています。）

解答の方法は、はがき、メール、ＦＡＸ

いずれも OK です。

解答要領 できた５文字の言葉をささえあい生協事務局までお送りください。
事務局の宛先は、表紙上段（題字横）をご覧ください。なお、同封のハガキをご利用ください。
●住所、氏名ならびに●本誌へのご意見・ご要望や近況などもお聞かせ下さい。
●また、本紙に掲載する皆様の投稿記事や原稿を募集しています。ご遠慮なくお送りください。

◆パズルの締め切りは１８年１月末日。◆正解は２月号（６１号）にて発表します。
15

２０１７年度 第６０号 互助会からのお知らせ 俳句 お笑い 編集後記

出資金残高通知書

＊お笑いコーナー＊

し
と
し
と
と

◎ 瓢湖の鳥が風邪をひいたハクチョン！
◎ 佐渡へ行ったら白い鳥が飛んでいたよトキドキ

さ
さ
め
の
雨
の

◎ 新之助うまいね。
おにぎりはサケ（鮭）がウメ―（梅）よ
◎ 浅草の雷門の仁王様が大きなオナラをした。
におう(仁王）か。
◎ もうすぐだね寺の坊主が 2 人来たよ。
お尚がツー（お正月）

◆１０月入職者
きまま舎
ささえ愛はよし
ささえ愛おうみ

７名
浅川 真紀子さん
曽我 洋子さん
有田由美子さん
小林 薫さん
ささえ愛きたかみ 深井ひで子さん
ささえ愛わりの
五十嵐綾子さん
ささえ愛いしやま 伊藤 豊美さん

就労支援員
介護職
介護職
介護職
介護職
介護職
介護職

◆１１月入職者
ささえ愛おうみ
きまま舎

調理
就労支援員

２名
古川 久江さん
星 ゆり子さん

※10、11 月の退職者は６名でした
１１月末日現在の職員数は
常勤職

１１５名

非常勤職

１１９名

合計

２４３名

■会報に同封している返信用葉
書の枚数が号を追うごとに増え
ていて届く度に大変嬉しく思っ
ています。
編集部にとってもささえあい生
協にとっても、組合員さんの生
の声が聴ける大切なツールと
なっています！気軽に気楽に書
いて投函してみてください。
お待ちしています♪
◆木村

です。

相
田

時
雨
か
な

捷
三
様

冬
日
和

突
堤
高に
波
高
く
冬
来
る

１０月、１１月の互助会の給付金支給状
況は、以下のとおりです。
２０１７年１０月中給付金支給者
勤続 5 年 ４名 還暦
１名
傷病見舞 1 名
２０１７年１１月中給付金支給者
勤続 5 年 １名 結婚祝い １名
弔慰金
4 名 傷病見舞 1 名
罹災見舞 １名
親睦会 １事業所
上記のとおり給付しました。

■先号のあわやまに引き続き、今
号はささえ愛なかよし家で取材さ
せていただきました。現場職員の
利用者様に対する愛情に触れ大変
感動しました。人としてのやさし
さ温かさを仕事のうえで発揮でき
る、福祉の仕事の素晴らしさを改
めて気づかせてもらいました。
そして、異業種から介護の世界に
思いを持って飛び込んだ、きたか
みの岩橋さんもご寄稿ありがとう
ございました。
◆行田章子
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喧
聞嘩
こご
えし
ぬ
夫
婦

■しばらく結婚する予定や見込は
ありませんかと、ママ上様に訊ね
られたのでお答えしましたとこ
ろ、以後、彼女はやたらと海外旅
行に出かけるようになりました。
どういう関連があるのか深く考え
ないようにしております。
◆武居

組織状況 201７/11/30

組合員数

1,422 人

出資口数

23,966 口

出資金額

119,830 千円

