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就労支援事業所「きまま舎」が運営する天寿園カフェＫｉｍａｍａが、９月１６日新潟市中央区
にある天寿園内にオープンしました。これまで中央区本町にあった「ごっちゃ」を発展させ、新潟
市開発公社様から天寿園内のレストラン業務の運営を受託したものです。
これまで「ごっちゃ」で実
施してきた指定就労移行支

援及び指定就労継続支援Ｂ
型事業を天寿園カフェKim
amaで、引き続き障がいを
お持ちのご利用者（カフェ
運営スタッフの一員として
就労の体験をしています。）
が自立した日常生活、社会
店長の真柄さん。
生活を営むことができるよ
う、Kimamaでの活動の機会を通じて、就労に
必要な知識及び能力向上に向けて適切、効果的
な訓練等を行っています。

店内は、明るい雰囲気です。

Kimama 入口です。

営業時間は 10 時～１５時まで、月曜定休です。
提供するランチセットメニューは、フードコーデ
ィネーターSHIORI さん監修です。SHIORI さんの
料理がいただけるのは新潟では当カフェのみです。
1.白根ポークソテーの柚子胡椒クリーム
2.鮭の竜田揚げ ねぎソースかけ
3.バターチキンカレー
の３種類で、各デザート・飲物付 ８５０円（税
込）です。ランチセットメニューは土日祝日もご用
意しています。お飲物は各種全て３００円（税込）
となっています。
ゆったりとしたくつろぎの空間でおいしい料理を
お楽しみください。

店内奥からの風景です。
す。。
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震災復興支援ツアー

４年半の 石 巻
被災地を 女 川
南相馬
視る
浪 江
改めて震災復興を考える機会にしましょう！
２０１５年９月１３日～１４日と高齢協連
合会と宮城高齢協が主催する、４年半が過ぎ
た被災地の復興支援ツアーに参加しました。
今回の参加者は、福岡高齢協１６名、宮城高
齢協２０名、連合会２名、新潟３名、ほかに
６名の計４７名でした。
震災から４年半経っての町並みは、以前と
同じ様子に戻った
ような所、復興が
進んでいるのが見
られる所、復興が
なされているよう
に見えない所と様
々な状況でした。
初日は石巻から 石巻市日和山より市街地を
女川へ、２日目は 臨むツアー参加者
南相馬へ行ってき
ました。石巻では
海岸近くは「がれ
き」はないものの
宅地、農地ともに
草に覆われ、復興 本年３月に再開した女川駅
の作業はこれから
も長く続いていく
のだと実感しまし
た。
女川では土地を
嵩上げする作業が
行われていました。
新しくなった女川駅から
近くで住んでいる
石巻へ続く線路の出発点です
方も年々変わって
いるとわかるほど
復興作業が盛んに
行われている様子
でした。『生まれ
変わる』という
キャッチフレーズ
が役所の垂れ幕で
手前の横倒しの建物は女川交番
見た通り、町が生
（震災当時のまま）
まれ変わろうとし 奥の建物の向こう側が女川駅
ているというのを感じることが出来ました。

2

本部事務局

川上

心司

２日目には南相馬と浪江に行ってきまし
た。浪江へは通行許可証を取って入りまし
た。道からも除染
の作業をしている
光景がたくさん見
られましたが、街
には除染作業等復
興に関わる人しか
いない異様な光景
でした。除染の作 浪江町から福島第一原発を
業といっても住宅 見るツアー参加者（約５㎞）
や道路の周辺に留まっているようで手の届
きにくい所はまだまだ進んでいないようで
した。
通行許可のいらない地域では元の町へ戻
ってくるよう避難者の方たちに働きかけて
いるようです。帰って来たいと思っている方
は年配の方ばかりで息子や孫の方たちは戻
る気持ちは少ないようです。常に大丈夫かと
不安を浮かべずに
いられない所で生
活していくことが
出来るとは思えず、
元のようにとはい
かないのが現状の
ようです。
小高駅前にある立派な住宅
同じ震災被害を
ベランダの伸び放題の草が
受け、同じように
時の経過を教えてくれます
復興作業をしてい
るようでも地域によって状況が全く異なり、
場所によっては以前となんら変わっていな
いこともわかりました。被災された全ての地
域で復興がなされるのは当分先のことであ
ることを理解しながら、復興支援に携わって
いければと思っています。
復興支援ツアーに参加することで何か役
に立てることがあるのかと疑問に感じたこ
ともありました。今回のツアーの中で、被災
者の体験を聞き現在こうして生活出来てい
ることに感謝することとそういう心持ちで
仕事をしてほしいという言葉に、支援ツアー
の参加の意義を感じられました。
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理事会報告、社会福祉法人設立準備会設立総会、８月までの事業報告

４．法務顧問契約締結について
５．組織拡大月間（11 月～12 月）を

２０１５年８月２２日（土）
２０１５年度第 1 回理事会が開催されました。
【議題】
１．常務会・監事等の報告
２．第１四半期事業・決算報告
３．けやきプロジェクト

10 周年記念事業＋10 年ビジョン
づくりと一体に
議題の全てについては議決事項であり、理
事会参加者全員一致で議決されました。

「社会福祉法人設立と新規事業計画
について」

社会福祉法人設立準備会の設立総会が開催されます。
上記理事会報告にもありますように、ささ
えあい生協では現在、社会福祉法人の設立に
向けて準備活動を行っています。これは、新
潟市西区の五十嵐中学校圏域の組合員の方か
ら提案があり、２０１７年度に地域密着型特
養、小規模多機能の２事業所開設と社会福祉
法人の設立を目標にしているものです。
地元の組合員・地域住民の皆様・ささえあ
い生協それぞれの「愛する地域で共に支え合
いたい」という熱い想いが共有され、一緒に
やって行こうと「夢をカタチ」にしていく取
組みです。
今後、準備会の設立や寄付金などの協力者、
活動への参加者、就労希望者の募集などを行
っていくことになります。

なお、社会福祉法人の準備会設立総会が以
下のとおり開催されますので、ご関心のある
方、ご協力いただける方の参加をお待ちして
おります。詳細は事務局までお問い合わせく
ださい。

日時：２０１５年１１月１５日（日）
午後１時３０分開始
会場：五十嵐コミュニティハウス
新潟市西区上新栄町 4-5-68
Tel：025-260-3890
※関心をお持ちの方、ご協力いただける
皆様のご来場をお待ちしております。

【４月～8 月事業別損益状況】
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(+)

223,396

19,214

18,246

47,533

8,512

316,967

原

価(-)

191,929

17,611

15,856

40,880

11,371

277,929

31,466

1,603

2,389

6,653

△2,858

(25,379)

39,037

21,600

1,152

850

3,620

150

(21,229)

23,223

営業外損益(+)

3,120

392

147

497

2,149

2,082

8,438

経常損益

12,986

843

1,687

3,530

△859

6,232

24,252

売上総利益
経

費(-)

※法人全体にはその他の事業が含まれているため、合計では一致しません。

対予算比：収入 97.9％、原価 95.8％、経常利益 173.2％ となっています。
対前年度比：介護事業部収入 14.3％増、法人全体 12.2％増 となっています。特に介護事業部では、今年
度報酬改定があったため、小規模多機能 18.0％増、通所介護 △8.2％、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 1.6％増になっていま
す。なお、前年度同月の法人全体の経常利益は、3,125 千円でした。金額で 21,127 千円の増となっています。
受託事業の経常利益が 3,530 千円となっていますが、この中にはサポステ事業等の 2,439 千円が含まれてい
ます。年度末時点でサポステ事業等は経常利益が 0 になりますので、実際には 2,439 千円を 0 として経常利
益を見ます。24,252 千円－2,439 千円＝21,813 千円（8 月末経常利益）となります。
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ささえ愛いしやま BBQ 大会、ゆきわり荘指定更新提案説明会

組合員・地域の皆様、ささえ愛いしやまの
管理者 伊藤健一です。
「ささえ愛いしやま」(以後「いしやま」)も
早いもので昨年 4 月に開設して 1 年半にな
ります。組合員や地域の方々のご協力もあっ
て運営も今年に入り順調そのものです。今、
「いしやま」に定期的に来ていただいている
ボランティアの方々は 20 名ほどいらっしゃ
います。ボランティアの形はさまざまで、利
用者様との会話を楽しんで頂いたり、食器洗
いをしてくれる方、昼食を一緒に食べられる
方、庭のメンテナンス（草刈り、畑作り、剪
定など）、月に一度シルクフラワーを飾ってく
れる方など多岐にわたっています。

こんなに「いしやま」にいろいろな形で応
援、ご協力していただいている方々に何か御
礼をしたいと思いまして、この度バーベキュ
ー大会を開かせていただきました。
シルバーウィーク最終日の 9 月 23 日に開
催しました。2 ヵ月前から皆さんに告知し、
30 人の方に楽しんでいただきました。メニ
ューは焼き鳥、スペアリブ、焼肉、焼きそば
で沢山食べていただきました。お天気にも恵
まれ最高の 1 日になりました。これから毎年
1 回この時期に開催していきたいと思いま
す。
どうぞ「ささえ愛いしやま」をこれからも
宜しくお願い致します。

９月１８日午後２時４０分から村上市役所第４会議室にお
いて指定申請選定委員会に対するゆきわり荘の提案説明及び
質疑応答が行われました。当生協からは神保常務理事、八幡
常務理事、荒尾管理者の 3 名が出席し、法人全体の事業説明
や介護に対する考え方、ゆきわり荘の今後の運営について説
明しました。その後、ご利用者の機能回復訓練の目標設定や
介護報酬と人件費の関係等について質疑があり、３時１０分
に終了しました。その選定結果が 10/2 に届き、当生協が指
定管理者として選定され、２０１６年から２０１８年の３年
間、ゆきわり荘の指定管理を行うことになりました。
なお、右の写真は９月６日(日)に上海府地区の納涼会が開か
れた際の写真です。当日はあいにくの雨模様の為、急きょ隣
にある海府ふれあい広場からゆきわり荘に会場を移し、１５
０名程の高齢者からお子様まで、多くの住民の皆さんの参加
で賑やかに楽しく行われました。
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新潟市委託事業「２０１４年度シェルター事業報告」
【新潟市から委託された事業の報告です】

ボールハウスを利用するようなことがなく、各地を
転々としており、文字通りの路上生活をしていたの
であった。
多くの方は数日から数週間単位での路上生活を
経験して、シェルター利用に至っていた。
なお、毎年、10 人前後の方が車両の中での生活
（車上生活）からシェルター利用に至っている。車
両は現役で運転できる場合もあるが、バッテリーが
上がり、タイヤもパンクしていて運転不能の場合も
ある。車両は道の駅やショッピングセンター等の駐
車場に停めていることが多い。
５）利用者の生活の崩れ
路上生活の経験がまったくないか、あるいはごく
短期間で、生活の崩れがまったく見られない利用者
がいた一方で、路上生活が長期化して、生活が大き
く崩れ、通常の市民生活を送る上で大きな困難を抱
えている方も多数いた。米を提供してもご飯を炊く
習慣がなく、外食したり、コンビニ弁当やカップラ
ーメンで凌ぎ、清涼飲料の容器と一緒に放置して、
掃除もせず、ゴミ出しもしない。
挙げればきりがないが、こうした生活の崩れがあ
ったから路上生活に至ったのか、あるいは逆に路上
生活の中でそうした崩れが生じたのか、おそらくは
その両方だろう。
シェルター利用者の一部は、上記以外にも借金や
浪費、約束を守れない、衛生の観念が乏しく清潔を
維持できない、就労の意欲と能力が大幅に低下して
いる、他者に対して過度に攻撃的になるなど適切に
意思疎通できない、など様々な課題を抱えているこ
とから、単に宿所を提供するだけでは、シェルター
利用者の困難を解決することはできない。
加えて、要介護・支援状態であったり、精神疾患
を抱えている方がシェルター利用に至ると、本人は
もとより他の利用者にとってもきわめて不都合な
ことが生じる。
なお、刑余者の場合、居宅確保には困難が伴う。
６）今後への期待
したがって、支援が必要なシェルター利用者に対
しては、丁寧な自立支援を行うべきである。2015
年度からは生活困窮者自立支援法に基づいて、全国
的に（任意ではあるが）一時生活支援事業が実施さ
れることになった。新潟市においてもこの事業が取
り組まれることとなった。このことを大いに歓迎し
たい。今後は、一時生活支援事業としての予算を増
大し、路上生活者の自立支援に取り組む熱意と能力
のある支援員を配置することで、路上生活からの脱
却がより円滑に進むよう期待したい。併せて、巡回
相談の実施により、路上生活の早期発見と予防も期
待したい。
ささえあい生協理事・蛯原勝

１）概況
2014 年度新潟市緊急一時避難施設（シェルタ
ー）事業は、前年度からささえあい生協が越冬友の
会から引き継いで、実施した。シェルターは４箇所
であった。
Ａ・Ｂシェルターは東区、Ｃシェルターは西区、
Ｄシェルター（女性用）も西区にある。Ａシェルタ
ーは２Ｋ、Ｂシェルターは３ＤＫ、Ｃシェルターは
３ＬＤＫ、Ｄシェルターは２ＤＫの間取りである。
２）利用実績
実利用者数は男性 90 名、女性 8 名、合計 98 名
であった。98 名中、64 名が新規に生活保護を申
請して受理されている。
延べ利用者数は、Ａシェルター995 名（１泊２日
を２名として計上）
、Ｂシェルター1074 名、Ｃシ
ェルター827 名、Ｄシェルター240 名（女性）、合
計 3136 名であった。
延べ利用者数を総事業費 320 万円で割ると、１
利用日当たり約 1000 円となる。水光熱費を含ん
でこの数字であるから、共同生活の経済性が見て取
れる。
最短の利用は当日のみで、泊る前提で案内した
が、宿泊せずに姿を消した事例があった。最も長期
の利用は年度をまたいでの利用で、一人は 6 年、も
う一人は不明である。いずれの件も、パーソナル・
サポート・センター（以下、ＰＳＣ）の支援を拒否
し、シェルター利用の趣旨にそぐわないため、年度
が改まることを機に、シェルターの利用は辞退して
いただくこととなった。各区保護課からのリファー
案件の場合、利用期間は 2 週間から 1 箇月以内が
ほとんどであった。
３）成果
延べ利用者数の分だけ、路上生活が防止できたわ
けであるが、とりわけ冬季間に関しては、凍死や衰
弱死などの路上死を防ぐ上で有効であった。これは
本事業の目的に合致するものである。
次に、ＰＳＣとの緊密な連携の下、生活困窮者の
自立支援に資することができた。シェルターがなけ
れば、支援が行き詰った事例が多数あった。
さらに、利用者の中には、自殺未遂者や希死念慮
のある者がいた。シェルター利用とフードバンクか
らの食材提供により、住と食が確保できたことで、
大きな安心を得て、自殺防止に役立った。
４）路上生活の期間
シェルター利用者が実際にどれくらいの期間、路
上生活していたか、厳密な記録はない。最も短いの
は、そうした生活なしで、その恐れがある段階でシ
ェルター利用に至った例である。
2014 年度の中で最も路上生活が長かったのは、
10 年前後という方であった。それも、駅舎内で段
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ひきこもり相談支援センター家族会、高見理事長から、3 区茶話会のお知らせ
新潟市ひきこもり
相談支援センター

平成２７年９月２６日（土）新潟市ひきこ
もり相談支援センターの家族会が行われた。
ひきこもり相談支援事業は、ささえあい生
協の若者支援の１つとして、新潟市から受託
している。自宅でひきこもっている方、コン
ビニなど用事は足せるが社会とのつながりが
ほとんどないひきこもりがちの方などを対象
に支援を行っている。
新潟市にひきこもり支援事業が行われるよ
うになって５年、家族会は、毎年２回行われ
てきた。今回は平成２７年度の一回目の集ま
りである。
ひきこもっている人の家族や関係者が集ま
り、情報交換や思いなどの語り合いを通して、
お互いに刺激しあったり学びあったりしてい
る。その会ごとにテーマを決めて行っており、
これまでは精神疾患についての研修、職員が
勉強してきたことを伝えたり、当事者がパネ
リストとして自分の経験を話して、ひきこも
った人の理解を深める機会にしてきた。そし
て、そこから見えてくるものを参加者どうし
で話しあった。
毎回のアンケートでは、他の家族の方との
交流、同じような思いをしている人と話しを
したいと言った要望が多くあげられている。
そこで、最近の家族会は二部構成とし、前半
は研修、後半はワークショップ形式で行って
いる。

今回前半では、変化の兆しが見えているケー
ス３例を取り上げて、いきさつ、経過、どういう
関わり方が本人の変化を促したのかという点に
焦点を充てて内容を紹介した。
後半はグループごとに
別れて、前半で紹介され
たケースとそれぞれの家
族と照らし合わせて、支
援機関との付き合い方、
置かれている現状の認識、
また違った視点で本人と
関わるなどのきっかけや
参考にできたものと思わ
れる。
新潟市ひきセン管理者
吉川さんの報告
また、ひきこもりから
脱したあとの次のステップとして、就労支援機
関である地域若者サポートステーションについ
て、ささえあい生協の事業である｢三条地域若者
サポートステーション｣所長の佐藤道代氏から
サポートステーションで行っている内容の説明
もあり、心強く思ったと言う感想もあった。
２７名の参加で話し合いの時間は７５分間あ
ったが、一同にあっという間に時間が過ぎた、も
っと話したかったと言う意見が聴かれた。
新潟市ひきこもり相談支援センターとして
は、今後も当事者の立場にたった家族会を企画
していきたいと考えている。
管理者 吉川 静

≪理事長から≫

３区茶話会開催のご案内

法人創立 10 年を機に次の 10 年を展望するた
め、総代会終了後から全事業所訪問を始め、総代
会報告と職員ヒアリングをしました（ 7/15～
9/25、14 回 16 拠点、職員 158 人）
。
全員から多種多数の質問・意見・要望・不平不満
…、それぞれの現場が抱える問題がわかり法人と
して整備すべき課題が見えましたが、と同時に事
業所現場でよく話し合えば解決できるのではと感
じたものもあります。現場・本部それぞれ工夫し
ていきましょう。
組合員の皆さん、事業所の課題もありますが、
組合員の生活の場、地域の課題もあると思いま
す。いつでも・どんなことでも、本部事務局にご
相談ください。その名のとおり、支え合う「ささ
えあい生協」として、一緒に悩み・話し合い・解
決できないか、取り組みを強化していきたいと考
えています。本年度から、担当職員も配置しまし
た。よろしく。
高見優理事長より

第４回西区・西蒲区の茶話会を以下のと
おり開催します。組合員の皆様のご参加を
お待ちしています。
日時：１０月１４日（水）午後３時３０分～
会場：葡萄の木（生協本部会議室）
内容：前回茶話会以降の懇談素材
・日本生協連ヒロシマ集会参加…諸橋さん
・生活支援事業立ち上げについて…宮尾さん
・
「協同労働・連帯」促進企画…大河内さん
・社会福祉法人設立準備について
・サロン・ド笑天街イベント案内

茶話会活動、その他
以上、よろしくお願いします。
※他の地区でも企画実行をお願いします。（本部）
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2015 年度

第 47 号

日本生協連「2015 ピースアクションｉｎヒロシマ」

諸橋

潔

（新潟市西区総代)

◎７０年目の夏
私は、かねてから広島に行きたいと思ってい
た。いずれそのうちと先延ばしにして来たが、今
年は敗戦後７０年、節目の年である。そんな折り、
ささえあい生協新潟から広島学習ツアーの募集
があった。７４才の今がその時だ、と即応募した。
２泊３日の１人旅初日、８月４日（火曜日)、新
幹線から広島の地に降り立った。暑い、３７℃超
え、よく晴れて、上空からと路面からの照りかえ
しとに焙られながら歩く。たまらない暑さで汗が
噴き出して来る。街並みは道路が広く、人の流れ
もあり、路面電車も走っている。
２㎞弱を歩いてホテルに到着。荷物を預け、汗
を拭く間も無く再び外へ。ホテルの前は「平和大
通り」１００メートル幅もあろうか、中央分離帯
は連続したミニ公園ほどの樹林緑地帯で、その両
側に車道、そして両方外側に街路樹付きの広い歩
道。平和祈念行事が近いせいか人出が多い。加え
て自転車が多くスピードの出し過ぎでヒヤッと
させられる。樹林帯の中からシャワシャワとうる
さい音が頭上に降って来る。こいつらは多分クマ
ゼミだろうか？新潟には未だいない、とにかく大
合唱でうっとうしい程だ。
この広い道路は戦時中、空襲に備え防火帯を作
るため建物を引き倒し強制撤去した建物疎開の
跡である。道なりに１㎞程を進んで「平和公園」
に辿り着いた。そこかしこに人びとが溢れてい
る。幟旗を掲げた労働組合の集団が目立つ、日本
人だけでは無い、欧米人、アジア人、肌の色の濃
い人など。１人で、家族連れで、生徒たちや大人
たちのグループで、多言語が飛び交って聞こえて
来る。大きな川の流れに挟まれた、平和の灯、資
料館、戦跡、慰霊碑などがあり、それらを囲んで
大きな木も植えられた広くて立派な公園である。
ここでオガタマノキと初対面する。しかし７０
年前まではここに街並みがあり、多様な生業で賑
わい、多くの家族たちの日々の暮らし、ざわめき
や生活の臭いがあった場所である。焦土と化し瓦
礫の山となった街を土で覆い隠し公園に造り替
えたのだ。説明を受けなければ想像も出来ないこ
とだった。今でも地面を掘れば炭になった木材が
出てくるそうだ。
公園内では各種のガイド付き見学ツアーが展
開されていた。
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私は日本生協連主催の「碑（いしぶみ) 巡
り」に参加。見学箇所
には、新聞、テレビや
読書で知っていたもの
も交じっていた。
病床にあっても自分
の回復を願い日々祈り
つつ千羽鶴を折り続け 「碑巡り（平和記念公園内）」
日本生協連ＨＰより
原爆病で逝った少女の
像。像を中心にして周囲をガラス張りのボック
スが囲んでおり、その全てが折り鶴千羽鶴で満
たされている。世界中から祈りを込めて送られ
て来た大量の幾百万羽の折り鶴たちで満員電車
のような状態だ。
建物疎開に動員され作業中、数千℃の火球に
焼き殺された中学生たちの慰霊碑。「お母さん、
砂も燃えたんよ」言い残して死んだ生徒もい
た。動員は２班編成隔日交替制だった。その
日、当番の１年生が全員死亡。１日違いの非番
で学校にいたため直撃死を逃れた２年生たち
は、火傷を負ったものの生き残った罪悪感にさ
いなまれながら人生を全うして来た。
慰霊碑に刻まれた文字は多くは無い。書き尽
くすことが不可能な膨大な人びとのそれぞれの
物語、人生ドラマが潜んでいて、その全てが現
実のものである。川を挟んで対岸に原爆ドーム
が見える。映像や絵画を通して見慣れた景色
だ。歩いてだんだん近づく、間近になって細部
までつぶさに分かる。70 年前から風雨に耐え
ながら立ち尽くしている躯体、今にも剥がれて
落ちそうな壁、破断落下して地面に転がってし
まった唯の塊たちが個性を主張し続けている。
言葉など持たない物体たちが私に訴えて叫んで
いた。
机の上だけで学んでも体に染みては来ない、
現場に立って感じることのいかに多いことか。
富山神通川のせせらぎの音を聞いたとき、鹿瀬
昭和電工を巡ったとき、熊本水俣の入り江に立
って地元住民の話しを聞いたとき、福島第１原
子力発電所の周辺を避難者たちと幾度も訪れる
たびに、同じ思いに至る。
足で稼いで、肌で感じて初めて理解が深まっ
て来る。ツアーが解散してからも１人で近くを
見て回る。夜になって身体は疲れているのに頭
は興奮状態だった。
以下次号に続きます。

2015 年 10 月号

8 月に実施しましたアンケートにご協力い 4．支払う料金として妥当と思われる金額は？
ただきまして誠にありがとうございました。
ア
５００円
8名
25 名の組合員の皆様からご回答を頂きまし
イ
８００円
5名
た。以下に、その集計結果をお知らせします。
ウ １０００円
4名
エ その他
3名
１．年代は ？
5．その他、ご意見等
30 代 7 名 （女 2 名 男 5 名）
・支援内容と時間により、金額は違ったほ
40 代 1 名 （女 1 名
）
うがよい
4名
50 代 6 名 （女 5 名 男 1 名）
・交通費の規定も必要
１名
60 代 6 名 （女 3 名 男 3 名）
・「まごころヘルプ」「シルバー人材センタ
70 代 4 名 （女 2 名 男 2 名）
ー」が、基準になると思う
1名
80 代 0 名
・体制づくりが必要。本部が中心となり、
90 代 1 名 （女 1 名
）
運営の指揮をとる
1名
家族構成は？
・各区毎に連絡員（総代の方が担当する）
ア．今は一人
5名
をおき、提供組合員を派遣する。1 名
イ．夫婦だけ
5名
・運営指針をしっかり決める事
１名
ウ．自分と親
5名
・現行の「まごころヘルプ」の運営方法が
エ．夫婦と親
2名
ベストであると思うが、まごころヘルプ
オ．自分と子供
0名
がやっていない土、日、祝日での活動が
カ．夫婦と子供
6名
できれば、さらにまごころヘルプよりも
キ．自分と親と子供
2名
有利な条件（格安な料金等の設定）があ
2．何かお困りのことは、ありませんか？
ればニーズが非常に高まり依頼件数が多
・掃除・整理・整頓
5名
くなると思う
１名
・買い物
3名
・施設にお世話になるような状態になっ
・食事の用意
3名
た時は相談に乗って頂きたい
1名
・病院などの送迎
2名
・子供が障害者であり、「生き甲斐」が持
・お金の出し入れ等
2名
てなくて困っています
1名
・話し相手
1名
3．困っている組合員のお役に立ちたい方は、
以上のような形に整理させていただきまし
どんなことをお願いできますか？
た。2 年前にご協力頂きましたアンケートも合
・買い物の代行
3名
わせて、これからの生活支援事業の立ち上げ
・病院などの送迎
3名
の参考にさせていただきます。
・掃除援助
3名
そのために、最も大切と思っていますのは、
・ゴミだし
2名
「困ったらお互い様」のお気持ちで、助けて頂
・話し相手
2名
ける組合員の皆様のご協力です。
・庭等の除草、手入れ
1名
どうぞ宜しくお願いいたします。
・ペットの世話
1名
本部事務局 渡辺 伸義
・洗濯等の家事援助
1名
・公共機関等の用の代行 1 名
・簡単な家具等の修理
1名
・散歩補助
1名
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第４7 号

チェンミンコンサート、
「母と暮らせば」映画案内、「音楽と講演」案内

去る９月２６日（土）中央区にあります、天寿園
にて二胡奏者のチェンミンチャリティーコンサー
トへ行って参りました。当生協主催で行われたの
は今回で５回目との事ですが、私自身二胡の音色
を生で聴くのも、チェンミンさんを拝見するのも
初めての、初めてづくしのコンサートでした。
まず、二胡についてですが、弦が二本で、言葉で
表現するとなると・・・とても難しいのですが、
「ひ
ゃーーん」と柔らかく神秘的、そして幻想的でい
てどこか懐かしい音色です。特に今回の曲目にも

出演者 ギター：鬼怒 無月さん（左）
、
二胡：チェンミンさん（中央）、
マリンバ他：高良 久美子さん（右）

ありました、有名な楽曲で、「ツバメになりたい」
は聴いていて気持ちが良くなり、ついウトウトと
眠くなってしまうほどヒーリング効果抜群です。
古き良きやわらかな中国の風景を思わせる深みの
あるゆったりとした曲に身も心も癒されました。
毎日慌ただしく過ぎていく日常で疲れを感じて
いる方またそうでない方、お歳を召した方またお
若い方、今恋をしている方、していない方、幅広い
年齢の方に聴いて欲しい！！と思う、素晴らしい
コンサートでした。
事務局 木村 珠絵

山田洋次監督作品
吉永 小百合
二宮 和也 主演
１２月１２日（土）
ロードショー
ささえあい生協では、
松竹１２０周年記念映
画「母と暮らせば」
の映画前売券を販売し
ています。
終戦 70 年――。井上ひさし氏が、『母と暮
せば』という題で長崎を舞台につくりたいと言
われていたことを知り、山田洋次監督が泉下の
井上氏と語り合うような思いで脚本を書かれた
作品。長崎の原爆で亡くなった息子と、残され
た母親の物語です。（詳細はチラシをご覧下さい）
通常前売券 １，４００円 のところ
組合員価格 １，０００円 で販売中です。
ご希望の方は、事務局までお問い合わせくだ
さい。
9

当日は、天寿園大ホールに約 140 名の皆様が参加
して、楽しいひと時を過ごしました。

１１月２日（月）新潟市民プラザ
１８：００開場

１９：００開演

日比野則彦コンサート「天上の音楽」
おのころ心平講演「病気は才能」
テーマ「自然治癒力を引き出すココロの持ち方」

これは、県民の健康寿命向上の啓発活動の
一環として開催されるものです。
講師のおのころ心平氏は、一般社団法人自
然治癒力学校の理事長でもあり、「病気は才
能」の著者でもあります。また、「天井の音
楽」も合わせて行われます。（詳細はチラシで）
参 加 費 ２，５００円 のところ
組合員価格 ２，０００円 でチケットを
販売しています。
ご希望の方は、事務局までお問い合わせく
ださい。

2015 年 10 月号 書評「神様の背中」

実困の
をに実子
，直態ど
物面やも
語す貧た
をる困ち
と原にの
お因至様
しとる子
過か
て
評体隣程
者験り，ら
し合そ見
吉てわしえ
川くせてて
だて誰く
誠さいもる
一いるが貧
。現貧困

新規入職者紹介

題 詰な男 きた
に
がそめい子コをち涼現主
発のら母児ン隠が子場人
生一れ親童ビせ多は復公
す方る，やニなく担帰は
るで女命無でいの任し小
。，子の断お。問をた学
涼児大欠に
題し仁校
子童切席ぎ
をて藤の
のなさ
涼
抱い子教
家どをのり
える。員
庭・訴問１
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も・る合を
万
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わ
授
絶
こ の １２
業せ引
望
と子 年
ににき
的
にど ぶ
追応す
な
いじる 驚も り
問

互助会からのお知らせ

秋
田
書～
店貧
困
価の
格中
９の
７子
２ど
円も
た
ち
～
」

「
神
様
の
背
中

勤続５年表彰
◆8 月入職者
ひきセン

木村

利美さん

さ
い
き
ま
こ
著

の

マ
ン
ガ

おめでとうございます

【2015 年 8 月 31 日までに勤続５年を迎えられた方】
ささえ愛ゆあほーむ 三条 文子さん
介護・調理
〃
渡邉 しげのさん 機能訓練指導員

３名

矢尾板 玲子さん
ささえ愛いしやま

話
題

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
介護職

【2015 年 9 月 30 日までに勤続５年を迎えられた方】
該当者はいらっしゃいませんでした。

ささえ愛いしやま
堤

幸子さん

介護職

※8 月の退職者は３名でした
◆9 月入職者 ４名
ささえ愛きたかみ
白井 奈津子さん
ささえ愛きたかみ
清水 静江さん
ささえ愛下山
大野 ひとみさん
ささえ愛ゆう
近藤 由美さん

その他の給付金支給状況は、以下のとおりです。
２０１５年８月中給付金支給者
結婚祝金
１名
出産祝金
１名
職員親睦会
１事業所

介護職
介護職
介護職

２０１５年９月中給付金支給者
還暦祝金
２名
弔慰金
１名
職員親睦会
１事業所

ケアマネ
【組合員の皆様へのお知らせ】

※9 月の退職者は３名でした

ささえあい生協では、職員の福利厚生の一環として互助会制度

9 月末日現在の職員数は
常勤職
１１６名

を今年の４月から導入し、
「ささえあい生協職員互助会」がスタ
ートしました。これは、職員と生協本部で互助会費を負担し、そ

非常勤職 １０８名

の互助会費から勤続５周年や結婚、出産またご家族が亡くなられ

合計
２２４名
以上となっています。

た時等に祝金や弔慰金（給付金）を支給するものです。また、各
事業所の親睦会等にも補助を行い、職員間の交流に役立てること
にしています。上記の互助会からのお知らせはその報告です。
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2015 年 10 月号

8 4

2

6

８月号解答と１０月号出題クロスワードパズル

9 5

1

3

4

9 2

1

7

6 4

9 1

8

7 3
6

8

5 2

7

8

3

6

7

2 3

正解は、左の表の赤字で記載してある数字になります。
問題が難しかったのか、正解者は今回お一人でした。
正解者 本間 庸一様 新潟市西区
「前回の数独パズルでコツを掴んだので、５分で終わら
せるつもりでしたが、２０分位掛かりました。」との本間
さんのお言葉でした。おめでとうございます。

5
4
2

5
4

3
6

1

4

2

7 5
2

5 7

１０月号の問題は下のクロスワードです。

1

3

クイズに正解された皆様には、新潟県内で使える商品券
1,000 円をお送りしています。どしどしご応募下さい

1

クイズ出題：八幡

1

クロスワードパズル
2

3

4

5

7

6

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

空白が埋まりましたら二重枠の中の５文字を組み
合わせて一つの言葉にしてください。その言葉を
解答として事務局宛お送りください。

解答の方法は、はがき、メール、ＦＡＸ
回答要領

ヨコのカギ

１０月号問題

8

タテのカギ
1.濃い青色、○○は青
より出でて…
2. 南魚沼地方の○○
○西瓜
3. 出費を抑えること、
度が過ぎると…
4. 五木寛之の小説「海
峡物語」にでてくる○
○○の竜
6. 朝の食事
8. 新潟県では信濃川、
上流では…
10. 馬 一 頭が 発 揮す
る仕事率
12. ス ー パー で 売っ
ている○○○フルーツ
14. 昭和の歌手：霧島
昇 藤山一郎 ○○路子
池真理子 二葉あき子
15. 変身、審判等の著
者フランツ・○○○
16. 違い、○○がある
17. 物事の区切り、○
○があかない

今回のクロスワードの作者は八幡（事務局）です。

1. ○○○○の時は雨
4. 笑顔を作ること、ほ
ほ○○
5. 多くの中の一つの
考え
7 浅田次郎の参勤交代
を題材にした時代小説
9. 居酒屋
11. 仕 官 して い る者
に対し、その生活の資
として給与された金
銭・物資
12. 光 を 遮っ て でき
る黒い○○
13. 松 任 谷由 実 のシ
ングル「○○の夜の夢」
15. 冬 だ けで な く 夏
にもおいしい岩○○
16. 日 本 海溝 か ら相
模湾に至る全長約
250 ㎞、
深約 1000m
の舟状海盆地形で、ﾌｨ
ﾘﾋﾟﾝ海ﾌﾟﾚｰﾄの北東端
に該当し斜めの衝突様
式を持つﾌﾟﾚｰﾄ境界
18. 漫画『ドカベン』
に登場する架空の人
物、葉っぱの○○○
19. 歯がしみて痛い、
○○過敏

いずれも OK です。

５文字でできた一つ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、表紙上段（題字横）をご覧ください。
●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。
●また、本紙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 15 年１１月末日。◆正解は１２月号（4８号）にて発表します。
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2015 年度

第４7 号

俳句

生協強化月間

９条せんべいの紹介

次号お知らせ

編集後記

生協強化月間について＝高齢協連合会
私たち高齢者生協にとって、生協組織を強化していくことは、永続的な
テーマです。今回の強化月間を迎えるにあたって、生協強化に取り組むこ
との意義を、再度確認しましょう。
高齢協運動を高めていくためには、事業と組織活動が両輪として働くこ
とが大切です。多くの高齢協が創立以来、介護保険を中心に事業を進めて
きました。一方、事業先行で組織活動に十分に取り組めていないという課
題が、依然あります。また、組合員の数は一定の規模になっているが、活
動への取り組みが十分ではない、という課題をもつ会員生協もあります。
「生協強化月間」では、
①組合員の仲間の数をさらに高めること、
②組合員数を増やすだけでなく、組織の質を高めることを目指します。
ささえあい生協では、１０月２２日（木）に開催される全体経営会議の
中で１１月、１２月の取り組み方針を決定することにしています。

会報第４８号は
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震災復興支援
物販品

12 月 11 日（金）発行
１袋５枚入 １８０円（税込）
・新年の挨拶
理事長他役員の方
この時期に
各事業所
9 条せんべいを
・１０周年イベント
食べて
・社会福祉法人準備会
平和を守ろう！！
設立総会の模様
・各地区懇談会の案内
宮城高齢協からの紹介です。今、仙台の手焼きせんべい店「小萩堂」さ
・その他
んと連携して全国の皆さんに「9 条せんべい」をご案内しています。
次号の新年挨拶をそれぞ 「9 条せんべい」は、宮城高齢協の永野専務のいとこにあたる瀬川氏が
れの方にお願いしますの 発案者で焼印の製作者でもあります。『読んで、知って、噛みしめる』
で味わって下さい。※ご注文を希望される方は事務局までご連絡を。
で、ご協力ください。

地域の茶の間「子供映画会」は子
供 21 名、おとな 4 名の 25 名大
盛況でした。この日のお題目は、去
年に引き続き、こども達に大好評
のディズニー映画です。
第８７回アカデミー賞Ｗ受賞、
長編アニメーション賞に輝きまし
た「ベイマックス」
。かけがえのな
い絆と限りない勇気を描いた、感
動のアドベンチャー！終了後は若
いママさんが、
「楽しかったわー」
と言ってくれました。
映画の後、茶の間を利用してく
ださっている方がお孫さんに教え
るため、洋裁と 6 年生のお孫さん
の勉強のため使わせてほしいとの
ことで、引続き使っていただきま
した。理事長も微笑ましいと、見て
おられました。
◆本田

世の女性達を魅了してやまない
有名独身者最後の砦、福山雅治が
結婚を発表しましたね。
私もショックを受けた日本人女
性のひとりです（笑）
。一時的に株
価が８％も下落したそうですよ。
１０月に入りました。結婚式場が
賑わう季節ですね♪
◆木村

今回の会報から、連絡用
のハガキを同封しました。
皆様のご負担を減らす
とともに、連絡や寄稿、ご
相談事やクイズの解答な
どにお使いください。多く
のハガキが到着すること
を楽しみにしております。
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４７号の２面は震災復興支援ツ
アーの報告です。発災から４年半
が過ぎても復興はまだまだです。
風化が進む中でのこの取り組み
は大変貴重なものと考えていま
す。私自身、高齢協の関係で被災地
に入るのは１０回ほどになりま
す。実際に自分の目で見なくては
わからない事ばかりです。
次のツアーにはまだ行ったこと
の無い人に声をかけて一緒に行こ
うと思います。それが今の私にで
きることと思っています。◆八幡

組織状況（８月末現在）
組合員数

1,187 人

出資口数

20,331 口

出資金額

101,655 千円

