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国際交流夏休み子どもキャンプ

ささえあい生協 キャンプ担当

小川卙英

今年で 2 回目となるキャンプ(主催：パワフルエイジング研究会 共催：AFS 日本協会新潟支部・さ
さえあい生協)に当生協から 2 人の理事と 4 人の組合員がボランティアとして参加しました。参加者は
74 人（昨年は 49 人）内訳は小・中学生 35 人、高校留学生 7 カ国 11 人、大学生 12 人、スタッフ
等 16 人でした。
子ども達にとっては短い？3 日間でしたが、国際交流・世代間交流を進めながら、また、肝だめし・
キャンプファイヤー・カヌーなどを通してたくさんの友達と出会えたことは、夏休みの大きな思い出に
なったことでしょう。アンケートでは子どものほとんどが「来年も参加したい」と答えてくれました。
来年 組合員のお子さん、お孫さんを参加させてみませんか。また、スタッフとしていかがですか。
お待ちしています。
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協同労働と生協の違いって何？
あなたの周りに長時間労働が当たり前のようになっている人や、あまりに労働条件が過酷なため
仕事をやめた人、非正規雇用でなかなか正規に雇ってもらえない人、ワーキングプアーの人などが
いないでしょうか。きっと何人かはいるでしょう。これはどういうことなのでしょうか。昔では考
えられないことですが、若い人の多くがモノのごとく使い捨てにされています。これは行き過ぎた
市場主義や競争主義の現れではないでしょうか。そこにヨーロッパでそれに替わるものとして有望
視されているのが「労働者協同組合（ワーカーズコープ）」なのです。働く意欲のある人が、自分
たちで｢出資｣し、組織を協同で｢経営｣し、みずからが「働く」という趣旨の元に、｢人間らしく働
き続けたい｣という仲間や市民の人と地域に役立つよい仕事に取り組む集まりなのです。
一般の会社組織
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では、生協では協同労働のような運営が出来ないのかというと、出来ないことはありません。し
かし、長く事業を続けていくとなると

生協の組織では以下のような問題が生じてきます。

・事業の対象が組合員に限られる。
（生協の員外利用の禁止）→ 事業規模拡大に丌利。
・剰余金に課税される。→

社会的な事業をするための資金確保が困難である。

協同労働の法整備がなされれば上記の問題が払拭される訳です。
日本社会でも、働き方の問われる時代になってしまったと言っていいでしょう。労働者が会社で
働いて生活が豊かになるシステムに限界が来ています。ここに新しい働き方として協同労働の働き
方が提示されています。日本でも協同労働を法制化しようという動きが目の前に来ています。どう
か関心を持って下さる事を期待しています。
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11 月 23 日（日） は、
新潟青陵大学 第４セッション

に

大集合！

～ 質疑・意見交換の時間もたっぷりあります。詳細は同封チラシをご覧下さい。～

皆様のご参加、お待ちしています!!

全国協同集会 in 新潟が今年 11 月 22 日、23 日に開催されます。これは黒岩理事長が実行
委員会代表委員の一人となり、現在定期的に約 20 団体が参加し実行委員会を行っています。
この集会はＮＰＯ、協同組合、自治体など様々な団体のネットワークを広げ「協同」の力でま
ちおこし、まちづくりを創出することを趣旨としています。どうかこの集会の成功のために賛
同金のご協力をお願いするとともに、集会へのご参加をお願いします。
賛同書をお送りいただいた方(ＦＡＸで結構です。)には振込用紙を郵送させて頂きます。
２００８全国協同集会・実行委員会事務局
〒950-2026 新潟市西区小針南台 3-16 ささえあい生協 内
TEL:025-378-6806 FAX:025-230-6680
Mail: kyodo2008@gmail.com
HP: http://kyodo-net.roukyou.gr.jp/2008/index.htm

今回、ささえあい生協は、日本介護クラフトユニオン（ＮＣＣＵ）の署名活動に協力してい
ます。同封のチラシ裏面にある署名活動の趣旨のとおり、ささえあい生協の介護事業でも人材
確保に頭を悩ませている状況です。皆様の署名へのご協力をお願いする次第です。恐れ入りま
すが、署名用紙をお送りいただく場合は送料をご負担ください。
署名用紙の送り先
〒105-0014 東京都港区芝２－２０－１２ 友愛会館４階
日本介護クラフトユニオン 署名活動係宛
ＴＥＬ：０３－５７３０－９３８１
または、ささえあい生協本部事務局に持参くださるか、送って下さっても結構です。
〒950-2026 新潟市西区小針南台 3－16
ささえあいコミュニティ生協新潟事務局
ＴＥＬ：０２５－３７８－６１８１
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只今『ギャラリー・葡萄の木』では、島倉順子常務理事
ご提供の作品・商品を中心に展示・販売させて頂いております。

着付けが大変でなかなか着なくなったり、タンスに眠ったままになってしまって
いる和服･着物を、洋服感覚で簡単に着れるように、リフォーム･仕立直し、
気軽に和服･着物の雰囲気が楽しめる、ファッションショーでも好評だった
大変嬉しいアイデア作品も展示してございます。
その他手作り小物やお洒落な洋服など、多数展示・販売
しておりますので、皆様ぜひ、お気軽にお越し下さい。

ささえあい生協では､一人親世帯等経済的理由で
塾･家庭教師を利用できない子供さんを対象に
下記要領で学習支援事業を実施します。
お気軽にお問い合わせ･お申し込みください。

対象者：主に小針地区在住の中学３年生／定員：１０名まで／日程：毎週月曜日 18 時 30 分～21 時／
寺子屋開始：9 月から／会場：ささえあい生協本部事務所研修室(JR 小針駅前)／費用：毎月 1,000 円／
指導者：大学生・退職教員等のボランティア／問合せ･申込み：ささえあい生協までお電話でどうぞ

６月２２日（日）
「葡萄の木」

ささえあい生協の本部事務所を小針「葡萄の木」に移転
開設したことを記念して、オープニング記念ジャズライブ
コンサートを行いました。
組合員の竹内征一さんのプロデュースで、鈴木直樹さん（クラリネットほか）と大橋高志さん（ピアノ）
のお二人の演奏をたっぷり２時間聞かせていただき、３３名の参加者はスタンダードナンバーなどよく知
っている曲も多く、すっかり堪能しました。
ご近所の方や遠方から駆けつけたファン、ジャズの生演奏は初めてという人もおられ、次回もぜひ企画
してほしいという声があがりました。♪
コーヒーメーカーでサービスしていただいた組合員の諸橋さんほか、皆様のご協力により、収支バラン
スも良好という結果でした。ありがとうございました。
＊ ５ページ下の短歌、ご参照下さい。
♪ ご好評につき 10 月 11 日、第 2 回目ジャズライヴ開催予定です（同封チラシ参照）
。
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来場下さい！お待ちしております！
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ささえあい生協も組合員が 500 名近くになっ
ています。皆さんひとりひとり、いろんな思いを
もって関わって下さっているものと思いますが、残念ながら皆さんがどんな人なのか、お互いよく
分かっていません。そこで、これから組合員さんにどんな人がいるのかぼちぼちと紹介していきた
いと思っています。まずは、
「千草の舎」の責任者を務めておられる備後春代さんを訪ねました。
「千草の舎」は 35 年前一人の主婦である本間和子さんが始められた
施設です。本間さんは、いろいろ他の施設を見学してから、あまり時間
に縛られることがない、一般家庭のような施設にという思いでつくられ
たと伺いました。私が訪問したときは丁度お茶の時間で、ゆったりした
時間が流れていました。入所者は 10 名までで、すべて個室です。
備後春代さんは 25 年ほど前からここで働いておられます。初めのこ
ろは、ご自分の二人のお子さんが小さかったため、夜勤のときは一緒に
泊まり仕事を続けてこられました。福祉や介護などの知識もなく飛び込
んだ職場だったが、厳しいながらも働き易かったと言っています。いま息子さんの一人は、福祉関
係に勤められていて、楽しいといって働いていると話してくださいました。
親の背中を見て…ということでしょうか。
障がい者の方々は皆優しく、表情から心をとてもよく読みとることが出
来、また、がっかりするようなことがあっても、すぐに前向きに対処して
行くので、備後さん自身生きるパワーを感じるとのこと。一番大切に思っ
ていることは、お金ではなく皆と仲良く、助け合いながら人間らしい生き
方ができたら良い。そして創設者の思いを継いで、障がい者の方々がその
人らしく穏やかで、安心してのびのびと生活できるように若い人達にバト
ンタッチすることが「夢」ですと語ってくださった備後さんの優しさと穏
やかさはこういう考えからきているに違いないと思いました。でも、そう
いったバトンタッチできる若い人達がなかなかいないのも悩みの種で、で
きたらささえあい生協なんかで若い人材を確保して育てるようなことを
していただけるといいなともおっしゃっていました。(取材・記事：本田)

～「千草の舎」は来年４月から、障がい者自立支援法に基づく事業を開始する予定です。～
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「ささえあい生協･葡萄の木」オープニングを祝し、組合員･ 大島カヅ様より、
歌を頂戴致しましたので、ご紹介させて頂きます。大島様、有難うございました！
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これと言って取り上げる特技は何も無いが、現在活動を休止していても興味関心のある
ことを数えれば両手を出しても間に合わない。そのひとつに菜園がある。独身時代、一
人暮らしの住宅前に２坪ほどに地這いキュウリを植えたのを皮切りに、断続的ではある
が様々な野菜に挑んでみた。その頃有機農業というものを明確に意識していた訳ではな
いが農薬も化学肥料も使わず、僅かに台所からの残飯屑や刈り取った草などを鋤き込ん
でいた。
ある事から新潟県有機農法研究会に関わり入会した。当時の会員の多くは消費者であり、
農業専従者は稀であった。仕事柄毎年行われている総会にもすっかりご無沙汰してしま
い、久し振りに顔を出してみた時だった。構成メンバーが全く変わり、専従農家の減農
薬、無農薬栽培の実践発表や圃場見学など、私は驚くばかりであった。しかし、その多
くは平然と農薬を用い、化学肥料を使った農法と同程度の収量や収入を求めるもので、
その労働量や苦心から得られた農産物の恩恵を受けた消費者は健全であるが、生産者は
疲労困憊という笑うに笑えない状況を感じた。
一方、神奈川県出身の知人は自給自足の生活を求め
て２５年程前、佐渡の山間部落へ移り住んだ。彼ら（夫
婦）の労働ぶりはと言えば、自称「午前２時間、午後
２時間の作業」だ。自分たちの生産物の外に採集物や
譲渡物も含め、加工品や現物を軽トラックに満載して、
年に２回故郷神奈川で販売するのが彼らの収入であ
る。勿論、純粋な有機農法であり、心身共にうらやま
しい程健康である。
これらの事から有機農業、あるいは有機農法というものは単に農業、農法の違いなの
ではなく、正に人の生き方、考え方、世の在り方を問い直す重要な意味を持っているの
ではないかと思う。機械を使い、化学肥料や農薬に頼る農業や農産物には様々な面で問
題、課題がある事を考えれば、何百、何千年と続いた農法こそ本来あるべき方法、状況
なのではないか。
最近、ささえあい生協を通し、私の居住地に程近い五十嵐二の町で里芋の生産を主と
した活動に取り組んでいる人との出会いがあり、圃場にも案内して貰った。主たる肥料
は雑草とボカシの併用である。２年目だという砂地の畑は里芋自身の状態や圃場の様子
から真摯に農作業に取り組んでいる事が充分に感じられた。
身を削る程の労働から少しでも多くの金銭を得ることが幸せであると錯覚していた事
の反省から、互いの知恵と支援により、老いてなお豊かさを求めていこうとするささえ
あい生協の理念と有機農業が意味する事を思いつつ、五十嵐二の町の里芋畑に私なりの
夢を追いつつ、久しく休止していた農作業に関わっていきたい。

※上記の菜園農業について、当生協も参加させて頂きたいとお願い中です。(編集部)
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ささえあい生協 専務理事
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７年前、日本で初めて BSE（牛海綿状脳症）が確

農林水産省が 2002 年から設けている食品不正の

認され、国の BSE 対策を悪用して補助金を詐取し

告発窓口「食品表示 110 番」への情報提供が 2007

ようとした雪印牛肉偽装事件が起こった。その後、 年に過去最高となり、累計で 1 万件を突破したと
雪印乳業自身が食中毒事件を起こし、同社は経営

いう。中国ギョーザ事件も発生。

が破綻して廃業した。企業倒産に至る事件の発生

そして今回の三笠フーズ事件では、国や輸入業

にもかかわらず数多くの偽装事件が続発し、食品

者数社から購入した汚染米（カビや農薬に汚染）

だけでなく建設（設計、生コンなど）
、労働（請負、 を食用米として数年前から数百トン以上を転売し
雇用など）の分野にも及んだ。

ており、清酒や焼酎、米菓などのメーカー数十社

食に関する事件はその後も増加の一途。日本ハ

に流通、さらには病院、施設や保育園などで利用

ムの牛肉偽装、不二家の消費期限切れ牛乳を使っ

者の口に入っていたという。国（農政局)は、数十

た洋菓子、
「ミートホープ」の豚肉「牛ミンチ」
、
「白

回も立ち入り調査をしていたが全く気づくことは

い恋人」の賞味期限改ざん、売れ残った赤福餅の

なかった。同社を含め、2003 年度以降に事故米を

回収・再出荷、
「比内鶏」の偽装、
「船場吉兆」の

購入したのは 16 社で、今回ついに国が発出した汚

食品表示偽装とニセ「但馬牛」
「三田牛」と賞味期

染米が原因となる事件にまで発展したのである。

限改ざん……。その他、めんたいこ、日本マクド

わが国の食糧自給率は４割弱。私たちも安けれ

ナルド、「白木屋」
、「村さ来」、
「飛騨牛」、里帰り

ばよしとする風潮を改め、地産地消の理念の実現

ウナギ、偽装りんごジュース……等々、と。

をめざしたい。ささえあい生協では、本誌清水理
事の報告にあるとおり、近隣の菜園で有機農産物
の栽培の手伝いをし、安心安全な食と農の協同労
働を追求してみたいと夢見ている。

参加希望者、大募集中！

★ささえあい何でも相談

★ささえあい・木曜昼食会

毎週木曜日 10 時～16 時、葡萄の木、

毎週木曜日 12 時～13 時

面談相談は要予約、電話相談は随時

葡萄の木

振り込め詐欺、お金、相続、近隣などの法律問題、

～お弁当を持ち寄りご一緒に食べよう～

税務、教育問題などどんなことでも結構です。

＜理事長よりお願い＞
当生協は設立２年半ですが、事業・活動を
維持・拡大するための資金が不足しておりま
す。組合員の拡大と出資金増資に、どうかご
協力くださいますようお願いします。また、新規
福祉事業所(江南区)開設にあたり、スタッフ
(資格不問)を募集しています。(お申出・お問
い合わせは、本部事務局まで)

◆ 会報発送作業を手伝って下さる方募集 ◆
ささえあい生協の会報発行数も 500 部を超えるよ
うになりました。そのため、発送作業も人手が足りま
せん。この作業をボランティアで手伝って下さる方を
募りたいと思います。あらかじめ、手伝ってもいいと
いう方は本部事務所にご登録下さい。登録していただ
いた方に作業日時を連絡しますので、ご都合のつく場
合にはお手伝い下さい。作業は 3 か月毎、3 時間ほど
本部事務所「葡萄の木」で行います。皆様のお申し出
をお待ちしています。
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「こころの健康」は財産です。老いても「楽しみのある」
暮らしができたら、
「新しい友達」づくりができたら、「ここ
ろ弾む」時間が過ごせたら、等々。そんな「あきらめたくな
い」「こころの健康の保持・増進」をお手伝いいたします。
「ゆあほーむ」は日曜のみオープンのデイサービスです。
「お風呂」はありません。
「ゆたかな空間」
と「楽しい時間」でポカポカになる「こころのお風呂」があります。要介護認定を受けていない方も
ご利用できます。詳しくはブログを。
（http://yuahome.air-nifty.com/）
※ 介護保険デイサービス（月～金）来春開設を準備中。入浴サービスはありません。

ささえ愛あわやま

「ささえ愛きたかみ」は１２月２日に正式開所
し、早いもので９ヶ月が経ちました。未だに慌ただ
しく動いていますが、ようやく周りを見ながら仕事
ができるようになりました。
ご利用者様のことを第一に考え、ご家族の介護負
担の軽減に努めておりますが、やはりお互い人間と
いうこともあり正解がない状態で、常に最善を尽く
すよう前進していきたいと思っております。
ご利用者様を尊敬し、昔話もとても我々にとって
は貴重な体験です。
そのせめてものお礼に介護させていただいてお
りますので、ご利用者様が少しでも在宅で暮らせる
様にこれからも務めていきたいと思っております。
次は１年目を無事に終える事を目標に、この「さ
さえ愛きたかみ」と関わってくださる全ての方と支
え合って、ご利用者様がいつまでもお元気で生活で
きるよう、職員一同努めていきたいと思っておりま
すので、これからも宜しくお願い致します。

管理者 神保桂子

小規模多機能型居宅介護事業所「ささえ
愛あわやま」はご利用者様に支えられ、開
所より２年半を迎えました。1 人暮らしや
ご高齢夫妻の方々には、特に生活全般にわ
たって援助が受けられ、とても安心できる
と喜んでいただいています。職員も 20 才
から 70 才代までと年齢層が厚いのも豊か
な介護に結びついているものと考えてい
ます。「ささえ愛あわやま」では９月３名
程度の新規登録者を募集しています。東区
とその周辺地区にお住まいで小規模多機
能サービスをご希望の方を是非ご紹介下
さい。よろしくお願いいたします。

介護主任 神田 哲

～同封チラシご参照下さい
10/11(土) 第２回スウィング･ジャズ ライヴ コンサート
10/19(日) 協同集会プレ企画
11/22(土) いま「協同」を拓く 2008 全国集会 in 新潟 全体会
23(日) いま「協同」を拓く 2008 全国集会 in 新潟 ｾｯｼｮﾝ
毎週月曜日 寺子屋・ささえ愛 18 時 30 分～21 時
予
定 市民後見人養成講座
◆ なつかし映画を観る会 13:30～15:30
10/16 「酔いどれ天使」
（98 分・1948 年、黒澤明監督）
※ 次回開催日 11/20 と 12/18 予定ですが、上映映画
未定につき、只今皆様からのリクエスト募集中です！
組合員様向「ﾊﾟｿｺﾝ教室」を葡萄の木で始めました。1 時間千円程度
です。ご相談に応じますので、お問い合わせ下さい。

8

＜編集後記＞
本年、組合員様の中に還暦
（24 人）、古希（６人）、喜
寿（５人）、傘寿（５人）、
米寿（２人）を迎えられる
方々がいらっしゃいます。
おめでとうございます。

