
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〒950-2026 新潟市西区小針南台 3-16 
         （小針駅前「葡萄の木」） 

TEL：025-378-6181 FAX：025-230-6680 
ＨＰ： http://www.sasaeai-coop.com/ 

E-mail：sasaeai95＠nifty.com 
この会報は組合員様向けに発行しています。 
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○6月 29日新潟市中央区ガレッソホールにて開催されました。 

○議長に西区・長谷川誠一総代を選出し、第 1号議案から 7号議案

まで全ての議案が可決されました。 

○最大の注目点、14 年度新役員は、黒岩卓夫理事長が勇退し顧問に就

任、新理事長に高見優専務理事、新専務理事には武田貞彦常務理事が、

それぞれ新役員として就任しました。（報告は本紙 6～7ｐ） 

 

★ 北海道から沖縄まで 94名の仲間が参加して第 13 回全国総会新潟開催。 

    （報告は本紙 2～5ｐ）                （次回開催は兵庫県） 

★同年 6 月、にいがた総代会も開催（６月に全国と県のダブル総会の開催！） 

会写真未 
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初日オープニング  高齢協連合会 第 13回全国総会報告 ②  （①は前号にて） 

葡萄の木への交通

手段はＪＲ越後線 

で下車。駅の改札口

から徒歩 1分の近さ

です。 

 

 

「美」へのあこがれは、年齢をかさねるにつれ、

ますます強くなるものかもしれません。 

東京高齢協のシニアファッションショー「いよよ

華やぐ倶楽部」の活動が始まったのは 1999年。そ

れから毎年各地で開催されています。 

（いよよ＝いよいよの意） 

今年、新潟でのテーマは「和のリフォーム」。 

ステージで披露されたドレスは、もてなしクラブ

のメンバーや村上市ゆきわり荘のデイサービス利

用者のみなさんが、制作したものです。 

（下の写真左から諸橋さん 島倉さん 武藤さん） 

たんすの奥に眠っている和服や故人が愛用していた 

着物や小物を持ち寄ってデザインを決め、縫い上げた 

ドレスがステージを飾る。明るいオレンジの訪問着は、

脇にスリットの入ったチャイナドレスに変身、夏向き 

の絽や紗が惜しげもなくジャケットやストールに使 

われ、高価な大島紬は二部式の普段着に。 

男性のモデルは、光沢のある雨コートをリフォーム 

したロングジャケット、裾を翻して歩く「ゆあほーむ」

管理者栃倉幸一理事のかっこよさ。きものに関心のあ 

る人なら息をのむようなデザイン、組み合わせでした。 

 

 

新潟でのショーを企画したのは、アパレル業界に

長年のキャリアを持つ、元理事の島倉順子さん。こ

れまで東京の高齢協「いよよ華やぐ倶楽部」にも参

画してきたが、車いす生活の高齢女性が、舞台では

背筋を伸ばし、シニアモデルの役割を立派に果たし

たことを目の当たりにし、お化粧、おしゃれ、周り

とのかかわりが彼女の復活のカギであることを倶

楽部の全員が確認したそうです。自分でデザイン

し、仕立てて舞台で発表するという楽しみ。人生を

生き抜いてきたごほうびに･･･と男女を問わず、各

地の総会に自費で参加する組合員も増えていると 

か。（参加者：県内 14 名 県外 11 名）女性にとっ

ては本能に近い美への執念が、燃え上がったシニア

ファッションショー。アンチエイジングの方向が見

えてきた、ステージでした。（取材 丸山紀子） 

 

なお、島倉順子さん主宰の「もてなしクラブ」

ではメンバーを募集している。会合は月２回

ささえあい生協本部葡萄の木で。お問い合わ

葡萄の木への交

通手段は、ＪＲ

越後線小針駅で

下車。小針駅の

改札口から正面

に見える左写真

の建物です。徒

歩１分。 

なお、島倉順子さん主宰の「もてなしクラブ」

ではメンバーを募集しています。会合は月２回

ささえあい生協本部葡萄の木で。 

お問い合わせ先：025-378-6181 
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回答コメント 

●社協から郵送されてきた●職場で回覧された 

●高齢福祉課からのメール●武田理事からのメール 

回答コメント＜その他＞  

●よい企画だった●活動状況がよくわかった 

●高齢協の組織を初めて知った●地域包括ケアを提 

唱する小山講師の話に共感を覚えた●高見専務理事 

のリーダーシップがよかった●発表者の話をもう少 

し詳しく聞きたかった●時間が足りなかった●PR不 

足だと思う●天上の音楽には癒された●民謡、ジャズ、 

クラシック、童謡は素晴らしかった●地域の問題を事 

業化することで解決できる仕組みが必要だと思った。 

４～５ページ

のイベントに

ついてのアン

ケート結果 

第 1部報告 第 2部講演 事業＆活動内容 

よかった 78% よかった 100% わかった 11% 

ふつう 6% ふつう 0% 少しわかった 50% 

その他 6% その他 0% わからない 0% 

無回答 11% 無回答 0% その他・無回答 39% 

続いて全国総会  高齢協連合会 第 13回全国総会報告 ③ 

★ ファッションショーに続いての全国総会は、司会に新潟の栃倉幸一さん、および 

次回開催県兵庫の苑田恵子さんを選出してスタート。 

      

 

 

 

 

 

⑩新潟は、ささえ愛ゆう 

管理者藤又靖子さん【全

国総会代議員】から「小

規模多機能ならニイガ

タ」との報告があった。 

◆各県それぞれが創意工

夫で独自の事業化。残念

ながら教訓化ができてい

ないので普遍化が困難。

（取材 若井 浩） 

さて 全国総会の際立った特徴とは、その取り組みの多様性です。 

① 福岡―地域サロン・生活支援サービス・医療連携の介護サービスを併用した看取り

までのケアについて 

② 和歌山―介護保険では支えきれない居場所づくり・ 

出番づくりを創出する地域支え合いセンター設置事業 

③ 宮城―元気な人と不安が増している人、仮設住宅を退 

去する人と残った人の格差など、被災地の現状と課題 

④ 香川―多方面に亘る仕事おこし 

⑤ 京都―新規加盟・生協設立申請書類は新潟を参考に 

⑥ 愛知―高齢者、障がい児の共生型事業の実践 

⑦ 大阪―断らない看取りまでのケアが課題です 

⑧ 埼玉―所沢でコミュニティケア・デイサービスを模索中 

⑨ 三重―高齢者が 8万円で暮らせる住まいづくりを 

⑩ 新潟－小規模多機能の実践を通じた看取りまでの 

想いと、その先にある終の棲家への展望 

⑪  兵庫―福祉輸送が果たす地域ネットワーク 

⑫ 岡山―子育て支援事業展開中 

⑬ 東京―指定管理事業は 9500万円規模に 

⑭ 沖縄―配食事業（26万 3千食達成）と安否確認 

⑮ 高知―配食では当方、年間 7000食、地域の信頼ある 

事業化に成功 

⑯ 長野―エンデング事業で共同墓地も 

⑰ 山形―１口 1000円で組合員今や 4000人 

（以上 17生協から。各生協を「単協」とも言います） 
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● 二日目は、新潟からの提案企画「ささえあい新潟フェスタ 2014」。 

● さ生協にいがたの 8年間の「歴史と到達点」に立っての、総力的「おもてなし」。 

 

☆１ まず、高見優専務理事から新潟の「福祉・生きがい・仕事お

こし」について「新潟方式・ささえあい」という観点からプレゼ

ンテーション。（←写真 高見さん） 

☆２ 続いて新潟を代表する、もしくは、特徴的な事業所および、事業を５つ紹介。 

●親の住居をデイ事業所

に。「ゆあほーむ」管理者 

栃倉孝一さんから報告。 

●小規模事業所「下山」こそ、地域の皆さんの熱意とお金で創設。

中原ハルミさん（住民代表）。「いしやま」（今年 4月開所）も。 

梅津守さん（自治会長）、伊藤健一さん（管理者）の 2名が報告。 

●若者就労支援、パーソ

ナルサポート事業、困窮

者支援などは蛯原勝さん 

（さ生協理事）から。 

●もったいない!賞味期

限ＯＫの食品は捨てない

で有効活用。守本洋二さ

ん（副代表）から。 

★ １ 講師の小山剛さんは、長岡「こぶし園」の総合施設長。 

 この役職からしてよく分からないが、講演もいきなり場外乱闘

っぽく「あんたの常識はウソ」「道路は施設の廊下」「役人は召

使だ」などがうなる。ＮＨＫの特集は、それなりだがいつ聞い

ても消化不良は編集子だけ？（←写真 小山剛さんの独壇場） 

★２ 続いてのシンポジウム。 
今村達弥（ささえ愛よろずケアタウン医師）、神保桂子（さ生協理事）、武田貞彦（同常務理事）。

1部に続いての新潟のエース格が登場。もちろん、講師の小山さんも交えて。 

 さらに、コメンテーターに川本健太郎（敬和学園大学講師）、黒岩卓夫（さ生協理事長）を加え

た布陣。司会は、高見優・さ生協専務理事。 

 
☆☆ところが、まけずおとらず（というべきか）今村達弥医師のプレゼ

ン冒頭は「よろずケアタウン憲法前文」（満州で棄民、みなまたで棄民、

ふくしまで棄民、われらは、棄民国家を国家として認めず）などの提起。 

―お互いに、国民の未来を賭けた問題提起でしたー 

（取材 若井 浩） 

続いて全国総会  高齢協連合会 第 13回全国総会報告 ④新潟フェスタ第 1 部 
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第 13回全国総会が無事終了した後は、場所をホテルイタリア軒に移して全国の大交流会です。 

オープニングは、朱輝の会の皆さんによる新潟民謡、

柳都振興㈱の柳都さん（振袖さん、留袖さんの５名）

による古町芸妓の芸と粋を楽しみました。続いて鏡開

きを行い、交流会が始まりました。 

 交流会では各単協が用意した地酒を味わい、また各

地の名産品等の抽選会で盛り上がりました。なお、交

流会終了後には、参加者の中から若い人たちの二次会

も行われ、全国の仲間たちと様々な交流ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェスタ午前の部が終了したところで、全国の皆さんはオプションツアーに出発です。 

１． 佐渡のあいの山、はよしを見学して、ついでに朱鷺も見学する佐渡コース 

２． 新潟市内の小規模多機能型事業所ささえ愛あわやま・下山・いしやまを見学するコース 

３． 北方博物館を見学し食事をとったあとで、よろずケアタウンを見学するコース 

の３つに分かれて、もう少し詳しく新潟の事業所を見学されました。 

見学にあたって、お手伝いいただいた各事業所の皆様、ありがとうございました。感謝、感謝です。 

第 13回全国総会報告 ⑤ おもてなし ３題 

 

 

 

 

                    

                   ささえあい新潟フェスタ第２部は、新潟民謡でスタ

ートです。相川音頭、佐渡おけさ、米山甚句などを

ご披露いただきました。 

続いては、日比野則彦(ｻｯｸｽ)・愛子(ｿﾌﾟﾗﾉ)様ご夫

妻とＡＹＡＫＩ(ﾋﾟｱﾉ)様３人による「天上の音楽」

です。バックに映る様々な写真と一体化した音楽で、

心癒される想いでいっぱいになりました。 

最後は、カズミン.comによる、「みんなで歌おう」 

                     です。懐かしいフォークソングなどを歌い、久しぶ 

りに青春時代を謳歌した気分でした。 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 氏  名 年齢 

理事長 ☆高見 優 66 

専務理事 ☆武田 貞彦 59 

常務理事 栃倉 幸一 64 

同 八幡 義博 61 

理事 ☆☆居川 諭 45 

同 今村 達弥 50 

同 大河内芳子 77 

同 金岡恵美子 60 

同 佐藤 道代 54 

同 神保 桂子 66 

同 末武 勝 58 

同 高橋 孝一 63 

同 竹内 征一 76 

同 藤又 靖子 59 

同 ☆☆渡邉信子 55 

監事 橘 由紀夫 73 

同 ☆☆前田啓二 61 

顧問 小野 守道 69 

同 ☆黒岩 卓夫 77 

にいがた さ生協 １４年度総会 開催！  新たなる体制へ 

☆ は役職の移行、☆☆は今期新任役員。 

離任は 理事若井浩、監事小川博英の 2名。 

黒岩卓夫前理事長は顧問として継続。 

  

創立 8周年。ささえあい生協の役員体制が刷新されました！ 

 

 

なお、今回の総代会で、ささえ愛あわやま

の管理者 星野良子さんが５年勤続表彰を

受けられました。おめでとうございます。 
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就任にあたって                   武田 貞彦 
 
専務理事となりました武田貞彦です。「専務」といっても当面はこれま

でと変わらず、きまま舎との兼務となります。「何もセンム」といわれな
いよう頑張りますので、よろしくお願い致します。 
ささえあい生協は、一人一人が労働の主人公となること（自分がやりた

い仕事をやる）、地域に必要な仕事を、地域の人びと共に創りだすことを
使命としています。このことを実践していくためには、一人一人が「雇わ
れ根性」を克服していかなければなりません。「ああしてくれない」「こう
して欲しい」という「無いものねだり」を戒め、経営＝労働の主体者として共に成長して
行きましょう。管理者やリーダーは、職場の一人一人が自由な意見を出し合える作風を作
っていく努力をお願い致します。 

 

この度、理事に就任いたしました居川諭です。所属はきまま舎ですが、
現在は（財）ささえあいコープ新潟へ出向して、地域活動支援センターさ
さえ愛大地の支援員をしております。 
私は、当生協に加入して 4 年目を迎えます。前職は、出版社の営業職等

を経て、「協同労働」を推進している労協センター事業団で働いておりまし
た。労協時代には、「協同労働」の良さを感じる反面、疑問を感じる点もあ
りました。また、当生協の「協同労働」についてもまだまだ十分に浸透し
ていない理念だと思っております。もとより微力ではございますが、前職
で学んだ「協同労働」の経験を活かして、就労組合員・一般組合員の皆様
が「ささえあい生協に加入してよかった！」と思っていただけるような組織づくりに邁進
いたしますので、宜しくお願いいたします。 
 

                            
 

はじめまして、新しく理事に就任いたしました渡邉信子です。 
新潟ＮＰＯ協会の代表理事及びＡｒｔ税理士法人の代表社員をしてい
ます。 
 ７月２６日、Ｊ－Ｃａｐｔａキャプタという子どもの権利を守ること、
安心、自信、自由の人権を子どもたちに繰り返し伝えることで、全ての
子どもたちが本来持っている「生きる力」を引き出すプログラムを実践
している一般社団法人です。総会に出席のため、富山へ向かう列車の中
で書きました。新潟から新幹線で湯沢へ、乗り換えて、ほくほく線はく
たか、初めて、乗車しました。 

沿線を眺めながら、２０年後、沿線の町々は、どうなっているかしらと。昔の人はどうや
って生活してきたのだろうかと。今は、便利なことに車がある、おそらく一家に２台以上
マイカーを所有している。しかし、車に乗れなくなったら、暮らしは成り立たなくなって
しまいます。地域のサポート体制、人の輪の構築が必須となります。 
 今、両親の終活、真っ最中です。日々老いていく父と母の姿に、ひとがひととして生ま
れ来て、ひととして、人生を終わっていく、そのことの重みを実感しています。 
 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 前田啓二です。この度、監事をやらせていただくことになりました。 

ささえあい生協は、自ら出資し、仕事をし、しかも社会に役に立つことを行

うという、素晴らしい組織です。地域のニーズに合った介護、若者の自立支

援など、現代の社会において重要な問題に対処する大切な仕事だと思います。

その組織の監査という仕事で、発展に携われることに感謝したいと思います。

微力ながら精一杯務めさせていただきます。 
 

にいがた さ生協１４年度総会 新しく役員に就任された方のご挨拶です。 
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■こんな大きな事業体になろうとは・・・・・ 
 

８年。もう８年か、と思う。いつも言う

ことなのだが、あの頃、現在のような就労

組合員２００名、事業規模６億円、のよう

な大きな事業体になろうとはまったく想像

できていなかった。市民運動の経験はあっ

たが、事業の経験は皆無だった。２００６

年２月の法人設立まで３年の議論？の時期

があったが、運動にちょっと毛が生えた程

度の事業イメージしかもてていなかった。

この８年間の中で、「事業は自分（自分たち）

が起すという自覚が必要であること」「事業

（法人）経営に責任をもたなければならな

いこと」など、当たり前といえば当たり前

のことを学んできたと思う。 

 

■無職で、時間があったからできた！ 
 
任意あわやまの所長を私がやることにな

ったわけだが、２００３年の県議選に落選

し、議員の道をあきらめ、さて、何か仕事

をしなければならない。今さら、勤めるの

も嫌だし、かといって仕事起しと言って

も・・・・といった状態だった。要するに

無職で時間だけはあったわけで、高見さん

も似たようなもんだったと思う。そうであ

ったから、時間を使って、事業所立上げ、

法人設立などということが出来たのである。

どこかに勤めていたら、こんなことはでき

なかった。これは特筆事項と思われる。 

２００５年６月から場所探しが始まり、

７月、任意あわやま開業であるが、私自身

は、この頃、労協センター事業団からヘル

パー２級講座の仕事起しの誘いを受けてい

て、土日だけの３ヶ月講座を自ら企画し、

自分でも受講料を払い受講した。ちなみに、

若井さんもこのときの受講生であり、神保

さんは講師の１人であった。９ヶ月間の任

意あわやまを担った、多くのボランティア

の中には、神保さん初めプロも居たが、時

間的にも運営の中心をになった、私も、若

井さんも、介護初体験の全くの素人であっ

た。月から金は夜勤を含めた実践。土日は

ヘルパー２級講座で勉強。「砂に水を撒くよ

うな」とのたとえどおり、こんなに勉強が

面白いとおもったことは無かった。 

 

■「ちゃんと向き合って、相手の話を聴けば、人は元気になる」 
 
私も若井さんも素人であったが、既存の

施設介護のありようには厳しい批判を持っ

ていた。「利用者を人間として扱ってないん

じゃないか」「ただボケーと座らせているだ

け」「話を聴いてやって居ない」などなど。

２級の特養実習で、おーい、おーいと職員

を呼ぶ「教授」と呼ばれている利用者を職

員みんなで無視している光景は、いまだ忘

れることはできない。と同時に、任意あわ

やまの実践の中で「ちゃんと向き合って、

話を聴き、普通に過ごしていると、人は元

気になる」という真理を学び取った。この

真理を、若井さんは申請書に込めたといっ

ているし、継承してほしいことである。い

ま現在私が、就労支援事業を行っている自

信の根拠になっていることでもある。 
 

さ生協 誕生秘話第４話  新専務理事 武田貞彦が語る ① 

 

❤ 誕生物語もいよいよ佳境へ。第４回は、武田貞彦専務理事です。 
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■自分（自分たち）が経営主体者であることを放棄してはならない。 
 
大勢のボランティアの力で成り立ってい

た任意あわやまが、認可あわやまになって、

多くの退職者と経営、運営の困難にぶち当

たることになる。いま振り返るとさまざま

反省点が考えられるが、１番大きかった点

は、「管理者を誰かにお願いしよう」とした

こと。自らが経営者であることを忘れ、放

棄し、他人任せとしたこと。ではなかった

であろうか。別の面からいえば、習ってき

た「協同労働」はお題目だけで、本当に「自

分（自分たち）」は「何のために」「何をや

りたいのか」という根本問題を避け、一般

常識、一般のこうあるべき論に、流れてし

まった、ということではなかったか。まさ

に「任意」から「制度」に入らんとするそ

のときに、事が起こったのは象徴的である。 
 
■「協同労働は禁句」となった歴史 
 
一方、５００万円の必要なお金は、自分

たちで調達した。その後、任意あわやまか

らの神保さんが管理者となり初期の思いを

語り、今日への道が続くことになる。ささ

えあい生協、第１事業所のあわやまの出発

において、「協同労働は禁句」となった事実

も特筆してよいと思う。 

（以下、次号へ続きます） 

専務理事 武田 貞彦（現就労支援事業所きまま舎所長） 

 

今回から、ひと人ネット事業部からも寄稿いただきました。今後も、寄せられた原稿を掲載していきます。 

さ生協 誕生秘話第４話  新専務理事 武田貞彦が語る ① 

 

 

ひと人ネット事業部 竹内 征一 
 

 いよいよ夏真っ盛りとなりました。皆様、体調管理には気をお配りのこと 

と思います。良く言われているように、食事、睡眠、軽い運動が基本のよ 

うですが、毎日のこととなるとなかなかできませんね。毎日とは言いませ 

んが、私は次の二つのことをなるべく心がけています。歩いて 30～40分 

の所へは車に乗らず歩く。または、自転車で行く。歩数にすると約 5,000 

から 6,000歩です。足・腰を鍛えるためです。もう一つ、料理（と言える

ものではありませんが）を作ります。包丁を握るのが好きで、子供のころ、戦中、戦後のこ

と田舎の疎開先で長男であるが故に、母親の勝手場の手伝いをやったのが身についたようで

す。料理といっても皆で楽しめる鍋物、冷蔵庫の隅に取り残されている野菜たちを具にして、

鳥手羽先や牛の筋肉などをトマトジュースやカレールーを加えトロトロになるまで煮込み、

思いつきの味付けで食べるだけのことです。面倒くさいからテレビや雑誌で紹介されるレシ

ピは見ないことにしています。 

 食べるときは店（笑天街）の来訪者や仲間の人たちに振る舞いますが、お世辞でも「おい

しいよ」と言ってくれるので準備にしんどいと思うことがあっても、ついつい次は何にして

みようかな？などと思いを巡らしてしまいます。料理作りにはまずメニューを考えます。買

い物に出かける。加工して味付けをする。盛り付けを工夫する。食べて楽しむ。話が広がる。

後片付けをする。と、とても作業量も多いが、面倒なことは避けて簡単なメニューから始め

ます。 

 どうですか、お暇な同輩の皆さん、いつも奥さんに頼ってばかりでなく、脳トレも兼ねて

「やってみなはれ！」            次回は「聴いてみなはれ」です。 

 

「やってみなはれ！」 
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＜３月３１日 福島視察の感想＞    新潟市ひきこもり相談支援センター 板垣 龍介 

 福島県南相馬市へ出発するバスに乗る前、バ

スの運転手の方とお話しをする機会に恵まれ

ました。女川町にも女川原発があり、原発稼働

中は、原発で働く職員を送迎するだけで成り立

っていたバス会社があったことを聞きました。

私は、信じられない思いでした。その話を聞い

たとき私は、「原発は、核燃料と巨大な利権に

よって動かされている。」と思いました。原発

でつくっているのは、電気だけではありません。

お金と利権構造をもつくり出しているのです。

すでに周知のことかと思いますが、私は、改め

て原発がつくり出す「巨大な力」を感じました。 

バスに乗り、海沿いの国道 6号線を走りながら

私たちは、福島県南相馬市に向かいました。南

相馬市の道の駅で休憩し、南相馬市小高区へ向

かうとき、坂林連合会専務理事が「ここから、

景色が一変します。」と言いました。私は、気

持ちを引き締めて窓の外に顔を向けました。 

まず目に飛び込んできたのは、人の手が入って

いない田んぼでし

た。津波の塩害にや

られたのでしょう。

ほとんどが、放置さ

れたような状態で

した。しかし、いくつか耕された田んぼもあり、

少し回復の兆しも感じました。さらに進み、私

たちは南相馬市小高区に入りました。 

津波によって被害を受けて平野となってし

まったところに、1×1×1.4ｍくらいの黒い塊

がたくさん積んである光景を目にしました。最

初、「それ」が一体何なのか疑問でしたが、放

射能に汚染された瓦礫を袋詰めにしたもので

あることを知り、ゾッとしました。「それ」は、

一つ二つではありません。大量にあるのです。

しかも、至る所で目にしました。「それ」は、

放射能で汚染されているために、結局処分する

こともできず、何か所かにまとめて置くことし

かできないのです。そして「それ」は、今も放

射能を周囲にまき散らし続けているのです。…

そう、ここは福島第一原発から 20ｋｍも離れて

いない、「帰還困難区域」です。 

 住民が我が家に帰ることすら許されない街

には、除染作業を進める作業員と警察の姿しか

ありませんでした。少し内陸にある小高区中心

街は、まるでゴーストタウンのようでした。震

災前は、どれほどの人が行き交っていたのでし

ょうか。私は、再び言葉を失いました。日本の

どこにでもあるよ

うな、小高駅に伸び

る真っ直ぐな道の

両脇に並ぶ住宅街

に、全く人の気配が

しないのです。この

ような姿にされてしまった街がこの日本にあ

るという現実を、信じがたい思いで見つめなが

ら、私たちは海沿いの、津波で何もかもが流さ

れてしまった跡を見て、旧小高町長の江井（え

ねい）さんのお宅へ行きました。 江井さんの

お話を聞きながら、あまりに大きな出来事と、

あまりに大きな問題に圧倒されながら、私はや

っと微々たるものながら、自分にできることを

見つけました。 

 新潟に帰る道中、私はスマホに撮りためた写

真を、フェイスブックの自分のページに掲載し

ました。今の私にできることは、せめて自分の

友人にだけでも、被災地の現状を伝えることだ

と思いました。そして、私の友人が別の個人に

被災地の現状を語り、そうやって輪を広げ、や

がて大きな希望となって被災地に帰っていく

ことを期待したからです。 「ここから皆さん

の地元に帰ったとき、家族、友人にきっとここ

の現状を伝えてください。」という被災地の方

の言葉を思い出しながら、私は新潟へと向かい

ました。 あまりにも大きな現実に直面し、本

当に衝撃的でした。しかし、そのような現実に

直面しながらも「生き抜くこと」、「信じ抜くこ

と」、「引き継ぐこと」を実践されている地元住

民の方々からは、生きていく姿勢そのものを学

ばせていただきました。生命とは、かくも力強

いものかと強く感じています。 

さ生協 東日本大震災 復興支援ツアー② 第 38号掲載の続きです。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月号 正解者発表！ ８月クイズ(12 面)の応募 待ってます！ 

【皆様へのご報告です。】 

よろずケアタウンにあるファルマフェニック

ス様（薬局）の代表 長井様（写真右）から、

昨年に引き続き、新潟市ひきこもり相談支援セ

ンター吉川所長（写真左）宛に今年も５万円の

ご寄付をいただきました。 

誠にありがたく、感謝申し上げます。 

 

ご寄付に感謝いたします。 

6 月号 正解者の皆さんです 

・新潟市東区 中澤 節子様 ・新潟市東区 中島 芳江様 
以上のお二人でした。 

多くの皆様のご応募をお待ちしております。 

 

 

 

 

 6月号クイズ 次の３問で 正解は それぞれ ア イ ウ のどれでしょう？ 

１ ささえあい生協の総代会は今年で通算 

  ア 第 10回 イ 第 11回目 ウ 第 12回  

２ 今次総代会の定数はおよそ 

  ア 50名未満 イ 100名に近い ウ 100名超 

３ 総代会への参加傍聴は 

  ア 不可 イ 条件あり ウ 条件なし 

     

◆ 正解は 

１ イ 第 11回 

２ イ 89名 

３ ウ 大いに歓迎 

【地域・連帯・協同】 

～つながる、拡がる、組合員、地域へ～ 
 

■ささえ愛下山夏祭り 

 ７月２７日（日）午前１０時～下山にて 

夏祭りの飾りのされたリビングで、利用者様を

受付け。スプーン渡しや民謡の手拍子で参加。 

また、利用者様とボランティアで参加されたご

家族、組合員、総代、地域の皆様との「子供の

PTA役員一緒でしたね！」「老人クラブの旅行

は楽しかったですね」などの弾んだ会話で盛り

上がり、昔懐かしい夏祭りでした。 

－ささえ愛下山 管理者 風間－ 

 

■ささえ愛わりの第５回夏祭り 

 ８月８日（金）午後２時～わりのにて 

今年から、賛助会員として自治会へ仲間入りし、

地域への回覧をさせていただきました。また、

昨年に続いて割野保育園様から綿あめ機をお借

りします。昨年は、利用者様やご家族の皆様、

割野保育園の園児の皆様、地域の皆様に足をお

運びいただき、にぎやかな１日でした。今年も

子供さんたちのお神輿や地域の皆様と一緒に亀

田甚句を踊ったりと、楽しく一体感のあるお祭

りにしていきます。 

－ささえ愛わりの 管理者 末武－ 
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悩み事・相談事はありませんか？ 

「生活が苦しい」「ひきこもりがちな人が近くにいるのだが」「借金の返済が苦しい」「就労した 

いがうまくいかない」「生活保護について知りたい」「介護保険を利用したいが、わからない」 

「子供の仕事のこと」など、悩み事・困りごと・相談事はありませんか。 

 私たち、ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟には、様々な事業所で問題解決のための 

専門の職員が働いています。お一人で悩まず、気軽にお電話ください。そして、解決の方法を 

見つけ出しましょう。 

連絡先電話番号：０２５－３７８－６１８１（ささえあい生協本部事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（若井浩）哀悼の意 

●さ生協職員・当会報の編集スタッフも務められたマチャミこと坂上正美さんがこの 

6月 26日亡くなられました。入院されたとは聞いていたのでお見舞いをと思いつつ、 

ついに生前での邂逅不可とは。●米国帰りの彼女はセンスが一味違っていて、この会 

報の編集長就任で「変酋長」「偏執長」などの私のおふざけにも正当に？喜んでくれ 

たのでした。●しかし何と言っても紙面編集がパソコン操作的知識＆技能ともに抜群 

で「この内容にふさわしい書体と紙面の処理」作法は、私をして「あっ、そうだよね 

ー」でしたから、退院後は貪欲に、あなたの知識と技能を、と思っていたのに。 

●こんなに死が早いと知っていたなら、私はあなたの耳元で「がんばったね」「もうが 

んばらなくてもいいんだよ」と言ってあげたかった。●弔辞やら何やら、わけわかんなーい、ですが、 

哀悼の意のご挨拶とさせていただきます。合掌 

先日朝 6時前に電話。なんだろう

と思い受話器を。地元紙の配達のN

さんだった。お隣の Sさんのおばあ

ちゃんの家の新聞がつまっていて、

息子さんの連絡先を知らないかと

のこと。入口が違っても隣なのに何

も知らなかった。Nさんは先日もそ

のようなことがあって、結果脳梗塞

で、5日目だったので反省している

とか。このような時代になったので

すね。私の問題でもある。（本田） 

 
 
 
 

先日、事務局前でこどもカマキリ

を八幡事務局長が捕獲。３cm 程

のあまりに可愛らしい夏の訪問

客に大の虫嫌いな私も思わず「カ

ワイー♡うちの子供に見せるー

♡」とカマちゃんをお持ち帰り♪

我が家に新しい家族が増えた 

夏の午後でした♪ 

           （木村） 
 
 
 
 
 

組織状況 

2014年 6月現在） 

組合員数 1,149人 

出資口数 17,195口 

出資金額 85,975千円 

 

 
生足で往来を闊歩する女の

子に向かって、いつも心の中

でつぶやきます。――けしか

らん いいぞ、もっとやれ 

ありがとう  （武居亮） 
 
 
 
 

 8月号クイズ 次の３問で 正解は それぞれ ア イ ウ のどれでしょう？ 

１ 全国総会の参加都道府県の北は 

  ア 青森 イ 秋田 ウ 北海道     

２ 同じく南は 

  ア 熊本 イ 鹿児島 ウ 沖縄 

３ 次回開催は 

  ア 東京 イ 大阪  ウ 兵庫 

    （ヒントは今号表紙に） 

◆はがき、メール、ＦＡＸ 

いずれにおいても、１２３に

ついてアイウを選択くださ

い。住所、氏名をご記入の上、

本部まで。 

◆締め切りは 9月末。 

◆当選者発表は 10 月号に

て。 

故 坂上正美さん

ん 

ささえあい広場 「悩み事・相談事はありませんか」 


