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組合員の皆様のおかげです！
ささえあい生協 専務理事 高見 優

４月から NHK・TV 朝ドラ「瞳」が始まりました。里親制度について、ドラマの中で分かりやすい解説が
出てくる試みも登場します。西田敏行と孫娘役・榮倉奈々との里親コンビの今後はどうなるのでしょうか？
私も、ささえあい生協の誕生から当生協の言わば「里親」のような役務に就いています。難産の末ようやく
2006 年 2 月正式に生協法人を設立し、約２年が経過しました。法人も自然人と同様に人格を有しており、
２歳になった法人を育てて行くためには、その構成員である組合員全員の協力が不可欠です。総会で選ばれた
役員（理事と監事）は、全組合員の願いと期待を受けて「里親」として日常業務を行なっています。人間の幼
児と同様いろんなことがありましたが、幸いこれまで大病もせず何とか順調に育っています。そしてヨチヨチ
歩きから確かな足取りで歩み始めています。これも組合員皆様のおかげです。
組合員は入会するときに１口 5,000 円の出資をします。その出資金を元手として、福祉・生きがい・仕事
おこしの事業・活動を行なってきました。ですから、組合員の出資金は本当にありがたく、それが無ければ事
務所一つ借りることもできなかったでしょう。
2008 年度通常総会を 5 月 18 日に開催する予定です。年に 1 回の総会ですので、組合員と役員・職員同
士の交流の場にしたいと考えています。
「全体像が見えにくい」
「ささえあい生協に入っているがメリットがな
い」などの声が聞かれます。けれども、先ほど述べたように、組合員一人ひとりの出資という参加の仕方によ
って当生協が誕生し、役職員ら一人ひとりの頑張りによって当生協法人を２歳にまで育てあげることができ、
今ようやく基礎固めを終えつつあるのではないか、というのが私の率直な感想です。
これからの時代、ささえあい生協はますます必要とされるでしょうし、組合員ほか各方面からの関心も高ま
っています。協同労働の協同組合法の誕生も間近に迫っています。では、さえあい生協を今後どのように育て
発展させて行くのか。それは、組合員の皆様のご支援・ご協力をお願いする以外にはありません。なぜなら、
組合員の皆様こそ里親でなく本当の親だからです。
当生協の行く末を、これからも暖かい目で見守ってください。そして豊かで安心できる地域づくりのために、
一緒に支え合って進んで行きましょう！
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◆2008 年度通常総会のご案内
日程：５月 18 日（日）
、13:30～16:00
会場：万代市民会館６Ｆ多目的ホール
内容：議事の外、組合員・職員交流、事業所紹介、組合員の要望等を聞く場とします。
万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願いします。
◎ 総会までの日程(予定)については、下記のとおりです。組合員のご協力をお願いします。
4/16 役員選挙管理委員会の「役員選挙の公示」
4/28 役員立候補・推薦の締め切り（同日必着）
5/８

総会議案書・役員選挙公報（＆投票用紙）の送付

5/17 委任状・投票用紙の返送締め切り
5/18 総会当日

◆2008 年度の理事会について
これまでに、理事会５回、常務会 15 回開催してきました。
専従理事 1 名以外の役員（理事・監事）
、選挙管理委員、総会議長その他の世話役の皆様からは、
実費のほかはボランティアで職務をこなしていただきました。感謝します。
さる４月 13 日（日）に開催された第５回理事会は、組合員の運営する会場「葡萄の木」
（西区
小針南台）をお借りして行いました。2007 年度の事業報告・決算（案）や 2008 年度事業計画・
予算（案）などの議案のほか、本部事務所の移転などについて審議しました。その結果、
「ささえ
愛わりの（仮称）
」を設立すること、障害者自立支援法に沿って「千草の舎」の事業を見直すこと、
「
（合同会社）さわやか総合企画」を支援していくこと、本部事務所の移転を検討すること、子会
社「にいがた協同総研」
（名称について要検討）を設立すること、などが決議されました。
詳細は、2008 年通常総会で提案する予定です。

↑ 2008/2/18 付
「読売新聞・新潟地域版」
← 2008/3/1 付
「The Daily Yomiuri」
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★（本部・事務局から）

（１）2008 年度総会までに、組合員５００人以上を達成しよう！
消費生活協同組合法が大改正され、ささえあい生協も定款・規約などを全面的に変更・制定しな
ければなりません。中でも組合員が 500 名以上の生協は、総代会を設置することができるように
なりました。毎年、総会の開催準備で苦労するのは、総会成立の定足数を満たすよう出席者と委任
状の数を確認する作業でした。総会の代わりに総代会を開催することは、それはそれで総代選挙が
必要になるなど今までにない仕事が生じますが、総代が選出されておれば総代会の開催準備は比較
的楽になるようです。
詳細は、2008 年度総会で提案しますので、ご審議ください。

（２）協同全国集会 in 新潟の開催にご支援・ご協力を！
同封したチラシのとおり、今秋（11/22～23）新潟市体育館・新潟青陵大学で、
「いま『協同』を拓く 2008 全国集会 in 新潟」が開催されます。
さる４月２日、新潟市で第 1 回実行委員会が 25 名の出席で開かれました。東京から、労協連の
古谷理事長ほか７名が参加し、地元からは、うちの実家、えにし屋、CIL、県環境連などの市民団
体、連合新潟、総合生協、県生協連、新潟労福協、労働金庫、農協労連、センター事業団新潟事業
所とささえあい生協の関係者が参加しました。
「人間らしい働き方と生き方（生活）をめざし、非営利・協同を中心に、社会連帯を大きく・力強
く推進しよう」
「支えあって、地域の社会・経済を再生させていこう」などの内容を議論し、より
分かりやすい呼びかけ文をつくること、新潟観光コンベンション協会の補助金を申請すること、な
どが確認されました。

ささえあい生協の事業・活動が拡大しており、本部の事務作業量が膨大なものになってい
ます。これまで専務理事１名でそれらの事務をこなしてきましたが、限界に達しています。
2008 年度から正式に本部職員（パート）を置くことになりました。そこで、まず組合員の
中から募集することにします。
賃金・労働条件など働き方について希望を聞いて、話し合いで決めます。応募したい方は、
至急、履歴書をご用意のうえ本部までご連絡ください。
（電話 025-225-9425）
3

貸ホール
歌声サロン
映画上映会
コンサート

介護保険対象外・要支援程度の方々、
日頃、お１人で生活されている方々、
仲間作り等交流の場をお求めの方々
が集まって「皆で１日を楽しく過ごし
ましょう!」という集いのサロンです。

新潟に唯一の民間イベントホールとして
誕生しました。文化・娯楽・カルチャー
教室など様々な体験を通じて、人々との
交流を楽しんで頂けます。

ご利用時間：10:00～15:00
(延長料金１時間 700 円)
ご利用料金：お１人様 3,000 円
(昼食・送迎込)

ご利用時間：9:30～20:00
ご利用料金等、お気軽にお問合わせ下さい。

収容人員７０名！

事前予約で承っておりますので、
ご連絡お待ち致しております。

グランドピアノ
もございます。

全館冷暖房・換気扇完備、全館禁煙
◆営業時間：10:00～17:00(冬季 16:00)
◆定休日：毎週火曜日
※イベントホールはご相談下さい。
◆お申込・ご予約・お問合せ
TEL：025-210-7870
FAX：025-210-7875
MAIL：mago@magonote-niigata.com

◆交通機関：新潟交通バス
8A/8B：新潟駅南口～県庁～新潟駅行
7A：新潟駅～川岸町～県庁～新潟駅南口行
「上近江」
「上所郵便局」下車徒歩約３分

流行の脳トレや仲間
作りのサロンとして、
「さわやか健康麻雀」
を別室に設け、初心者
対象の麻雀教室を行
っています。初めての
方も安心・お気軽に！
ご参加、お待ちしてお
ります！

これまでの[まちの駅近江]を
リニューアル、地域情報
交換、趣味の手作り作品
健康･自然･こだわり食品や
ご好評の朝どり野菜の販売
喫茶･軽食も内容を充実しました。

生 涯 現 役 ！
現役時代の経験を活かしたい、
元気であるため何か仕事を
したい…という方々のための
<仕事おこし> グループです。

便利屋<助っ人>
リフォーム<プロ集団>
緑化メンテ・コープガーデン
古紙空缶回収<環境事業>
～ 新潟市認定 ～
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これまでご愛顧頂いておりました「まちの駅近江」が、
更に内容を拡大・充実させ「新潟まちの駅」として、新
たにオープン致しました。新潟地区の福祉・文化・情報・
娯楽の場として、老若男女、どなたもお気軽にご利用頂
きたいと願っております。安らぎと健康、仲間づくり、
余暇活用など、地域の人々の“憩い”のサロンとして、
ご愛顧下さいます様宜しくお願い申し上げます。
(合)さわやか総合企画 代表：石黒

三枝子

代表石黒より
ご挨拶

上近江
バス停

ささえあい生協グループ

〒950-0973

新潟市中央区上近江 1-5-13
TEL:０２５-２１０-７８７０
FAX:０２５-２１０-７８７５

上所郵便局
バス停

http://www.magonote-niigata.com/
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（前号に掲載した「ささえ愛こしん」の電話番号が間違っていました。
正しくは、025-267-2551 です。お詫びして訂正します。
）

３月のある日、
「ささえ愛こしん」に私（記者）がお
邪魔し取材させていただきました。新潟市西区小新大通
の静かな住宅街の中に、写真のような看板がありました。
組合員の木下はつさんが自宅を提供され、ご近所の方や
ご友人らが月に１回程度利用されているようです。この
日は、71 歳から 86 歳までのご高齢の方が、お茶菓子
を食べながら、よもやま話を楽しそうに語り合っておら
れました。

記者が県外出身であることから、昔の新潟の様子を興
味深くお聞かせいただきました。今のホテル新潟の近くからポンポン蒸気船「安心丸」に乗って白
根方面まで遊びに行ったこと、西川にも砂利舟が上下していたこと、今の新潟島の信濃川対岸はほ
とんど開けておらず「在郷に遊びに行く」と言って橋一つ渡って出来島辺りに出かけたこと、など。
極めつけは、白山祭りに来ていたサーカスの見世物の大蛇が逃げ出し大騒ぎになった事件で、幸い
１か月後に信濃川のヨシ原の中で捕獲されたそうです。
「同じ世代だから、皆なに共通する昔の話がで
きて楽しい」
「ここに来ると心が安らぐ」
「友だち
を介して友だち付き合いが広がった」…などの感
想が聞かれました。ある一人暮らしの女性は、夜
中にネズミが騒いだとき「オッカナイ」ので遠く
に住む子どもに電話したら「お酒を飲んだから車
を運転できない」と言われ、
「ささえ愛こしん」の
仲間に電話したら来てくれたので安心してぐっす
り眠ることができたそうです。

このように、
『遠くの親戚より、近くの仲間』が
頼りになる、そんな仲間同士で一緒に買い物に行
ったりもしているとのことでした。最後に木下さんは、
「ご近所の皆さんや組合員の方も、一度遊
びに来てください」と仰っていました。
（U 記者）

利用料金：一日（10 時～15 時）1,500 円。お泊りも受け付けるそうです。

6

ささえあい生協も参加して、１３回目の全国集会を新潟で開催するための準備を進めてきました。

４月２日に第１回実行委員会を開催しました。
大会へ向けたホームページができました。全県・全国の仲間たちと交
流し、
「協同」の輪を広げましょう。

http://kyodo-net.roukyou.gr.jp/2008/index.htm
（
「協同集会新潟」で検索できます。
）
２年ごとに行われてきたこの集会、前回は兵庫で開催されました。
「希望ある社会への転換 ～ 生命・労働の尊厳を問い、地域・社会
の人間的再生を～」をメインスローガンに掲げ、約 1300 人が参加しました。今年 の全国協同集
会は、
「協同労働の協同組合」法の法制化を進めるなかでの記念すべき集会となろうとしています。
【4 月 2 日 第 1 回実行委員会開催されました】
事務局団体のささえあい生協新潟、日本労協連、労協センター事業団、日本高齢協連、協同総研
のほかに、連合新潟、労福協、総合生協、環境連、コミュニティバンクなどから 25 名が参加しま
した。参加者からは、今抱えている問題や、新潟で行われる協同集会への思いが語られました。
●「障がい者、健常者が共に働く場所をつくることを目指して福祉作業所を立ち上げたが、本当は
労協のような形をとりたかった。心臓病を患っているけれど、協同集会にはぜひ関わりたいと思っ
た」
（自立生活センターの広島さん）●「自治体合併が進み、交通が不便になったのが新潟では、限
界集落の問題がある。若い人は、働く場も友達もいないからますます出ていく。そういう問題にど
う取り組んだらいいのか。協同集会は住民連帯と労働の質を高めるいいチャンスだと思う」
（農協労
連の荒井さん）●「5 月に倉貫健二郎氏が監督の『降りていく生き方』という映画の撮影が新潟で
はじまる。新潟には、消費するだけではない人間らしい生き方がある。
」
（えにし屋の清水隆太郎さ
ん）●「2001 年から生産者と消費者が一緒に農業体験をしている。食と農の協同、むすびつきを
テーマに入れていきたい」
（総合生協の長崎さん）●「新潟はギョーザ事件のショック度が大きかっ
た。困っているところを協同で一歩進める取り組みにしたい」
（新潟若者サポステの武田さん）●「新
潟は食糧自給率が高いから、そこをアピールしていきたい」
（労協連の横田さん）●「誰でも気軽に
こられる集会にしたい」
（うちの実家の大関さん、労協センター事業団大塚さん）●「夕張の問題に
ついて考えたらどうか」
（ささえあい生協の栃倉さん）●「新潟のトキと兵庫 豊岡のコウノトリと
北海道 旭山動物園を共演させたい」
（労協連の古村さん）●「上越市の合併に伴うコミュニティ自
治と、地域の若者や子育ての研究会を開いていきたい」
（協同総研の田嶋さん）
。

【第２回実行委員会は５月１６日、参加メンバー募集中！ 問合せはささえあい生協へ】
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【小規模多機能型居宅介護「ささえ愛わりの」地元自治会説明会開催！】
ささえあい生協の三つ目の介護保険事業所開設の準備が始ま
りました。江南区の割野（曽野木・両川中学校区）の民家を改
築し、本年１２月の開設を目指しています。
３月２日午後、地元の集落開発センターに、自治会会長さん、
老人会会長さんをはじめ３０名以上の皆さんからご参加いただ
きました。両川地区は、新潟市の中で最も高齢化の進んでいる
地区の一つです。又、江南区は高齢者の介護保険認定率も高い
地域です。梨を中心とした果樹園や田畑の広がるこの地域では、
初めての介護保険事業所となります。
「通い」を中心として随時「訪問」
「泊り」を組み合わせる新
しい地域密着サービスを、スクリーンを使ってご説明させていただきました。生活協同組合の運営に関
連して、利用資格の質問もありました（組合員資格は要りません）。介護保険利用の仕方などの質問も
寄せられました。
（地元からの参加も頂き、開設委員会で準備を進めています。参加者募集しています。
）

【小規模多機能型事業者協議会の研修会に参加して】
（ささえあい生協ＨＰに「理事リポート」コーナー新設。蛯原理事からのリポートです）
２月１０日（日）、新潟卸センターで開かれた「新潟県小規模多機能型居宅介護事業者協議会」の定
期研修会に参加してきました。最初に小山剛会長が「開会挨拶と直近の情報」をお話になりました。こ
の中で、認知症グループホームや小規模多機能の許認可をめぐる「ぶっちゃけた話」（あえて詳細は秘
す）が聞けて有益でした。公式情報ではなかなかわからないことが、こうした会合では具体的に得られ
るので、足を運んだ甲斐がそれだけでもありました。
事例報告①は、
「ももの木」さん（刈羽）の歌代晃さんから、
「災害時における小規模多機能の実際と
課題」という標題で行われました。中越沖地震の際、私はレスキューバイク隊として刈羽入りして、
「も
もの木」周辺にも出動していたので、とても関心がありました。
＜中略＞
事例報告②は、「プラット笹崎」さん（長岡）の土田武千代さんから「住宅併設の小規模多機能の実
際と課題」という標題で行われました。土田さんは旧知の社会福祉士で、介護支援専門員の登録番号が
２番だった方です。
＜以下略＞

【協同労働の法律づくりへ！】

日本労協新聞 08/3/20 号外より

～「協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟」結成～
全党・全会派から加入 100 人超す。会長に坂口力元厚労相、各党から副会長
「協同出資・協同経営で働く協同組合法を考える議員連盟」が 2 月 20 日に発足、坂口力元厚生労働大
臣が会長に就任、全党全会派から副会長を選任しました。議員連盟には 100 人を超す議員が参加。
「協
同労働法制化市民会議」(会長・笹森清中央労福協会長)が求めていた「市民・働く者が主体者となり仕
事をおこす協同組合に法人格を与え、希望と活力あふれる社会を」という願いが理解を得、実現ヘの大
きな歩みを開始しました。
設立趣意書
多様な働き方の制度整備により、誰でも人たるに値する
生活を可能にしなければならない。日本においては、使用
者と労働者の関係は労働基準法をはじめとする労働法令に
よって定められている。しかし、協同出資・協同経営によ
って共に働くことに対する法律は存在レない。
私たちは,ここに議員連盟を設立し、日本においても新し
い働き方が可能になるよう、法制化を含めて検討するため
に出発するものである。
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