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第 1２ 号 

2009 年 ６月 吉日発行 

～ この会報は組合員様向けに発行しています ～ 

「ささえ愛あわやま」の 

皆さまからも、ご遠方より 

ご参加頂きました。 

'09 年 5 月 30 日 第 2 回葡萄の木サロンコンサート 
「邦楽らいぶ～箏・言・こと～」が 

開催されました。 
 

5 月にしては暑い 1 日、窓を開け放った中、 
第 2 回目となる「ひと人ネットワーク」主催の 
葡萄の木サロンコンサートが開かれました。 

今回ご出演頂いたのは、豊田春美さん・藤崎浩子さん

によるユニット「アンサンブル風雅」の箏二重奏。 

 

箏二重奏のベーシックな曲から、学校で習った懐かし

い曲、現在のポップス、映画テーマ曲など、また違った、

箏の新たな一面や魅力も披露して頂きました。 

ご出演頂いた「アンサンブル風雅」豊田さん、藤崎さん、 

また、ご参加頂いた皆様、有難うございました。 
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る 5月 24日（日）の午後、新潟市「総合福祉会館」で

総代 42 名の出席（うち委任状 24 名）で通常総代会が開催

されました。議長に蓮沼勝男氏を満場一致で選出し、資格

審査委員ほか総代会役員の選任・指名のあと順次議案が審

議され、以下のとおり議決されました。 

なお、総代会に先立って、理事の今村達弥医師の講演会

が行われました。（後記参照） 

 

 

総代の皆様ご苦労様でした。 

第１号議案 2008 年度事業報告（案）：成立 

第２号議案 2008 年度決算（案）及び監査の報告：成立 

第３号議案 2008 年度剰余金処分案：成立 

第４号議案 2009 年度事業計画（案）案：成立 

第５号議案 2009 年度予算（案）および役員報酬支給限度額（案）について：成立 

第６号議案 新規事業の開設計画について：成立 

第７号議案 議案議決効力発生の件：成立 

第２回理事会のご報告 

 

同日、通常総代会に先立って開催された本年度第２回理事会において以下の 

議案を審議したところ、全議案とも原案通り承認されました。 

 

第１号議案 専務理事報告 

第２号議案 総代会提出議案の承認 

第３号議案 個人情報保護規程・指針の制定について 

第４号議案 借入決議を保留し、組合員から増資・融資の協力を要請する件 

第５号議案 裁判員裁判制度の基づく裁判員呼び出し・選任による休業を 

特別休暇とする件 

第６号議案 今後の予定～当生協の中期（長期）計画の立案の件 
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三条サポステ便り       

三条サポステ 総括コーディネーター 蛯原 勝（常務理事） 

ささえあい生協が三条サポステ事業を受託して事業を開始してから３箇月が経過しました。こ

の間、３名の職員で事業執行に取り組み、おおむね順調に進んでいます。今年度からの新しい取

り組みとして、ＦＭ燕三条で自主制作番組「サポステエアー」を放送しています。 

 サポステの利用者は仕事をしていない若い方々です。就労・社会的自立に向けて、相談支援

に加えて、次のような様々なプログラムに取り組んでいます。 

ワークショップ、職場見学、スポーツ、女性の集い、教養講座、喫

茶トレーニング（ランチ提供）、音楽活動、ボランティア活動、トラ

ンプ・カフェ、しゃべり場 

また、プチサポという利用者の自主活動も始まりました。次の写真 

は利用者が作成したポスターです。 

 

 サポステの利用者からは次のような感想が寄せられています。 

 

公共職業訓練（介護福祉コース）の実施 

 

きまま舎 武田 貞彦（常務理事） 

 

（独）雇用・能力開発機構からの委託事業で公共職業訓

練の介護福祉コース（4 ヶ月間）を年２回実施しています。

地域ケアを担える人材を育てるために、役職員、組合員講

師が熱意を持って講義にあたっています。 

於：新潟地域職業訓練センター（新潟市藤見町） 
 

ささえあい農園 

新潟市五十嵐地区に６００坪の畑を地主さんよりお借りし実施。20 区画（1 区画約 10 坪）をめい

めいの作付けで開始し、300 坪を共同畑として検討中。無農薬、無化学肥料で奮戦中。 

Ｓさん：プチサポ、就労支援ＷＳ、ボランティ

アを利用・参加させていただいています。就労

支援ＷＳでは履歴書の書き方を指導してもら

ったり、プチサポでは様々な人との交流があ

り、とても充実した時間を過ごしています。 

 

Ｋさん：６月からサポステに参加させていただいて

います。内容としては月曜のプチサポと火曜の就労

支援ＷＳに参加しています。どちらの講義(?)でも

たくさんの出会いがあり、話しを聞いたり意見交換

ができて、自分としてはとても良い経験を積めてい

ます。サポステの職員も最高です！ 
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１．総代会記念講演を聞いて 

演題：「健康は均衡～生き抜く力とは～」 

講師：今村達弥理事（新津信愛病院心療内科・医師） 

 

困難にぶつかり思うようにならないとき、私たちは悩んでイライラしたり、絶望して落ち込んだりします。今村医師は、ストレス

の対処の仕方について、「首尾一貫感覚（SOC）」という考え方をベースにして、①見通しを持ち、②柔軟に立ち向かい、③意

味を見いだす、という３つの方法で、緊張を緩和し・ストレスを乗り切り・ダメージを修復していく「生き抜く力」を持つことの必要

性を指摘しました。さらに、自分を助ける主人公として「養生」することを勧め、養生とは空気（呼吸）、水（断食）、光（めい

想）、時間（待つ）などのことだという。そして、簡単なストレス対処の心理テスト用紙を出席者に配布し、それぞれ自分自身の

対処法のチェックをしました。それらの結果をみて、自身の現状を考えてみるキッカケになったと思います。 

最近は子どもだけでなく、キレる大人も増えているようです。ストレスの原因を探し、他者に責任転嫁し、厳しく追及する場面

に遭遇することが多くなりました。他者とは、他人やペット・飼育動物や家具などのモノで、暴言や暴力、破壊を伴います。他者

を責めることができない人は自分を責め、自傷行為に及ぶこともあります。「こんな結果になったのは、何かに原因があるはず

だ」と固執して妄想が膨らみ、次第に自他を追い詰めて行くことはありませんか。もっとゆったりと過ごせないものでしょうか。 

再審が決定した冤罪足利事件の元受刑者・菅家利和さんが、面会して謝罪した栃木県警本部長を「この人は心から謝っ

ているなと思い、私も許す気持ちになった」と言いました。課題山積の刑事司法を早急に改善しなければなりませんが、それで

も今回の菅家さんの発言に多くの人がホッとするものを感じたのではないでしょうか。 

かつて「自己否定」という語の飛び交った時代に、多くの読者を楽しませた赤塚丌二夫のマンガ「天才バカボン」のパパの口

癖、「これでいいのだ！」という肯定的な言葉にどれだけ癒されたことだろう（責任逃れの言葉にもなる!？）。現代社会でも、時

には「これでいいのだ！」と一息入れてから、再び歩き出してみたらどうだろう？ 

何度目かの脳ブームのいま、脳に関する本が売れています。唯脳主義のこの風潮に対して今村医師は、脳とこころの関係

について、脳はこころの道具だと思うという興味深い発言をしました。ではこころ（心）とは何でしょうか。こころ、いのち、死…、こ

れらについてささえあい生協や全国高齢協では、組合員や市民の人たちと一緒に考え、話し合う機会を設けたいと考えていま

す。（御意見・御要望・御提案などを、お寄せください！） 

 

２．総代会を終えて～ささえあい生協の発展のために、組合員のお力をお貸しください！ 

 

昨年度までの通常総会と異なり本年度から通常総代会となりましたので、組合員の代表（総代）の皆さんから議案を審議

し、決議していただきました。組合員の傍聴は自由なので数名の方が傍聴されました。（議案書の余分がありますので、希望

される方は本部事務局までご連絡ください。） 

 本生協は創立３周年を終えました（2006年 2月創立。会計年度としては４期）。組合員・従業員ほか皆様のお陰で、２期

（07～08 年度）続けて事業成績が黒字となりました。また、本年度（09 年度）は５つの新規事業がスタートし、事業高（規模）

は７事業所全体で２億円を超す計画です（本部・事業所の全従事者数は 89 名。7/1 現在）。このように急速に伸びているの

は、それだけ当生協に対する地域社会の期待が大きく、また必要とされていることの表われだと思います。 

 さらに、県内各地の組合員・関係者から新たな事業所開設計画が持ち込まれ、総代会で検討に着手するよう決議されま

した。ただし、理事会・常務会としては、当生協の力量（人材、経営能力、資金力など）と理念・目的との関係をよく見極め、慎

重に事業運営をしていく責務があることを十分に自覚しつつ検討することにしています。 

私たちは非営利の協同組合です。組合員の皆さんのご理解・ご支援・ご協力なしには、事業・活動を継続・発展させること

ができません。前記理事会決議のとおり、役員・総代・組合員の皆さんに増資・融資のご協力を要請する文書を出したところ、

これまでに数名の方からご協力の申し出がありました。今後の当生協の事業・活動の発展と安定した運営（経営）のために、

あらためて皆様に「出資（増資）・融資のご協力をお願いします！ 2009年度目標～1000万円」の呼びかけをします（同封チ

ラシ参照）。よろしくお願いします。 

 

専務理事から 
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昨今は、大企業も国家・自治体などの団体も経営危機だということで、派遣従業員の首切りや下請け業者切りをしたり公的

資金（税）の投入を求めたりして、生き延びようと足掻いています。私たちは、好調のときも丌調のときも、皆で協同し支え合う

理念・精神で事業・活動をするという原則、すなわち従事者・利用者・地域住民との「３つの協同」の理念・原則を堅持し、より

豊かで楽しく充実した地域づくりを目指して行きます。このような事業・活動を持続・発展させて行くためには十分な資金が丌

可欠であり、その必要な資金はできるだけ自力で調達し・蓄えなければなりません。それらは、いまの事業のため、新たな事業

のため、そして従業員の生活と利用者・家族の福祉・生きがいのため、また社会貢献のために役立てていきます。 

 以上の趣旨をご理解のうえ、どうか皆さんのお力を「ささえあい生協」のためにお貸しいただくようお願いします。 

 

３．「支えられる存在から、社会を支える存在へ！ 共生・連帯の社会づくりへ向けて高齢協は挑戦する！」 

 

標記の言葉は、日本高齢者生活協同組合連合会・第８回総会（6/7～8、長野）の議案書の冒頭に記されたスローガンで

す。私たち「ささえあい生協」も加盟する全国連絡組織（日本高齢協連合会）は、北海道から沖縄まで２２の高齢協によって

構成されていますが、その中には 10周年を迎えるところがあります。その中で新潟は最も新しい参加団体です。 

本格的な高齢社会に突入し経済社会情勢が激変しつつある今、高齢協運動は第二の創成期を迎えていることを確認し、

上記のスローガンのとおり積極的に社会へ発信し、共生・連帯の社会づくりの先頭に立つ気概を持とうというわけです。（同封

の「長野総会宣言」をご参照ください。） 

今回の総会には当生協から、連合会理事の高見専務のほかに代議員の竹内征一理事の２名が参加しました。２日間で延

べ 156 名が参加し、各地の代表がそれぞれの事業・活動の成果や課題、今後の目標や提案などを順次発言し、竹内さんも

「ささえあい生協・生きがい事業部＝ひと・人・ネットワーク」の活動紹介と今後の夢（プラン）を熱く語りかけました。福祉・生き

がい・仕事おこしをトライアングルの一体的な事業とすること、来年３月開催予定の「にいがた酒の陣」に全国から参加してほし

いこと、などの提案に対して、参加者からさかんな拍手を浴びました。 

高齢協連合会の中で最大の組織・事業を展開しているのは福岡で、10 年経って組合員 5000 人、事業高８億円だそうで

すが、今後 10年間で５万人・50億円を目指すという。和歌山は昨年 400人の組合員増、大阪では地域包括支援センター

を受託したこと、岡山では「子育てサポート事業」を実施していること、兵庨は「福祉移送サービス」の実施と「同運転協力員養

成講座」の開講資格を得たこと、東京からは横浜開港 150 年に 150 人のリフォーム・ファッションショーを企画していること、

などの発言がありました。 

高齢協も協力・参加する「協同労働法制化市民会議」は「労働協同組合法の法制化」を目指しており、国会の情勢にもより

ますが 197 人の超党派議員連盟が全国 576 議会の意見書採択の後押しを受けて、最終法案を定め各党で検討を開始し

ました。最後の正念場です。 

7/13に「協同労働法制化を目指す新潟集会」を開催します。ご参加ください。 

と き：７月 13日（月）18:00～19:00 

ところ：新潟市・「葡萄の木」（新潟市西区小針南台 3-16、JR小針駅前。025-230-6680） 

内 容：労働協同組合（仮称）法案の概要、地域社会にとって法制化の意義・目的、ほか 

 

４．「ささえあい生協」に新しい機材納入！ 組合員の皆さんのご利用 大歓迎！ 

 

（１）本部事務所に新しい印刷機が入りました。組合員の皆さん、事業所の皆さんのご利用・ご活用、大歓迎です！ 

機種名：「リソグラフデジタル印刷機 ＲＺ670」（理想科学工業株式会社） 

（２）プロジェクターを購入しました。パワーポイントなどを使った研修会・講演会などでご利用ください。 

機種名：「ＮＥＣデータプロジェクター ビューライトモバイル ＮＰ62ＪＹ」 

 

以上の機材のご利用の際は、本部事務所に電話予約をしてください。 

高見 優 専務理事 
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ささえあい農園、はじまりました！ 
ささえあい農園担当 阿部 幸恵 

 

個人菜園２１区画と共同菜園と。草取り、区画割り、水の施設の整備、様々経て、こ

の 6 月から本格的に「ささえあい農園」がはじまりました。 

個人菜園利用者は年間 3,000 円の協力金を支払い、1 区画おおよそ 10 坪の土地を耕

作できます。様々な方たちが様々なスタイルで、菜園作りに取り組んでいます（同じ畑

でもこれだけ異なるものかと、見ているだけで楽しいですよ）。 

原則、無農薬有機栽培とし、極力除草剤や化学肥料の使用は控える農法を薦めていま

す。信濃川が運んできた砂の堆積による砂丘地、細かい粒子の砂で驚くほど水はけがよ

く、また、地表は高温になりやすく、水と温度管理に気をつけなくてはなりません。ご

厚意でいただいた馬フン由来の堆肥、お隣の畑の農家の方が取り付けて下さった水の施

設が役に立ちます。 

当初、手間のかからないジャガイモを共同菜園で作ろうと計画していると、向いのた

ばこ畑の農家の方から「たばこに病気がでるので、たばこの栽培期間中はジャガイモだ

けはつくらないように」といわれ、種イモを買う前でよかったと胸をなでおろす場面が

あったり、スプリンクラーの施設が元々あったものの、水圧の関係で改造をしなくては

いけなかったりと、本当に「やってみなければわからない！」。けれども、神はどこかで

見守ってくださっているのか、大工仕事から堆肥作りから何でもこなすスタッフたちと

元水道業を営んできたお隣の農家の方の働きによりとドラマは一つ一つ着実に最終章に

まで進められてきました。 

皆土にまみれ、収穫を夢見て、畑仕事に取り組みます。「この枝豆で、ビールですね！」

「かぼちゃの苗、いりませんか？」「堆肥を地中にすき込んで、野菜苗の周りにマルチす

るといいよ」いつしか、耕す人々の間に会話と交流が生まれます。 

向いのたばこの収穫が終わったら、ジャガイモを共同菜園で作る予定です。みなさん、

どうか、応援してくださいね。まるで宝くじが当たったら何しようかと夢見るように、

ジャガイモを収穫したらどうしようかと夢みます。ポテトパーティーをしよう、産直市

場で売って事業収入にできるかな、どんな味のジャガイモに仕上がるだろうか。 

「つくり、食す喜び」このシンプルな作業が私たちの手の中 

にあります。かつて、人々のくらしの中にあったこと。大げさ 

かもしれないですが、畑には文化があります。創造と芸術があ 

ります。そして、生きる喜びがあります。 

どうぞ、今後ともご支援をよろしくお願い申し上げます、 

そして、遊びにいらしてくださいね！ 
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昨年春まで「葡萄の木」の管理をされていた土橋亮市さんをご紹介します。 

 

 いろいろなことを意欲的にやっている土橋さんですが、小さい頃はどんな風に過ご

していたのでしょうか。 

 

 新潟の中心部に近い東堀で過ごしました。まだ堀があり、ポプラや柳もありました。

とんぼやフナをとって遊びました。車も尐ない頃で、冬にはスケートもしました。今

の西大畑のあたり「異人池」（※）にもいきました。ものがない分いろいろ工夫し、

竹を使いそりも作りました。その時代殆どの子供たちがそうだったのでしょうが、服

などの必需品もお盆とお正月しか買ってもらえず、しかしその分買ってもらうときは

とても楽しみでした。楽しそうに語る土橋さんです。昭和の子供たちの生き生きした

様子が目に浮かびます。 

 

そして今、パソコンサークルのお世話をし、健康を考えるグループのメンバーでも

あり、76 歳にしてテニスもやります。「時間が出来たので…」と語る土橋さんですが、

それだけではなかなか出来るものではありません。「何よりも命を大切に、希望や夢

をもって生きたい」「孤独にならないで！自殺など考えないで！」「例えばパソコンサ

ークルに参加することひとつでも、自分の人生が拓かれてゆく」「世の中いろいろな

人がいるので学ぶことが沢山ある」こう考えて土橋さんは積極的に活動しているので

すね。 

最後に今後やりたいことは？と尋ねましたら

次々に言葉が飛び出してきました。「歌を歌いた

い」「おもちパーティ（本生協主催）のような会

をやりたい（年２回）」自身も介護の経験があり

「家庭問題を話し合う集まりをやりたい」お話

を伺っている時間が瞬く間に過ぎて行きまし

た。楽しい気分にさせていただきました。 

 

（※）「ある池のものがたり」という絵本に詳しい 
（三芳悌吉著） 

 
 
 

編集部(本田) 
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しゃる・うぃ・だんす？ 
 フラダンスは、発表に向けて回を重ねるたびに練習に 

熱がはいっています。初めて参加のＡさんは「とても気に 

入りました！」。先生の動きを 食い入るようにみながら 

踊る１時間は全く日常の雑念が消えます。手の動きから 

やわらかく、こころも気づけばやわらかく、顔も(^○^)。 

 この四月からフラダンスは６名の方がご利用できます。 

衣装、レイ、髪飾りは強力な助っ人です。先生のハワイの 

お土産と、Ａさんから「梅花」の可憐な２枝もやさしい 

助っ人。「上質な老いの時をいきる」助っ人です。 

 午後の「ビリーブ」練習は、久しぶりの大雨の雨音も味方に「生き方」を考えながら歌詞を味わ

いつつ。 

【１日の感想から】久しぶりの雨でも気分は上々（Ｂさん）、フラダンスで華やかな気分を満喫し、

合唱も楽しく、もっと素敵な人間になれそう

（Ｃさん）、 

リラックスして過ごせた（Ｄさん）、 

庭の花や木をながめて気持がゆったりとした 

（Ｅさん） 

ささえ愛 ゆあほーむ 
新潟市西区五十嵐中島１丁目 18-54 

TEL/FAX 025-262-5389 

ブログ http://yuahome.air-nifty.com/ 

管理者 栃倉 幸一(常務理事) 

 

ご利用者様は、毎日お元気に過ごされています。事

業所が狭いので、体を十分に動かすことは難しいので

すが、できるだけ毎日毎日の生活にメリハリをつけた

いと、行事やレクリエーションに力を入れています。 

６／６（土）には、地域の人にもお手伝いいただき、ご利用者といっしょに、笹団子作りをし

ました。また、ボランティアさんにも来所していただき６／16（火）腹話術、６／18（木）四

重奏演奏、６／25（木）ギター伴奏で歌う会と皆さんには楽しんでいただいております。それに、

新潟市で計画されている６／19（金）の食育の日には御利用者、職員共に食堂に出向きお昼をい

ただきました。これからも、いろいろ楽しいことを計画していきたいと思っています。 

ささえ愛きたかみ◇管理者：山際 久子 
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「ちまき作り」 

利用者様からいただいたもち米と、そのご家族様が 

わざわざ笹を取りに行ってくださり、みんなでなつかしいちまき作りをしました。 

「俺にまかせろ…！」と張り切って作ってくださる９２歳の男性や「どうするんですか？次ど

うするの？」と作ったことのない職員は利用者様から教わりながら楽しい時間を過ごしました。

みんなで作ったちまきは格別においしくいただきました。 

 

「ラベンダーのポプリ作り」 

ボランティアの組合員様からのご協力でご自宅で咲いたラベンダ

ーの花をいただきポプリ作りをしました。それぞれおみやげにし

たり入浴剤にしたり、いい香りに毎日癒されています。 

 

「ちいさな畑作り」 

ご近所様からお借りしているお庭で、ちいさな畑を作りました。 

畑作りの大好きな利用者様とトマト、なす、春菊、ししとう、を植えて毎日水をあげに行き、

わき芽を摘んだり大きく成長する様子を楽しんでいます。 

早く 大きくなーれ！！                    ささえ愛あわやま★星野 

 

    フラワーアレンジメント サークル 

  「プティフルール」です。 
このサークルは生花を使ったアレンジメントのレッスンをしています。 

四季の花々や季節の行事を大切に考え、アレンジメントのほか、インテリア 

としてのブーケ、ドライフラワー、プリザーブドフラワーなど色々と学べる 

レッスンをご用意しております。一緒に楽しんでくれる会員を募集してい 

ます。初心者でも大丈夫。アットホームな中で自分だけのアレンジを 

作ってみませんか？ 

小針南台「葡萄の木」にて第 2 金曜ＡＭ10:30～です。 

その他の曜日ご希望の方もどうぞお問い合わせください。 

TEL：025-230-4377 

新村 陽子 
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いきがい事業部 

＜ひと・人ネットワーク＞ 
 

担当：竹内 征一 理事 

組合員の皆さん、こんにちは。 

今年スタートした＜ひと・人ネットワーク＞は組合員の皆さんから、ささえあい

生協の活動に積極的に参加していただくことを目的に、様々な催物を企画して一緒

に汗をかき、楽しみたいと考えています。 

自分の考えていること、やってみたいこと、仲間がほしいこと、なんでも結構で

す。まず、電話をください。「葡萄の木」の本部へ顔を出してみてください。お茶で

も飲みながら、お話をしたいと思います。 

遠慮はいりません。組合員としての権利を大いに発揮して、毎日を生き生きと 

過ごそうではありませんか! 

 

コミュニティサロン「葡萄の木」ひと・人ネットワーク 

０２５-３７８-６１８１(担当：本田／坂上) 

担当：竹内 征一 

０９０-４５９１-３８２６ 

 

 

☎お電話 
ください。 

 

 

中高年齢になっても、勉強心を日頃から心掛けることは、脳の衰えを予防することで、 

大切なことです。科学の勉強というと難しそうですが、分かりやすく、面白く教えてく 

れる講座をささえあい生協の北村泰さんが企画してくれました。 

ぜひ、参加してみて下さい！ 

 

～ 予 定 ～ 

①９月２６日（土）開校・１講座 

テーマ：世界の経済とこれからの「人口と経済発展」について 

②１０月３日（土）２講座 

テーマ：全ては原子と分子から「ものとその重さ」について 

③11 月 14 日（土）２講座 

テーマ：歴史の発展「日本歴史入門」 
 

※尚、受講方法・時間・会場・受講料金等については、後日改めてご連絡致します。 
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JR 小針駅前にあります「葡萄の木」では、地域の皆さんと一緒に 
楽しむ夏まつりを企画しました。どなたでもお気軽にご参加ください。 

輪投・金魚すくい・似顔絵 

ヨーヨー釣・スイカ割り他 

民謡・ジャズピアノ・ハーモニカ 

ハワイアンダンス・津軽三味線・歌声喫茶等 

いろいろな音楽が楽しめます。 

お喋りを楽しめるスペースもございます。 

ささえあい農園直営とりたて野菜市 

丌要衣料品･食器類販売、玩具･雑貨市 

福祉･生きがい･ 

仕事おこしなど生協活動を 

知って頂く為の PR コーナー 

夕暮れと共に建物壁面をｽｸﾘｰﾝにし､映画

上映会を行います ※[鉄腕ｱﾄﾑ]上映予定 

～ ご協力 シネ・ウインド ～ 

コーヒー・ジュース・ 

生ビール等ドリンクコーナー 

焼鳥・焼きそば・トウモロコシ等 

19時頃より 

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ 
飲んだり 
食べたり 

 

丌要品の販売等、出店ご希望の方は 
378-6181 までご連絡下さい 
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●なつかし映画の会…毎月１回木曜日 

      ご覧になりたい映画の「リクエスト」をぜひお寄せ下さい！ 

●歌で元気に！オールデイ…毎月１回丌定期各回 13:30～15:30(500 円) 

●大人のピアノレッスン…第２/４火曜日 10:30～11:30 月２回(1000 円) 

            変更になる場合もございます。お問合せ下さい。 

●フラワーアレンジメント教室… 

「プティフルール」毎月第２金曜日 10:30～12:00 

●ペン習字…月 2 回水曜 10:00～12:00(会費月 2000 円､本代 1000 円) 

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

●初心者ＰＣサークル…毎月第２/４火曜日 13:30～15:30 

(会費月 1000 円、入会金 1000 円) 

 

～ 編集後記 ～ 

誰にも誕生日があるように、365 日その日の花があてはめられるようになりました。 

それが「誕生花」です。花の数と同様「花言葉」もあります。「花言葉」は英国・エリ

ザベス朝からヴィクトリア朝時代にかけて、貴婦人が秘めた思いを花に託し、恋などを

楽しむことで発展したことが起源と言われています。 

 ささえあい生協では６月より、各組合員さんに「誕生花とその花言葉」をお知らせ 

したバースデーカードを順次お送りさせて頂いておりますので、お楽しみに！ 

 各日の誕生花がお知りになりたい場合も 

お調べ出来ますので、お気軽に 

お問い合わせください 

 

＊お誕生日丌明の組合員さんもいらっしゃいます。 

本部事務局担当サカウエまでお申し出ください。 

本部事務局にリソグラフが入り、初の会報印刷を致しました～。

パチパチ～!! とっても便利デス★…豚に真珠(!?)にならないよう

に、腕磨かないとデス…ね(笑)。            （ｍ） 
 

先日農学博士の早川利郎先生（元新潟大学教授・食品科学）の講演を聴く機会がありました。農業を

2 年間やってから大学に入学した方ですが、７５歳にして髪は黒々としてお元気な様子。小さいときは、

かぼちゃ、さつま芋、干し柿などのおやつだったとか。ヘルシイですね。生の柿より干し柿がよい。ほ

か青菜等。ポリフェノールが大切と語っていました。条件が整えば人間 120 歳まで生きられる。ＰＰＫ

（ピンピンコロリン＝死亡直前まで元気）を目指しているようでした。会員の皆様は如何でしょうか？ 

（本） 
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会報 12 号編集会議 

●発行予定日       09年 6月 30日(火) ※最遅 

●記事原案 

・表紙(1P)→ 邦楽らいぶ 

 

・専務理事から(1P)→ 高見専務 

・5/24 総代会報告(1P) → 高見専務 

・職員研修(1P)→ 武田さん 

・理事からちょっと(1～2P)→「ささえあい農園」活動報告 阿部さんに依頼 

・ひと人ネットワーク関連→ 竹内さん 

 

 

・組合員さんこんにちは(1P) 候補者 土橋亮市さん PCサークル PRも兼ねて 

 

・各事業所からの報告・案内(各事業所 0.5P/3P) ※ ブログ掲載のような活動内容も希望 

   あわやま 

   ゆあほーむ 

   きたかみ 

   わりの 

   千草の舎 

 

・6 月以降イベント案内→ 

・葡萄の木ご案内→ 

・ページ調整コーナー＋誕生花の紹介 

      ゆずります/ゆずって下さい 

かんたんレシピ 

パソコン TIPS 

健康コーナー  

 

・編集後記(0.5P)→事務局 

●同封物 

   ・ 小朝公演チラシ 

   ・ 

 


