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皆々様の多大なるご協力により、いま「協同」を拓く 2008全国集会 in新潟を成功裏に終了させ

ることができました。本当に、ありがとうございました。1 日目 800 名、2 日目 900 名とまずまず

のご参加をいただきました。ささえあい生協からも 2日間で延べ 130名を超えるご参加をいただき、

加えて第４セッション「これからの高齢社会像」の企画、運営をご担当いただきました。一方、地

元「日報」紙に本集会についての特集記事が大々的に報道され、また、新潟市長のパネラー参加に

加え、県知事の来賓挨拶実現と、本集会と「協同」の意義について広く県民にアピールできたもの

と喜んでいます。 

さて､今実行委員会参加は新潟県内のみで 15 団体、2日間の集会にパネラー等として、64もの団

体・個人にご協力いただきました｡今回のネットワークを今後のささえあい生協の発展にいかに活

かしていくことができるのか？皆さんのご意見をいただきながら、検討していきたいと思います。 

時あたかもアメリカ発の金融危機の只中に、このような集会がもたれたことは、偶然とは思えま

せん。基調講演者の大江正章さんが主張するごとく、グローバルで大きな経済の競争主義ではなく、

小さな経済＝人・カネ・資源が地域で循環し人と人がささえあって、豊かさの実感できる社会を、

この新潟から創り上げていきたい。その可能性を予感できる集会だったと思います。 

大変ありがとうござました。 

全国協同集会実行委員会 事務局 武田貞彦（ささえあい生協理事） 
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協同集会・第４セッション 

 

（11 月 23日、青陵大学にて） 

結  果  報  告 

 

 

 

地域で活躍する健康で活力に満ちた高齢

者にスポットを当て、支えたり支えられたり

しながら健康福祉のまちづくりを考えてい

くという第 4 セッションは、「東京いよよ華

やぐ倶楽部」と「新潟もてなし倶楽部」のメ

ンバーにより、華麗なファッションショーで

幕をあけました。和服をドレスにリフォーム

するということだけでなく、年齢に関係なく

美しく装うことは自身も楽しくし、周りも明

るくして冒頭より華やぐひとときとなりました。 

 

 まず午前の部、「NPO お笑い事業団ニイガタ」のコントは笑いをテーマに、幸せな高齢

期を送るのはいいものだと思わせてくれるものでした。続いて東京三鷹の堀池氏は、「シニ

アは地域ビジネスのプレーヤーになろう」と素晴らしい実践の成果を披露して下さいまし

た。竹とんぼ教室の指導者育成プログラムでは、とても多くの子ども達に竹とんぼの楽し

さを伝えているとのことでした。見附市健康福祉課の上野氏には、産官学連携の健康運動

教室の実践を報告していただきました。見附市の中高年は健康を手に、ますます活躍され

るというその成果に期待を抱かせるものがありました。「パワフルエイジング研究会」の平

井氏は、13 年前にベティ・フリーダンさんを新潟に招いて以来 130 回以上の研究会を重

ね、「老いは未知の希望に満ちた冒険である」とのメッセージをこれからも発信し、活動を

続けていくのだということでした。 
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午後の部、「ごちゃまぜネット」の横尾氏は、多くの人々にわかりやすく、あらゆる活動

の情報を網羅して使い勝手のよいネットを提供していることを話されました。三条市の

「NPO 地域たすけあいネットワーク」の吉川氏は、一人ひとりの思いを集めて素晴らし

い居場所作りを成功させているとのことでした。「ささえ愛あわやま」からは、小規模多機

能型サービスを利用していつまでも在宅生活を継続することのできる可能性と、これから

も小規模多機能サービスをたくさん作っていくことができれば良いと考えていることをお

伝えしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメンテーターの黒岩卓夫医師からは、ご自身も地域において在宅医療や福祉の実践者で

あることから、それぞれの発表に対し豊かな助言を頂くことができました。阿部氏のコー

ディネーターよろしく、実りの多いセッションとなりましたことと、遠方からの多数の参

加者に感謝申し上げます。 

 

神保桂子（ささえ愛あわやま） 
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ささえあい生協 理事長 黒岩卓夫 

 

なぜ総代か 

 組合員の数が 11月中に 500人を超えました。500人を超えますと生協法では、総会に代

わる総代会を設けることができます。そのために、今年の総会（５月１８日）で、総代会

設置に関する定款の変更（第４章）を行って頂きました。総代は組合員 10人に概ね 1 人の

目安で選出します。５００人ほどの組合員であれば約 50人の総代です。 

今までの総会では実際に足をお運び頂いた出席者数は５０人弱でした。あとは委任状出

席です。今後も総会を続けるとなると、おそらく、組合員数の増加に伴う委任状確保が段々

大変になってくるものと思われます。また、相応の大きさの会場確保も迫られてきます。 

そこで、準備の都合上の理由が大きいのでまことに恐縮ではありますが、総会に代えて総

代会を設け、総代を選出することにご協力を頂きたいと思います。 

 

総代の役割と任期 

 総代会は、総会に代わる最高議決機関として機能します。そして、総代は、その総代会

において議決権を有することになります。つまり、一般組合員の代表として、総代会に出

席し、議案に対して議決権を行使するのが役割ということになります。任期は 2年です。 

 

総代選挙管理委員が決まりました 

 12 月 13 日（土）の理事会において、以下の 3 名が総代選挙管理委員として理事長から

指名されました。   石井 隆 氏、浅利 みどり 氏、野村 裕子 氏 

 直ちに総代選挙管理委員会を開催し、互選により石井氏が総代選挙管理委員長に就任し

ました。 

 

選挙区と定数の決め方 

 組合員の地域別員数は、同封別紙「地域別組合員数ならびに総代定数算出根拠」の通り

です。新潟市内の員数が圧倒的に多く、これを４選挙区に分けました。そして、下越、中

越、上越で見た場合、上越の員数が少ないのでこれを中越と一緒にした選挙区にしました。

それで、全部で６選挙区としました。 

 定数は、組合員 10人に 1人の総代を目安に選挙区ごとの総代定数を割り出し、そこに選

挙区間のバランスを加味して決定しました。 

同封別紙「２００８年度総代選出に関わるお知らせ」にありますように出来るだけ多く

の組合員の皆様に一度でも総代になって頂けますようお願い申し上げます。 
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「新潟ジャズストリート」 

をご存知でしょうか。こう書く私もそれを知

ったのは２年ほど前。千円のフリーパスチケットさえ買えば、新潟市内のお店やコンサー

ト施設がライブ会場となり、生のジャズが聴けるというイベントです。‘03 年 1 月 22

日これを誕生させたのが、今回お話を伺った竹内征一さんです。小針「葡萄の木」のジャ

ズコンサートのプロデュースでもお馴染みの方です。 

 子供の頃は画家のおじさまの影響もあり、絵を描くのが大好きな尐年でした。またお

父様がスポーツをやる方だったので、ご自分も色々なスポーツをしたそうです。水泳、相

撲、テニス等。又、幼尐から音楽も身近にあり、「小さい時の環境が大切だね」と言われ

ていました。成長してから工芸デザインの勉強をして、それから当時多く行われていた博

覧会の仕事にかかわり、縁あって東京生まれの竹内さんが新潟にやって来られました。昭

和 36 年から大手広告代理店に 16～17 年勤め、それから独立してイベント会社を設立し

ました。「まち」が発展するように、町づくり、地域のコミュニケーションに配慮しなが

ら、万代シティの「サンバまつり」や、鳥屋野潟の「桜まつり（スプリングフェステバル）」、

けやき通りのイルミネーション等いろいろなイベントを企画、実行して来ました。その時、

サラリーマン時代の様々な音楽家との付き合いが役に立ったそうです。 

 

 現在は音楽のイベント中心に「奥阿賀音楽彩」をはじめ年間を通じていろいろなコン

サートをこなしています。コンサートにあまり縁のない土地の人々や表に出る機会の尐な

い老人たち、また子供たちに生の音楽を届けたい。そのことが竹内さんのもっとも大切に

している基本｢人と人とのつながり｣｢コミュニケーション｣が生まれてくるもとになると考

えています。「やったことがないから・・」｢仲間がいないから｣｢お金がないから｣できな

いではなく、「絶対自分が楽しむこと」を思い、人と出会い、交流し、協調性を持ち、一

緒に行動する勇気を持つことが年をとっても気持ちを老いさせないと語って下さいました。 

 

 情報を取得し交流の輪を広げよう！年をとっても、引っ込み

思案にならないように。元気で病気しないように。趣味、道楽とい

うことも皆に披露し、共に楽しみを分かち合えたらとフットワーク

も軽やかに 71 歳とは思えない身のこなしで次の予定に向かって

行かれました。                (取材･記事：本田／取材：ﾏｻﾐ) 

組合員・竹内征一 さん 
昭和 12 年東京生まれ。仕事がきっかけで 

昭和 36 年から新潟へ｡常に「楽しむこと」に 
アンテナを張り巡らせているのが元気の秘訣 
という竹内さん｡ぜひ見習いたいと思います｡ 
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裁判員制度について 
 

2008 年 12月 5日 

弁護士 小野坂 弘 

 

 来年 5 月から刑事裁判に職業裁判官と共に国民が参加する「裁判員制度」が実施される

ことになっている。しかし、各種の世論調査によれば、国民の７～８割が参加に消極的で

あるとされている。アメリカの次期大統領にオバマ氏が決まった際に引用したリンカーン

大統領の有名な民主制の定義「人民の、人民による、人民のための政府」にある「政府

（Government）」という言葉は立法・司法・行政・自治体を意味する言葉であるが、こ

れまでのわが国の司法は裁判官を職業とする官僚裁判官によって行われて来た。ノンフィ

クション作家の柳田邦男の表現によれば「3 人称の、血の通わぬ冷たい司法」であったと

言える。政府は尐なくとも「2.5 人称」の立場に立たねばならない。そのために既に立法・

自治体において実現している「国民参加」を司法においても実現しなければならない。裁

判員制度の理念はそのようなものであるはずである。 

 

多くの疑問が 

 しかしながら、実際に行われようとしている裁判員制度は多くの疑問を抱える問題のあ

るものなのである。幾つかの問題点を指摘すると、まず、①裁判員の思想・良心の自由が

侵害される恐れがある。これは思想・良心の自由を理由に辞退を認めない制度設計になっ

ているからである。辞退の制度設計に根本的な問題がある。また、②一生も守らねばなら

ない守秘義務は耐えられない義務だと言える。全く丌必要な規制である。さらに、③これ

は、制度の問題と言うよりは運用の問題であるが、「無罪の推定」がどの程度強く裁判長に

よって教示されるかという問題がある。アメリカのシンプソン裁判でイトウ裁判官が教示 
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したように「１つでも疑問があったら有罪と言ってはいけません」と教示しなければなら

ないと思う。アメリカの陪審裁判では評決は「有罪か」「有罪で無いか」なのである。検察 

側の主張・立証に１つでも疑問があれば「有罪ではない」と評決しなければならない。わ

が国の裁判員制度は専ら「裁判」だけを変えるものであるが、一番の問題は警察他の捜査

機関による捜査が密室で行われており、そのような密室で作成された「自白調書」が有罪

の決め手となっていることなのである。捜査過程の透明化がどこまで実現するかが鍵なの

である。弁護士会が主張している捜査過程の録音・録画化（「捜査過程の可視化」と言う）

が実現しなければ刑事裁判の改善はあり得ないのである。 

 

どのような場合に辞退が認められるのか。 

これから類型化されるのだから、断定的なことは言えないが、①重い病気や怪我で入院・

通院している、②家族の入院・通院に付き添っている、③妊娠中や出産後 8 週間以内、④

妻や娘の出産に付き添う・立会う、⑤親族・同居人の介護や育児中、⑥本人でないと大き

な損害が出る仕事がある、⑦腰痛で長く座っていられない、⑧家族が多く、他に家事の担

い手がいない、⑨子供の中学受験日やその直前、親の面接がある、⑩住所が裁判所の管轄

外で出頭が難しい、⑪70 歳以上、あるいは学生であることなどの場合には辞退が出来る

と思われる。 

 辞退できない場合としては、①裁判員になるのが丌安、②仕事・家事が忙しい、③職場

の同僚に仕事の負担がかかるなどである。場合によれば辞退が認められる場合としては、

①体調が悪く裁判所に通うのがつらい、②余人をもって換えられない重要な会議・仕事が

あるなどであろう。いずれにしても条文を読んだだけでは判断できないケースが多い。た

とえば、凶悪犯で死刑が予想されるケースで「自分は死刑に反対です」と言えば、恐らく

検察側はその人を裁判員には選ばないだろう。 

 新しい制度が定着するまでには長い時間が必要である。陪審制度は素人だけで有罪か有

罪で無いかを決める。しかし、裁判員制度は職業裁判官と一緒に決めるのである。裁判員

の独立性・自主性がどこまで発揮できるかかが問われることになる。私自身の模擬裁判の

経験によると、「無罪の推定」を巡って裁判長の説示に疑問が残った。 

 

 

 

候補者になったという通知が開始されました。通知が来てからうろた

えない様考えておきたいと思います。裁判員制度について、質問・ご

意見がありましたら事務局あてにお送り下さい。お待ちしております。 

事務局 
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第２回ジャズライヴコンサートが 開

催されました。コーヒー・お菓子付きで、

参加者は約３０名。東京から素晴らしい

ジャズ奏者３名、ヴィブラフォンの水野

雅司さん、クラリネットの後藤雅広さん、

ギターの石見淳三さんに、新潟のべース

奏者中村炳吉さんも飛び入りで加わり、

行われました。 

 映画音楽から「慕情」「いそしぎ」のテーマ、またアンコールには「鈴懸の径」など

が演奏され、「懐かしい曲が聴けてよかった！」「ヴィブラフォンの音が奇麗だった！」

などの感想も寄せられました。帰られる際の参加者の皆さんのお顔が満足そうなのが、

とても印象的でした。 

コーヒーのサービスをしていただいた組合員の諸橋様をはじめ、 

皆様にご協力頂き、有難うございました。 

      ※ オレンジ色のポーチのお忘れ物がございます。お心当たりの方はご連絡下さい。 

 
◆ 西区ささえあい地域連絡協議会 ＜地域交流会＞再開のご案内 ◆ 

～私たち自身が力を発揮して、住みよい地域と高齢期をつくりましょう！～ 

 

しばらくお休みしていました「西区ささえあい地域連絡協議会」を、新年から再開し

たいと考えています。せっかくささえあい生協本部が西区小針单台に移ってきたのです

から、これを大いに活用して「地域交流会」を開催したいものです。これまでの世話人

は他の仕事が多忙のため、現在、新しい世話人（数名）を募集中です。ぜひ積極的に名

乗りをあげてください。 

 

今回の会報に掲載されているように、本部の「葡萄の木」では、毎週木曜日、昼食会

を行い、また月一回(丌定期)木曜日には、なつかし映画鑑賞会を行っています。 

 

◇連絡先：本田美千子（本部・「葡萄の木」・電話025-230-6680） 

 

※ 組合員だけではなく、ささえあい生協を知ってもらいたい方、興味のある方もお誘

い下さい。 
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新発田市の新潟米菓「さくら堂」様のご協力により､ 

ささえあい生協オリジナル“あられ”を販売開始致しました！！ 

本部事務局・葡萄の木ギャラリーでも展示販売致しております。 

２０袋入(五種類) 

２０００円 

詰 め 合 わ せ 内 容 

し そ せ ん べ い 

は つ ね お か き 

ｶﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞおかき 

え び 揚 げ も ち 

カ レ ー か き も ち 

新潟米菓さくら堂様の「カレーかきもち」は 

第 25 回全国菓子博覧会･兵庫/姫路菓子博 2008 年 

において農林水産大臣賞を受賞されました。 
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皆さんの絵や書、写真、絵手紙や刺しゅう他、手作り 

作品を展示できます。ご希望の方は下記迄ご連絡ください    

（※販売することもできます）。  

広  さ：22.2㎡（6.7坪 約 13.5 畳 約 5×4m強） 

利用時間：１０：００～１７：３０ 

利用料金：1日 3,000円／1週間 15,000円 

（利用時間・料金は、事情によってご相談に応じます。） 

語学教室・塾・講演会などとして、お茶を飲んで語

らう「地域の茶の間」「しゃべり場」や情報交換・交流・くつろ

ぎの場として、歌やなつかし映画鑑賞会、サークル活動の拠点

としてご利用ください。 

集会室 Ａ：（5.4 坪・10名程） Ｂ：（6.7坪・15名程） 

Ａ＋Ｂ室：椅子のみの場合で 50名程 

利用料金：ＡまたはＢ室：1時間 1,000 円 

Ａ＋Ｂ室 ：1時間 2,000 円 

★「木曜昼食会」 毎週木曜日 １２：００～１３：００ 

いっしょにお昼を食べながら、たのしくおしゃべりをして過ごしませんか。 

参加は無料、ただしお弁当は各自でご用意ください。今後は、参加者でいっしょにお昼を 

作ることも考えています。 

★「ビデオ映画鑑賞会」 毎月第３木曜日 １３：３０～ 

昔なつかしのビデオ映画をご一緒に鑑賞しませんか。参加は無料。 

第一回目は黒澤明監督作品「酔いどれ天使」を上映しました。 

★「皆で歌おう！オールディズ」 

懐メロと言っちゃいけません…が、歌声喫茶を知ってる人には懐かしいかも。参加費 300円。 

生のギターやピアノの伴奏で、知ってる歌を歌いまくればみんなニコニコ。 

★「健康野菜畑」 

一番安心な食べ物は自分で作るにしかず！野菜を作ってみたい人を募集。 

新大近くに畑が待っています。詳しくはお問い合わせください。 

Ｂ室はピアノ 

が有ります♪ 
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●ささえあい生協新年会「おもちパーティ」 

１月１６日(金) 15:00～17:00 参加費 500 円 

ご案内：いろいろなおもちの食べ方に挑戦！・たのしいおしゃべり 

オールディの歌と小ばなし・はずれなしのビンゴゲーム 

●歌で元気に！オールディ…１月１９日(月) 13:30～15:30 

●フラワーアレンジメント教室 

「プティフルール」…１月１６日(金) 10:30～12:00 

●ペン習字…１月７・２１日(水) 10:00～12:00 会費月 2000 円、本代 1000 円 

●中国語講座…１月７・２１・２８日(水) 会費１回 1000 円 

●マナテックミーティング…１月１４日(水) 13:30～15:30 会費１回 100 円 

                     詳細は上記案内をご参照ください。 

●初心者ＰＣサークル…１月１３・２７日(火)13:30～15:30 

会費月 1000 円、入会金 1000 円 

ファミリー＆フレンド Ｘ’mas ﾊﾟｰﾃｨ !! 

・みんなで歌うクリスマスの歌・チェロ演奏 

ショートスピーチ・スナック＆ティータイム・ビンゴゲーム 

組合員の皆さん、急なことですがどなたもご参加いただけます。 

       ’:★ ，* ＋゜． ☆。.: ’* :・* + ゜★。☆。.: ’* :・* + ゜★。 

12 月 16 日（火）ＰＭ２：００～４：００ JR 小針駅前･葡萄の木 にて 

参加費：５００円・小中高生２００円・幼児無料 

’:★ ，* ＋゜． ☆。.: ’* :・* + ゜★。☆。.: ’* :・* + ゜★。 

問い合わせ「ささえあい生協」 ＴＥＬ：025-378-6181 

「葡萄の木友の会」 携帯：080-3142-1255 土橋 

＝ 病気を防ぎ・病気を治す・糖鎖の力 ＝ 

糖質臨床栄養療法とは… 

 

 
会場：JR 小針駅前「葡萄の木」 

参加協力費：100 円 

問合せ： 025-265-5808 吉野 

健康セミナーのお誘い 
１月14日（水） 1:30～3:30 

（毎月第２水曜日開催） 
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◆ 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。 

因みに、前回は M.A さんに手伝って頂きました。ありがとうございました。 

ジャンボ宝くじにあたるのと年賀はがきのお年

玉１等にあたるのと裁判員の候補者になるのと振

り込め詐欺の電話がかかってくるのとどの確率が

高いだろうか。組合員も５００人超えました。こ

ういうのは５００人中何人に関わる程の確率なん

でしょう。当たってうれしい事ならいいんですが、

「犬も歩けば棒に当たる」、いろいろ心して置かね

ばならぬ事が多いこの頃です。皆さん、良いお年

をお迎え下さい。㋑ 

ニガテな長～い新潟の冬本番…負け

ず頑張りマス=3=3=3←鼻息荒(ﾏｻﾐ) 

次号から新・コーナースタート！！ 

ご質問・掲載・お便り・ご意見募集中！！ 

といったコーナーを次号よりスタート致します！ 

皆様からのお便り、お待ちしております！ 

 ～ 本部事務局の年末年始の予定 ～ 

12 月２７日から 1 月４日まで 

お休み致します。 


