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２０１８年度通常総代会開催のご案内
今年度の総代会を下記のとおり開
催しますのでご案内いたします。
2018 年度は「ささえあいの地域
づくりを進めよう！」のスローガン
のもとに、高齢者・障がい者・ニー
ト引きこもり・子育てなどの地域の
様々な福祉の課題に対し、包括的に
取り組む 1 か年と位置付けました。
そのために、わたしたち一人一人
の力「市民とりわけ高齢者や障がい
者自身の意欲と力を『最高の元手』
として」自分たちで事業・運動を創
りだし推進していきます。

2017 年度総代会の様子

生活支援事業の推進、介護事業所の共生型への移行準備、長岡事業所設立に向けての支援、
様々な取り組みを多角的に展開していきます。また、事業展開に必要な組織力を強化すべく、
人材育成や各理事委員会の充実も図ります。
こうした今後の取り組みを共に手を携え推進するにあたり、組合員は総代に意見を伝え、総
代は総代会での意見反映をお願いいたします。
この度の会場は下記のように、共に地域づくりをすすめる、けやき福祉会「あい・いからし
の郷」の地域交流室で行います。
専務理事 武田 貞彦
記

２０１８年度通常総代会開催のご案内
と

き：６月２４日（日）１３：３０～１７：００

ところ：新潟市西区上新栄町 3-4-７７「あい・いからしの郷」
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２０１８年度 第 63 号 「地区懇談会」報告

5 月 12 日（土）～5 月 25 日（金）にかけて、各区ごとに地区懇談会を開催しました。
議案の骨子の説明、今後のささえあい生協の活動について、和気あいあいの和やかな雰囲気の中にも、
多くの忌憚ない意見や提案をいただきました。参加させていただいた地区懇談会の報告をさせていただ
きます。
第 3 区（西区・西蒲区）5/12（土）
バスをチャーターして

固い話ばかりでなく、

酒蔵巡りをしようよ。

皆が来たくなるような

各地区の活動といっても、まずお互いが顔

ことがいいよね。

の見える関係作りが重要。
それには、固い話ばかりではなく、皆が来
たくなるような楽しい企画を立てて参加し
て貰うようにしては。
他の区とも合同で、バスをチャーターして
酒蔵巡りをしたい！
そして、有志により西区瓦版を作ることに
なり、今回の会報で西区に配布させていた
だきます。
介護人材が不足している

楽しみながら、無理せず、

ので、元気な中高年組合

人の役に立ちたいです。

員の力を活かしては！

老後は人に迷惑をかけたく

女性向けに健康や老後

ないと思っています。そのた

の備え のセミナ ー を企

めに、繋がっていたいので生

画しては？

協に入会しました。

「酒蔵巡りツアー」

第 2 区（中央区）5/25（金）

是非、一緒にやらせ

組合員活動に対しての、意見や疑問が多くあがりました。

てください!!

組合員にはなっているが、組合員の意義がわからない。

秋の紅葉のころが、

連絡をいただいたので懇談会に集まったが、メリットがない。

いいんじゃない！

この懇談会に 1 日使って来ているのに、無料では来たいと思わないのでは・・。
予算 20 万で総代が中心になって活動して欲しいといわれても、無償では誰も動かないと思う。
・・など、組合員活動の課題が浮き彫りに。
そんな中でも、第 3 区の「酒蔵巡りバスツアー」に是非参加したい。是非、私が段取りを引き受けまし
ょうという組合員さんも現れました。今年の秋は、酒蔵巡りが実現しそうです。（編集部 行田）
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201８年度 6 月号 「あい・いからしの郷」竣工式・内覧会 高齢協連合会総会報告

「あい・いからしの郷」竣工式・内覧会
5 月 26 日（土）午前、けやき福祉会の高齢者総合支
援施設「あい・いからしの郷」の竣工式が行われました。
その日の午後と翌 27 日（日）の両日には、施設の内覧
会が行われました（約 400 人）
。
竣工式では、会田理事長の冒頭あいさつで、
「住み慣れ
た地域で暮らしつづけられるように」
「地域の福祉拠点を
目指して」というけやき福祉会の思いを、暖かな口調で
繰り返し語られていたことが印象的でした。
けやき福祉会とささえあい生協は志を共にし、業務連
携を行っています。資金面のみならず、当生協より役員 2
名が出向し、けやき福祉会職員となっています。八幡理

↑
挨拶する
会田理事長

事が事務長となり、神保理事が小規模多機能型の管理者
として業務にあたっています。
閉会の挨拶は、当生協の高見理事長が行い、今後の全

→
司会の八幡事務長

面協力についての決意を述べました。
見学会では、大勢の地域の方々が訪れ、真新しい施設
内は一日賑わっていました。
6 月 1 日の開業日には、利用者様の入所が始まり職員一
丸となり、頑張っているとの報告がありました。

常務理事
日本高齢者生活協同組合連合会（以下高齢協）の

居川

諭

継続支援Ｂ型からの共生型」の発表が印象に残りまし

2018 香川総会に参加してきました。2017 和歌山総会で

た。

は、「ともに手をとりあい、誰もが光輝いて生きることの

特に前者の「家族の借金問題等、多くの困難を抱

できる社会を！」のスローガンが提起され、國松元滋賀

えている家庭が利用者様の背景にある場合、その問

県知事が提案された「１００歳大学」の実践が発表され

題を他機関と連携しながら解決していくことが、スキル

て刺激を受けました。2018 年の高齢協スローガンは、

アップ・事業所のケアの質向上となり、地域からの信頼

「福祉」「仕事おこし」「生きがい」の 3 本柱は「地域」と共

を得られる（要約）」という姿勢に感銘を受けると同時

に！」。これは、当生協の今年のスローガン「ささえあい

に、当生協の事業所にも誇れる事例がたくさんあること

の地域づくりを進めよう！」と同じく「地域」に主眼を置

に気付かされました。

いています。偶然ではありますが、これからの福祉は

2 日目の学び企画では、高松丸亀町商店街の「商店街

「地域」との協同が不可欠なので、必然な流れなのでし

復興～高齢者が住みやすい街づくり～」の講演があ

ょう。また、全国の仲間から「地域」との繋がりを大事に

り、土地の問題解決や行政に任せきりでは失敗する

している事例発表がありました。

等、商店街復興の成功へのヒントを学びました。全体と

なかでも、大阪高齢協の「ケアマネジャーの仕事から

しては、全国の仲間との連帯を感じられ、より一層頑張

利用者の暮らしを守る事例」と和歌山高齢協の「就労

らなければ！という気持ちにさせられた総会でした。
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2018 年度 第 63 号 理事会報告 決算報告

理 事 会 報 告
第５回理事会を５月１９日（土）葡萄の木で開催しました。 以下の議案を審議し議決しました。
第１号議案

専務基調報告

第２号議案

常務会・本部報告（第 4 四半期決算報告）

第３号議案

2018 年度総代会の開催（案内）と総代会議案について

第４号議案

労金シニア倶楽部との共同事業を進める件について

第５号議案

きまま舎で就労継続Ａ型を新設する件について

第６号議案

佐渡市生活支援体制整備事業の委託について

総代の皆様へ
2018 年度通常総代会

議案説明会

開催日時：２０１８年６月１８日（月）１４：００～１６：００
場所：葡萄の木会議室
2018 年度通常総代会の議案書についての説明会を行います。総代の皆様の参加をお待ちして
います。議案書につきましては本会報と一緒にお送りしましたのでご確認ください。
連絡先：ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

本部事務局

025-378-6181

【2017 年度 事業別損益状況】
事業部

単位：千円

介護事業部
小規模多機能

通所介護

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

受託事業

(サ高住）
良寛

本部

法人全体

収

入(+)

649,148

37,606

41,112

137,532

23,236

2,584

891,218

原

価(-)

549,317

37,627

37,552

131,186

23,034

2,839

781,555

99,831

-21

3,560

6,346

202

-255

109,663

5,653

0

0

1,200

0

108,853

115,706

営業外損益(+)

3,835

227

540

2,732

789

7,594

15,717

経常損益

98,013

206

4,100

7,878

991

‐101,514

9,674

売上総利益
経

費(-)

法人全体の決算がまとまりましたので、以下のとおり報告します。
法人全体では、収
入は、予算 882,086 千円、実績 891,218 千円、予算比 101.0％
原
価は、予算 770,386 千円、実績 781,555 千円、予算比 101.4％
経常利益は、予算 19,206 千円、実績 9,674 千円、予算比 50.4％の結果でした。
収入は予算を超過して達成することができました。原価も予算を超過しての執行となりました。計上利益
は予算の半分ほどの結果となりました。佐渡市の「ささえ愛はよし」と新潟市の「ささえ愛おうみ」で利用
者確保に苦戦し、売上が伸び悩んだこと大きな要因となっています。6 月現在では利用者登録も伸び 2018 年
度の予算達成に向けて頑張っています。
2017 年度にけやき福祉会への寄付金を実行（前年度以前は計上のみ）したことにより、法人税額は 1,728
千円に縮小されています。差引きした当期繰越剰余金は 7,946 千円となります。
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201８年度 ６月号 ささえあいサポート 生き方講座

「ささえあいサポート」が中央区でも始まりました！
お互いの支え合いの精神で始まった「ささえあいサポ
ート」は、西区を中心に活動していましたが、今年度よ
り中央区でも開始いたしました。ささえあい生協の組合
員の方を対象に、生活の困りごとに対応させていただき
ます。草取り、庭木の剪定、お部屋の掃除、ゴミ処理、
空き家の片づけ、事務手続き、猫の世話や犬の散歩、そ
のほかお困りのことがありましたら、電話でご相談くだ
さい。
また、一緒にお仕事をしてくださる方も大募集です。
ゆきた

連絡先：０２５－３７８－６１８１（行田まで）

この日は中央区のお宅での草取りです。
依頼主さんは「膝痛で草取りが出来ないので、本当
にありがたいです。」とお話くださいました。
草取りの様子と、草取り後の写真です。
すっきりして開けた印象になりました。

～ご案内～

第 4 回「老いから死までを支える＝生き方講座」
日 時：7 月 22 日（日）13：30～15：30
会 場：葡萄の木（ささえあい生協本部、新潟市西区小針南台 3-16、025-378-6181）
＜第 4 回の報告＞
4 月 22 日（日）に、新潟市北区太夫浜霊園内の樹木葬墓地に行ってまいりました。
「新潟市に樹木葬墓
園を造る会」会長の中村さんの案内で、総勢 8 名で見学しました。
広大な霊園内を歩いて移動しましたが、植栽は形よく刈り込まれ、雑草やゴミが見当たらない、整備が
行き届いている環境でした。樹木葬墓園は霊園の中頃のにありました。芝生に覆われた一段小高い丘が遺
骨を埋葬する墓園ということです。中央のケヤキのシンボルツリーの他に、周囲には桜やサルスベリの樹
や草花が四季折々に季節を感じさせてくれます。海からの爽やかな風が吹き抜け、時折鳥のさえずりが聞
こえる静かな時間を過ごしました。
樹木葬墓園は土に帰ることができ、継承者の心配がなく、合同
墓タイプであれば一人当たり 10 万円程度と費用面でも安心と
いうことです。毎年秋に第四期の募集予定で、これまでに 300
名ほどが申し込み済みということでした。
次回は、専門家ゲストをお呼びして、お話を伺う予定です。是
非奮ってご参加ください。
（編集部：行田）
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2018 年度 第 63 号

市長賞を受賞した花沢さん 「あのね、こどものつぶやき」

市長賞を受賞した花沢さん
ささえあい生協組合員で新潟市西区にお住まいの花沢禄朗さんが、昨年度開催の第 49 回 新潟市美
術展の陶芸部門に出展した陶芸作品が、1400 点余りの応募の中から最高賞である市長賞を受賞され
ました。花沢さんのご自宅へ伺い、受賞作品を前にお話を伺いました。
写真の花入れが今回の受賞作です。堂々とした風格を漂わせる大
作であり、正面に繊細に描かれた草花が美しく調和しています。
陶芸歴は 15～16 年程とのこと。もともと絵や金属工芸の製作は
行っていたものの、陶芸にはあまり興味がなかったそうです。
たまたま知り合いから、
「自分で作った器で食べたり飲んだりできて
楽しいよ。
」と誘われたことが、陶芸を始めるきっかけとなりました。
現在は 陶和会というサークルに所属し、週 2 回旧黒埼地区にある
作業場で制作を行っています。
作品制作は、土をこねるところから始まり、積み上げてろくろを使
って成形します。花沢さんの作品はそこから更に、彫刻刀で図柄を掘

工芸部門 市長賞
「象嵌花入・春光」

って色の違う土を均等に埋め込むことで絵柄を描く象嵌という手の込んだ手法です。その後、釉薬を
かけ窯で焼くのですが、花沢さん曰く、思いどおりに焼きあがることはまずないということです。
今回の受賞作も最初は出品を迷ったそうですが、思い
がけず嬉しい受賞となりました。新潟市美術展での大き
な賞の受賞は、なんと今回で 3 回目とのこと。めでたく
新潟市美術協会の会員となったため、次回以降は受賞対
象ではなく、会員による新潟市美術協会展での作品展示
になるそうです。
しかし結果以上に、花沢さんにとって大切なのは、何
もかも忘れ無心になって陶芸に打ち込める時間を過ごす
ことなのだそうです。より良い作品を作りたいという意
欲と目標を持つことが、定年後の充実感に繋がっている
賞状を手に花沢さん

と語って下さいました。

（編集部：行田）

私は子どものユーモアが大好きです。

「あのね・・子どものつぶやき」

佐藤

弘明

☆ 祖母からもらった千円札でアメを買っておつりをもらった。「アメも買えたしお金もいっぱいになっ
たし、お買い物は楽しいねえ」
（3 歳男児）
☆ 子ども二人の話を聞いていた父が「二人一緒に話したらわからんやんか」というと、「でも耳は二つ
あるやんか」
（5 歳女児）
☆ 父親に思い切りしかられた。近所の祖父母の家に逃げ込み、仏壇に手を合わせる。「パパが弱くなり
ますように」
（4 歳男児）
☆ 怒っている母にテレビのリモコンを向け、「ママなんか けしちゃうぞ」
（3 歳男児）
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２０１8 年度 ６月号 本の紹介 楽しく歌う会

《 ケアというお仕事を見つめて 》

「利用者から見た 介護の現場」より ヘルパーさんへのヒント集
をご紹介します
理事長

高見

優

私が昨年から経営支援を求められ関わっている某法人、そこの
「小規模多機能型居宅介護事業所」に、著者の清水義晴さんは通
い・泊まりサービスを利用されています。
清水さんは新潟市在住の著名な事業経営者、そして今や日本で
（いや世界でも）注目されている、精神障がい等をかかえた当事
者の地域活動拠点「べてるの家」（北海道浦河町）を全国に伝え
たプロデューサーですが、10 年前、ご自身が脳内出血となり、
それ以来車イス生活を余儀なくされています。
清水さんは、これまでに冊子「利用者から見た介護の現場」
（1
～3 号）を出版されており、今回の冊子「ヒント集」はそこから
エッセンスを抜き出し加筆されました。
「人を育てる言葉」
「心を
通わす介護」、
「目配り、気配り」
・
「感情に寄り添う」介護などの
文章も優しい眼差しが感じられます。
私が感動したのは「お客様が先生」
「新人職員さんの練習台」などで、難しい患者・厳しいお客
様ほど人材を育ててくれる、利用者が新人職員にケアのやり方を誉めたりアドバイスしたりすると
成長していく、それが利用者本人もうれしい、という箇所でした
皆さんも、ぜひ一度お読みください。
（本部事務局で取り扱い中：一部 800 円）

現在曲数 403 曲（歌集用意してあります）の中から あなたのリクエ
ストを みんなで歌います
最新ナンバーは「越後水原」（水森かおり）―地元の演歌なもんで！？
うた な か ま

さあ、あなたも

今日から
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歌仲間！

2018 年度 第 63 号 サロン・ド・笑天街へいらっしゃい！

≪笑天街だより≫
4 月 16 日（月）お花見に行ってきました。昨日までの雨が上がり、さあ～お花見に出発です。
弥彦公園の大きなソメイ桜が満開です。もみじ谷として有名ですが、桜並木もあり、ハラハラと
花びらが舞ってなんともうれしくなりました。湯神社まで、ゆっくり散策しました。途中で山菜（ゼ
ンマイ）を採っている人に会いました。山を知っている人がうらやましいなあ～。
桜の木の下で、シートを敷いて、手作りの花見弁当を食べました。タケ
ノ子ごはんのおにぎり・タケノ子の煮物・玉子焼き・ポテトサラダ・トマ
ト・きゅうりの塩もみ・カリフラワーの酢漬け等々、おいしかったですよ。
大満足のお昼でした。
桜苑で 60 種の桜を見ながら、自分はどの桜かな？私は手弱女（タオヤ
メ）白妙（シロタエ）紅しだれ‥‥どれにしようかなあ～、悩んだり、笑
ったり、写真をとったり、にぎやかに過ごしてきました。
今年は桜を楽しみましたか？あなたはどんな桜が好きですか？緑が美し
い季節です。心がウキウキしてきませんか。
参加者（竹内・阿部・山田・坂内）坂内 路子 さん（中央区）
今年も中国二胡奏者チェンミンコンサート

元気で歌おう 歌声喫茶市民交流会

満員御礼

満員御礼

去る 4 月 30 日（月・祝）新潟市長潟の天寿園大

去る 5 月 11 日（金）新潟市市民プラザ

ホールで、お馴染みのチェンミンさんのコンサート

ホールで、主催、元気で歌おう歌声喫茶市

が盛況に開催された。

民交流会実行委員会、後援ささえあい生協

これは新潟市天寿園開演 30 周年記念として行わ
れ、ささえあい生協が後援した。

新潟で大盛況のうちに開催されました。
当日は 400 人の歌声大好きな人たちが

当日は 300 人余のファンが来場して、二胡、ギ

参加され、クールナイツ、高田真樹子、有

ター、アコーディオンの 3 人のすばらしい演奏に酔

賀重子、後藤ナガ子、藤田実さんたち 5 グ

いしれました。

ループの主宰により、各 1 時間ずつ、用意

尚、年内は 11 月 19 日（月）に新潟市芸術文化
会館内の能楽堂でコンサートを開催します。ぜひご
来場ください。

された歌の本を手に大合唱で楽しまれ、大
好評のうちに終了しました。
大きな声で元気よく歌うことは、健康に
も良いとされ、新潟市役所の応援もいただ
き、来年以後も開催を予定していますので、
組合員の皆様もぜひご参加ください。
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２０１8 年度 ６月号 サロン・ド・笑天街へいらっしゃい！

「お分かりですか この切手の人物を」
まず最初に、誰でも切手が作れる日本郵便（株）のサービスでこの
女性の為に 82 円切手を注文したことから始まります。切手の作成ま
での手続きや費用は、82 円切手にかなりの原価が掛かったと思われ
ます。
それなのに、なぜ？ここからが本題です。この切手を作った男性は
切手の主人公の女性に対する一途な思いを単に大好きカラオケで彼女
の歌を唄うだけでは収まらず全国に散らばる隠れファンを探し出し、
連絡を取り合い、ましてはカラオケ会社まで押しかけて、彼女の曲を
増やさせるなど、そのエネルギーたるや、話を伺いおどろかされるば
かりです。
この心から心酔し、愛して止まない人とは、今は亡き村上市荒川町出
身の「村上幸子」
（サッチャン）という演歌歌手のことです。彼女は昭和 40 年代初めからデビュー
し、当時、売れっ子の小林幸子と共に「新潟のダブル幸子」と評価されていましたが、残念ながら
彼女は悪性リンパ腫に侵され 28 年前に 31 歳の若さで亡くなってしまいました。
当時の村上幸子は「不如帰」という曲で約 30 万枚をヒットさせていましたが、歌詞の一部の「啼
いて血を吐く不如帰」が折からの昭和天皇の病状に遠慮した世情を考慮して決まりかけていた
NHK の紅白歌合戦出場が叶いませんでした。その翌年、平成 2 年に将来を期待されながら帰らぬ
人となってしまいました。
さて、この「サッチャン」の歌詞や歌唱力に心酔し歌い続けて、切手まで作ってしまった男の人
は、私たちの仲間で中央区の武中秋一さんでした。武中さんは、新潟の風土に魅了され、12 年前
に東京から夫婦で移住されてきました。
日頃は様々なボランティア活動と共に「サッチャン」の歌を唄うことがライフワークの一つにな
っているようです。その執念に周囲は感服。毎月 5 回行われている、サロン･ド･笑天街のカラオケ
サロンでは、グループのリーダーになってもらいました。
そして、武中さんの持ち歌はもちろん「サッチャン」を胸が熱くなるほどの思いを込めて次から
次へと歌われていますが、村上幸子にご縁のあった方や「サッチャン」を話題に思い出話に浸りた
い方は、どうぞ笑天街へおいでください。武中さんからのプレゼント「サッチャンの切手」を頂け
るかもしれませんよ。

サロン･ド･笑天街 竹内征一

【シネマ・クラシックで感動を】
日本の戦前戦後 10 代～20 代を娯楽も少ないテレビもない時代を過ごしてきた世代にとって
は、唯一の楽しみは街の映画館へ通うことでした。邦画・洋画のスターにあこがれたものです。
笑天街で上映されるシネマは主に洋画で、月 1 回皆さんの希望を入れてテーマを決め懐かしの
名画を上映しています。感動的な作品を大きなスクリーンと音量で写し出されると懐かしさのあ
まり、ハンカチで涙を押さえること多々です。
終わってから当時の思い出話に花を咲かせることも楽しみのひとつです。
上映作品の紹介は毎月発行している笑天街の月決カレンダーに載っていま
す。本部でも入手出来ますのでごらんください。
上映日時 毎月第 2 水曜日

午後 1：30～3：30

お菓子付 お１人 500 円
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２０１8 年度 第 63 号 組合員の皆様からのお便りです

組合員の皆様からのお便りです 🍂  ☂
◆組合員さん便りはいい企画ですね。読んで心が
ほっこりしました。私の母も 108 才で天寿を全
うしましたが、着物の切れ端で袋物・ティッシュ
ケースを作り、周囲の人たちにちょっとしたお礼
を作って喜ばれていたことを想い出しました。
会報を送って下さるゆうメールのビニールの袋
は他のものと違ってシールが貼ってないので、い
つも有効に活用させて頂いています。ありがとう
ございます。（東区 S さん）

◆61 号の時は回答が書いてなかったとの事、残
念でした。今回も夫が手伝ってくれました。たの
もしい夫です。（東区 Y さん）
◆実家の親がお世話になっております。会報が届
くと、私も楽しみにしています。特にクロスワー
ドパズルはすぐに挑戦します。（西区 K さん）
◆今回もむずかしかったです。孫に 2・3 ヶ所助
けてもらいました。頭の体操になりました。
（東区 S さん）
※確かに新潟県内だけの販売ですね。いつも楽し
みにしています。今回も（なんで？）と思うよう
にとても考えられていたパズルだったと思いま
す。次号も楽しみにしてまーす。
（東区 O さん）

とても素敵なお母様ですね！ Ｓさんも、お母様の物
を大切にする精神を受け継いでいるのですね。それに
しても 108 才の長寿はすごいです。

◆主人がささえ愛あわやまさんにお世話になっ
て 6 年になります。星野さんはじめ、職員の方々
の何時も変わらない心細やかな対応に感謝の気
持ちでいっぱいです。
（東区 A さん）

◆クロスワードパズルの答えのサラダホープは
関西に嫁いだ娘がよく土産に買って行きます。娘
から新潟でしか手に入らないからと聞き、初めて
知りました。（東区 W さん）

温かい言葉ありがとうございます。職員一同励みにな
ります。

◆「ささえ愛いしやま」の記事参考になりました。
利用料金の説明があるとよかったと思います。
（西区 N さん）
地域の茶の間に参加する際は一人につきお茶代お菓
子代の 100 円、近隣のサークルの利用も廉価でという
ことですが、具体的には相談くださいとの返答でし

◆今回は仕事が休みだったこともあり、ゆっくり
と会報を読む事ができました。”ヒント”だけで
は解読できず・・・集中して解けた時の喜びは、
何とも言えませんでした。子供の頃一袋ペロリと
“サラダホープ”を空にした思い出が蘇りました
(^O^)（新発田市 K さん）
◆新潟県内だけの販売で、県外では手に入らない
なんてはじめて知りました。（東区 K さん）

た。

◆チェンミンさんのコンサート、友達を誘って 3
人で行きます。楽しみにしています。
（西区 H さん）

◆サラダホープは本当においしいですし、県内だ
けしか販売してないので、お土産にぴったりで
す。最近はハッピーターンと並んで、良くＴＶで
紹介されてますね。（西区 N さん）
県外で買えない事が初めてわかりました。止まら
ないお菓子です。
毎年、チェンミンコンサート楽しみにしていま
す。（東区 S さん）

笑天街ページにも掲載させていただきました、4 月 30
日のコンサートはおかげさまで大盛況でした。また年
内 11 月に能楽堂でのコンサートがありますので、近
くなったらご案内させていただきます。

◆新緑の美しい季節になりました。忙しい毎日と
思いますが、ささえあい生協のたより、楽しみに
しています。（中央区 B さん）
◆夏日が続き体調に注意！皆様もお気をつけ下
さい。
（中央区 S さん）

今回も全員が正解でした。サラダホープが県外では販
売していない件は、反響が大きく、たくさんのお葉書
をいただきました。以前は全国販売した時期もあり、
他県の人気はいまひとつでしたが、新潟では根強い人
気が続いているそうです。ハッピーターンも新潟でし

慣れていないこの時期こそ、暑さに要注意です。

か買えない幻の米菓だそうです！
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（編集部：行田）

２０１8 年度 ６月号 第 62 号解答と第 63 号出題クロスワードパズル
1

2

）

び

3
は

だ

み
5

ん

第 62 号の解答は左です。

4
い
6

ゆ

の

7

は

な

8
あ

さ

つ

き
9

よ
11

12

こ

う

だ

ら

ほ

い

13

か

い

15

16

こ

ら

―

第 62 号の正解者は、次の方々です。

10
み

14
ろ

む

17

か

―
18

ぷ

ら

い

む

タテのカギ

う

1

クロスワードの赤字を取り出すとだ、さ、ほ、ら、ー、ぷと
なります。正解は、この字を並べ替えてできる言葉「さらだ
ほーぷ」でした。

2

ど

<佐渡市>北川 ヤエ子様 山川 奈保子様〈新発田市〉倉島 和子様
<中央区>桜川 順子様 曽山 正明様 中川 清様 坂内 路子様
溝口 利美子様<西区>近藤 悦子様 中野 郁子様 中野 恵子様
早川 登美子様 平倉 克子様
<東区>赤城 敬子様 阿部 信子様 大野 芳子様 笠原 三枝子様
小林 栄子様 小林 二江様 坂上 里子様 里村 恵美子様
鈴木 靖子様 中島 芳江様 平方 仁子様 家内 智恵子様
柳 浩子様 武藤 千鶴様 渡辺 恵里子様
以上、28 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。

3

4

5

6

1.雨の降る日に葉っぱの上
などに見かけますね
2..やま、さと、次につく言

ヨコのカギ
1 新宿から甲府までの特急

7

8

列車の名前

9

4 中央新幹線で走る列車の

葉

モーターは何ですか

3.いつくしみ、かわいがる

10

7 大物釣りには欠かせない、

11

5.菜の花や月は東に日は？

魚をすくい取る道具

6.梅雨の時期に咲く花です。
8.みずみずしい稲の穂、この

9 物事をそれとさししめす
12

13

14

15

こと

名前の銀行も
11.6 月 1 日から夏服に
13.時代劇に出てくる捕り

10 不定の場所を表す、どこ
16

17

12 絵柄や模様が描かれて

18

いない状態

物道具

14 少しお酒を飲んだ状態

15.○○様と呼ばれた韓国
のイケメン俳優
17.○○は広いな～大きい
なぁ～

19

20

21

した根拠
18 塀や垣に通行のために
22

23

開けられた出入口

20.○○で有名なものは、ピ

19 罪科を別にいうと

サの斜○○ですね
21.頭に白、黒、金がつく栄
養価の高い食べ物は

16 物事をそのように判断

22 好みが粋であるさま。洒

解答を記入し終わりましたら、二重枠の言葉を並び替え
て一つの言葉にしてください。その言葉をお送り下さい。
ヒント：新潟のゆるキャラのモデルです。

解答の方法は、同封の返信用はがき、メール、ＦＡＸ

落ているさま
23 天皇・将軍など、高貴な
人の敬称

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、〒950-2026 新潟市西区小針南台 3-16 です。
●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。クイズの解答のみでもＯＫ。
●また、本誌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２０１8 年７月末日。◆正解は８月号（６4 号）にて発表します。
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２０１８年度 第６３号 ささえあいひろば 編集後記

出資金残高通知書

＊お笑いコーナー＊
◎

帰宅して

うがい手洗い

◎

久し振り

名前忘れて

◎

忘れ物

◎

歩こう会

◎

誕生日

口で唱えて

皿洗い
じゃ又ね

取りに行き

アルコール会と
ローソク吹いて

聞きちがい
立ちくらみ

相
田
捷
三

互助会からのおしらせ
４月５月の互助会の給付金支給
状況は、以下のとおりです。
2018 年 4、5 月中給付金支給者
勤続 5 年
15 名
還暦祝
2名
資格取得
5名
退会餞別
1名
弔慰金
1名
親睦会
5 事業所
上記のとおり支給しました。

味
噌
汁
の
匂
い
に
う
っ
と
り
朝
寝
か
な

統
伝合
統に
の
校
歌

心若
や草
すに
ら
ぐ

桜
散
り

散
歩
か
な

笠輪 悦子さん
◆ 4 月入職者 7 名
ささえ愛下山
木村 るみ子さん ｹｱﾏﾈ
ささえ愛なかよし家
三村 伸子さん
介護
ささえ愛はよし
押川 美稲子さん 看護
ささえ愛おうみ
熊倉 理恵さん
看護
三条サポステ
後藤ちひろさん 相談員
長岡サポステ
小池 規子さん 相談員

◆ 5 月入職者 1 名
ささえ愛あいの山
堀 幸子さん

相談員

事務

※4、5 月の退職者は 10 名でし
た。
5 月末日現在の職員数は
常勤職
112 名
非常勤職 114 名
合計
226 名 です。

「決まり金時」という言い回し言

父が先日亡くなりました。

葉皆様は使われますか？先日、事

近々ということはわかってた

いま世界はオーガニック(有機)

務局長が仕事の会話中に使用され

のですが、やはり喪失感は大き

農業に切り替わってきている。あ

ていました。私は勉強不足の為、

く、父の声や笑顔、幼い日の出

る雑誌に寄れば、日本は欧米に比

聴き慣れない言葉だったのです。

来事が走馬灯のように蘇って

較して 15 年も遅れているとの指

気になったので、調べてみた所金

来ます。

摘があるそうです。南フランスの

時の後ろにどうやら「桃の花」と

小さなムアンサルトゥー市では

繋がるようです。うぅん益々「？」

えの日常はかけがえのない

12 年には 100％、パリ 2 区で

マーク。それで決まり！という意

日々であることを、改めて気づ

も 90％全市でオーガニック給食

味を込め、語頭のきの音を取って

かされる思いです。

になっているという。日本はどう

金時をかけたようですね。金時と

なっているのでしょうか。特に子

桃の花はどう繋がるかと言えば、

供達には安心安全なものがいい

明治の頃の桃の品種「金時」があ

ですね。

ったそうです。ﾅﾙﾎﾄﾞﾈｰ--◆木村

◆本田

12

時間は有限であり、あたりま

◆行田

組織状況 2018/４/３０

組合員数

1,456 人

出資口数

23,232 口

出資金額

116,160 千円

