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曇り時々雨ポツポツ…と、あまり暑くなく、
この時期にしてはむしろ天候に恵まれた？
7 月 25 日(土)に開催されました。
組合員様、ささえ愛ご利用者様
近隣の方々、多くの方のご参加
ご協力、有難うございました。

ラストは歌と笑い
の「オールデイ」
飛入り参加有りで
大盛り上がり！

「ささえ愛あわやま」
「ささえ愛わりの」
「ささえ愛千草の舎」
からも多くのご参加
有難うございました！

どうしょば座の
“おけさ”に誘われ､
記憶を巻戻して､
一緒に踊りました

“サポステ仲間”がボランティア参加！
↑新潟地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ
焼きそば、焼鳥、焼とうもろこし…
と、炭に煙に汗まみれの大奮闘、
本当にアリガトウ！
突然の雨に
テントへ避難!!
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武田理事に聞く ～
ささえあい生協立ち上がり・ヘルパー養成講座
武田常務理事にささえあい生協の設立当初のことやヘルパー養成講座のことなど伺いました。

☆ささえあい生協設立について
当生協設立の３年前より十数名で勉強会をやりましたが、堂々巡りでなかなか思うように進み
ませんでした。まず形を作るということで、黒岩卓夫氏に理事長をお願いしました。その時に「す
ぐにやる」ということを条件に引き受けていただき、そのときやっていなかったら、今でもやっ
ていなかったのではないかと思います。1 号店「ささえ愛あわやま」は、平成 17 年 6 月の家探
しから始まり平成 18 年 4 月の介護保険事業移行までの 9 ヶ月間は、理事の方々が尽力されてボ
ランティアの方もかかわって頂きました。平成 18 年 1 月 29 日生協法に基づき 300 名で設立
総会を開催することが出来ました。(創立日は 2 月 24 日) 1 年後には軌道に乗せることが出来た
ことは幸運でしたが、そこに行くまではすんなりと行った訳ではなく、初めてのことなので、運
営をしていく上で人、お金、組織のことなど本当に困難なことがいろいろありました。

☆ヘルパー養成講座について
平成 21 年 8 月 21 日､ヘルパー養成講座の初めての卒業式がありました。卒業生の感想文として
１．友人が出来た。
２．自分を変えることが出来た。
３．新しいことを学ぶことが出来た。
上記のような喜びの声が寄せられました。40 歳以下の受講生で
すが、厳しい派遣労働などが打ち切られた人達で、彼らの労働とそ
の生活に希望が持ちにくいことが、実感としてしみじみわかりまし
た。そういう彼らが前向きに希望を徔て卒業していきました。
これからの誯題と言えば、彼らの中に就労には困難（精神的な問題、発達障害、ニートと呼ばれる
人々）を抱える人々がかなりいるので、その人達を対象とした就労支援が大変重要になってきます。
そういう人でも、大切なことは、その人のことをよく聞くことと仲間うちで自分のことが話せるよう
になることができれば、数ヶ月で元気になります。一人ひとりにきめ細かい対応が必要となります。
カリキュラムの中に｢総おどり｣を入れています。彼らも最初は何でこんなことをやらなければいけな
いのかと言っていたのが、やった後で、すごく良かった、自分を変えることができたと、自信を持っ
て発表していました。チームワーク力もつくので、そのことを高く評価できるのではないか、また、
そういう彼らを見ることができる講師陣にはこの上ない喜びでもあり、いい思いをさせてもらえる仕
事だと感じています。
ヘルパー養成講座は、何のためにどういう人材を育てていくのか。人間力の高いヘルパーになって
欲しいというのが一つの目標です。
（聞き手 事務局 本田）
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(独)雇用能力開発機構の委託事業＝公共職業訓練(介護福祉コース)の第一期生が、8 月に全員無事
卒業しました。新潟職業訓練校での４か月間の座学と現場実習を終えレポートを提出してもらい
ましたが、なかなか感動的なものがありました。そのうちのいくつかを紹介します。 （編集部）

介護福祉コース

2009 年度第一期生の修了レポートより

「この学校にきて、私の人生観

介護観」

（ビフォー）
「前の職場で人間関係に悩んでいた…」
「元々、対人関係に苦手意識を持っており…」
「失業中
は怠惰な生活、何となく過ごしていた…」「私は特別、資格も何もなく自分に自信がありませ
んでした。少しでも自信を持ちたい、子どものこともあるので強く生きて行かなくてはと思い、
この学校に来ました」
「自分は小学校の時から中学校までイジメに会い、心を閉ざしていまし
た。高校の時もあまり他人とコミュニケーションをとりませんでした」
（研修中）
「同じことを志す仲間ができ…」
「この学校に来て、私は変わることができました」
「私に気遣
ってくれる人がいて、だんだん来ることが楽しみになっていきました」「この学校に来て人生
の張りのようなものを思い出した」「実習先で言われた『ありがとう』は今まで生きてきて言
われた回数を超えています。他人に感謝されるすごい職業だなあと実感しました」
（アフター）
「さまざまな年齢の人が集まり、こういった形で学べたことは本当に貴重な体験でした」「皆
さん、すごく優しくてすごく明るくて楽しい方々、たった 4 か月であだ名で呼び合うほど仲良
くなれ…、もう卒業なんだと思うほどあっという間に時間が過ぎて行きました」「ここでの出
会いを大切にしていきたい」「ここで体験したことは、私の人生のうえで貴重な経験の内の一
つに入ると思います。学んだこと、経験したことを、今後の人生・職業に活かしていきたいと
思います」
「この学校に来て本当によかったと思っています」
（将来の夢）
「将来的には、僕らのクラスが何人かで『小規模多機能事業所』でも立ち上げて運営できたら
いいなあ、という『夢』まで今は抱いています」
「皆、何年かあと、一緒に介護社会に『旋風』
を起こそうぜ」
（選者の選んだ３人の「感想」から）
①「私は他人と話をするのが苦手でしたが、初めのころと比べると話ができるようになったと
思います。この学校では、ホームヘルパー２級の資格を取るための内容だけではなく、社会に
出るために必要なことや仲間との交流などもあり、たいへん勉強になりました。」
②「自分は今まで、思っていても自分の意見は言わず他人に合わせるほうがスムーズに進むの
で、そのほうが良いと思っていました。でも、自分の意見を持つということは自分を持ってい
るということになるので、これからは一つ一つの物事に対して、キチンと考えて自分の意見を
持とうと思います。
」
③「この学校の出会いの中で､一つの『信頼』というものを確信しました。それは､自分を開い
てゆけば､必ず（誮かは）それを受け入れてくれる､喜んでくれる。それによって自分の目の前
にある世界を開いてゆく、ということです。どこかで自分を守ったり遠慮していたりしたら、
開くことも無かった出会いや世界があるんだ､と知りました。それは僕にとって喜びでした。」
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専務理事から
2009/9/5 日本労協連 30 周年記念フォーラム
「歴史はいつか真実に至る～協同労働の法制化時代へ～」
記念講演 内橋 克人さん（経済評論家）
「共生の時代を切り拓く協同組合の社会的使命」

（ささえあい生協も加入している「日本高齢者生活協同組合連合会」が属している「日本労働者協同組合連合会」
が、創立 30 年を迎えました。先日、それを記念するフォーラムが開催され参加してきましたので、ご報告します。）

30 年前に労協がスタートしたというが、1979 年当時は円高不況の時代。私はそのころ「匠の
時代」という本の中で、働く人が職を失い普通の生活どころか生存権すら奪われる状況について、
「職なくば人間の尊厳は無い」と書いた。今また米国発の経済不況の嵐に襲われ、「貧困の装置
化」の中で人々は「人間らしく生きる」ことが困難になっている。
人が人間らしく生きられる社会とは、①安全であること、②選択の自由があること、③社会的
排除が無いこと（セーフティネットの存在）、④社会的に有用な労働に就けること、が保証され
る社会。そのためには「新しい基幹産業」の創出が必要不可欠だが、私は「ＦＥＣ自給圏をつく
ろう」と言っている。F はフーズ（食料）、E はエネルギー、C はケア（介護）だ。この 3 つを自
給できる地域づくり・国づくりが大事だ。
デンマークでは、市民共同経営方式の風力発電などによりエネルギー自給率が 1.5％から
120％に跳ね上がり、環境税も導入し一般財源化している。日本でも、限界過疎地と呼ぶべき地
域で、自然豊かな源流の村を「終の棲家」にする住民を確保しようと頑張っている。村全体が歩
く博物館で生活空間そのものがエコミュージアムだ。
これからは｢Think small first｣で、小さい事業でも働きがいがあり地域に貢献するものをま
ず考えていくべきだ。最後に、エーリッヒ・ケストナー「飛ぶ教室」から、次の言葉を引用した
い。
「賢さを伴わぬ勇気は野蛮であり、勇気をともなわぬ賢さなど何の役にも立たない。
」～困難
であっても働く意味を問い、理論・哲学と実践を両立させて行ってほしい。

日本高齢者生活協同組合連合会 ～最新パンフレットご案内～
高齢協連合会最新パンフレットが発行されました。
ご希望の方に無料配布致しますので、ささえあい生協
本部事務局へお越し頂くか、ご連絡下さい。
Ａ４版カラー14 ページ (表紙見本写真右)
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（文責：高見）

組合員拡大＆組織強化月間の取り組み
10 月～12 月は組合員拡大月間です！
◎全組合員の力で、ささえあい生協を発展させ、豊かな地域社会づくりを目指しましょう

＜目標＞ 新たな組合員を 100 人増やそう！ 出資・増資で 100 万円集めよう！
組織強化月間「Ｑ＆Ａ」
Ｑ：なぜ取り組むのですか～その意味は？
Ａ：現代社会は格差が拡大し孤独と分断が深まっていますが、そうであればこそ、多数である高
齢者が英知を発揮し社会を支えることが必要なのではないでしょうか。私たち、ささえあい
生協＝高齢協連合会は、高齢者の活躍できる場（福祉・生きがい・仕事おこし）を組合員（利
用者・働く者）の主体的な力でつくり出しています。このことは時代の要請であり、社会か
らますます期待されていると感じています。その期待に応えためには、地域の中でより多く
の事業・活動を展開していかなければならず、そのためには私たち自身の組織をより一層強
化しなければなりません。
Ｑ：社会的使命があるのですね。
Ａ：そう。ところが、私たちの組織は組合員の高齢化・老齢化により常に数が減尐する傾向にあ
り、それだけ他の組織以上に組合員の拡大は不可欠なのです。もちろん私たちは、自分たち
だけで豊かな地域づくりができるなどとは考えていません。行政や他の諸団体と連携するこ
とが大切です。しかしまずは自分たちのできることから始めることも、大事だと考えます。
Ｑ：政権交代が実現しそうですね。
Ａ：今まで日本の市民は、政治や社会、地域のことなどを行政などにお任せしてきたのではない
でしょうか。裁判員制度が始まり政権交代も起こりましたが、地域福祉の担い手も地域住民・
事業者・
（行政ほか）地域福祉活動をする者が互いに協力して推進することが求められていま
す（社会福祉法 4 条）
。
Ｑ：組織強化を具体的にどう取り組むのですか？
Ａ：いま述べたように、全ての組合員が心を一つにして自分自身と地域のために、やれることを
やりましょう、と言いたいのです。まず、自分の知人・友人にささえあい生協の事業・活動
を話して理解いただき、加入していただくよう働きかけてほしい。高齢協連合会の新しいパ
ンフレットも活用してください（４頁参照）。働きかけをしながら、組合員や地域の困難やニ
ーズを聞き取り、把握することも大切です。
Ｑ：出資・増資の用途と具体的な目標は何ですか？
Ａ：来年度の新規事業所開設のための立ち上げ資金が必要です。基本的には立ち上げグループが
資金調達の中心になりますが、どうしても不足する分は皆で支えあうのが私たちの手法です。
また、地域や事業所ごとの条件による違いがあり、運転資金が不十分なところを支援する資
金が要ります。そのほか、新たな生きがい・文化活動や経営基盤の強化のために、10 月～12
月の組織強化月間に、新たな組合員を 100 人、出資・増資を 100 万円集める目標の実現に向
かって、皆で頑張りましょう。
（文責：高見）
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全国きものリフォーム 150 人のファションショー

「港は今日も花盛り！ わたしが主役！」
開港 150 年５つの港（函館・新潟・横浜・神戸・長崎）をつなぐ

新潟から、妙齢の素敵な女性（ささえあい生協組合員）５名が参加！
９月３日の正午、有名な「横浜赤レンガ倉庨」のホールで、開港 150 周年を記念する横浜開
国博 Y150 のイベントの一つ、
「全国きものリフォーム 150 人のファションショー」が華麗に
スタートしました。前日からリハーサルに参加し、本番の朝も最後の舞台練習を終えた新潟の５
名の女性が緊張の面持ちで待つ間、薩摩琵琶＆横笛の演奏が始まる…、すでに観客席はほぼ満員。
第１部は「きものファンタジー」で新潟県の十日町の 11 名のきもの愛好家の女性たち、次いで
「わたしのきものリフォーム」などと題して、仙台、埼玉、東京、千葉、神奈川などから、自分
の手で思い思いのデザインでリフォームした衣装を身にまとい、次々に舞台に登場。
休憩後の第２部は、ガラッと変わったバックミュージック
で地元神奈川高齢協の仲間が軽やかに登場し、次いで「五港
をつなぐきものリフォーム」に函館・新潟・神戸・長崎の高
齢協の面々が、手づくりリフォームファッション＋超（？）
厚メイクで舞台上を歩き回り、カメラのフラッシュが盛んに
焚かれる。最後に、参加「モデル」162 名全員が再登場し、
舞台上からあふれた数十名はフロアに勢ぞろいし、盛んな拍
手喝采で幕となりました。
締めくくりに、日本高齢協連合会の坂林専務理事が、「もう数十年若い皆さんに遭いたかった」
とジョークを飛ばし、高齢協運動の紹介と協力を呼びかけたあと、参加者を労い御礼の挨拶をし
ました。翌日の読売新聞（夕刊）によれば、「モデルは全国の 10 代から 80 代までの男女 150
人。平均年齢は約 65 歳、最高齢は 86 歳のおばあちゃん。
」という。
ささえあい生協では、今回で 3 回目チャレンジの島倉順子
常務理事を先頭に、リフォームとファッションショーのグルー
プを正式に立ち上げ、十日町のきもの愛好グループなどと連携
を深めつつ、来春（3 月）開催予定の「にいがた酒の陣」あた
りにきものファッションショーができないか、検討を始めまし
た。皆様もご一緒にいかかでしょう？

(編集部)
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大人のピアノレッスン♪金子 美智子 先生

今回は金子美智子さんを紹介します。
この春から「葡萄の木」で始まった「大人のピアノレ
ッスン」の先生です。少しお邪魔したところ、懐かしい
歌を全員で歌っているところでした。
「多くの家で放置さ
れているピアノに胸が痛んで、再使用することが出来た
らという思いからこのサークルを始めました。」
「両親をみていて、サロン的な雰囲気の中で楽しむ
ことができたら…」と語る金子さんです。ピアノを弾くためのウォーミングアップ
として折り紙を使ったリズム練習やルールの異なるじゃんけん等、リトミックを取
り入れています。又、楽譜の読み方の説明などの後に一人一人の演奏のチェックを
していました。ほとんどの方が初心者ですが、本人に合ったテンポで進めています。
そのほかに、老人介護の施設で入所者の方たちと歌う会や演奏会を定期的にボラ
ンティアで友達と続けているそうです。どうしてボランティアを？と言う質問には
「知人を介しての依頼がきて、出来そうな状況だったので、お引き受けしました。」
金子さんのように肩肘張らず無理しないで継続するのが、本当のボランティアでは
ないでしょうか。
「本当にやりたいものは何か、自分の気持ちを大切にすることは他人をも大切に
できることではないかと考えます。」おおらかで優しい先生のサークルは生徒の好
きな曲を優先してくれます。ゆったりと柔らかな時間が流れます。興味のある方は
見学してみてください。「いい雰囲気だなあー」と感じると思います。きっと先生
のお人柄から来ています。音楽で社会に貢献。いい人生ですね。
（事務局 M.H）
-------------- ♪

----------------

～ 初心者の方大歓迎！～
月２回予定 10:00～11:30
※曜日は毎月調整後決定。お問合せ下さい。

月謝：２000 円
グリーンヒルズ音楽教室

-------------- ♪
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場所：葡萄の木
(問)090-5766-5127

----------------

◎理事・総代と地域の組合員の有志の皆さんによる、地域懇談会を開催しましょう！
上越地区の組合員から提案がありました。その他の地域でも順次開催して行きましょう。
（上越近隣の組合員には案内書を同封しましたので、ご覧ください。事務局）
＜企画第 1 弾＞

「高齢者の活性化事業に参画しませんか」～昼食懇談会

日 時：2009 年 10 月 25 日（日）正午～午後 3 時
会 場：上越市・
「ホテル センチュリー イカヤ」２F レストラン「セピオーラ」
（JR 直江津駅北口前、025-545-3111）
昼食代：1000 円程度
内 容：
「人生の夢」
「これからやってみたいこと」「高齢者事業」など
連絡先：本部事務局（025-378-6181）又は進士正巳さん（090-3009-0155）まで
★言い出しっぺの声
「私は年金生活者です。…私の夢は、高齢者の活性化と共生・協同の地域文化の育成です。高齢
者一人ひとりが仕事を通して自己実現と地域貢献に充実感を抱いて日常を生き生きと過ごせる
よう､そのためにまず集まって知恵を出し合い、第一歩をどう踏み出すか相談しましょう」
（進士）

10 月～12 月は組合員拡大月間です！（5 頁参照）

全組合員の力で、ささえあい生協を発展させ、
豊かな地域社会づくりを目指しましょう
＜目標＞ 新たな組合員を 100 人増やそう！出資・増資で 100 万円集めよう！

ささえ愛☆わりの
2009 年 8 月 8 日★夏まつり
日ごろお世話になっているご近所や地域にご案
内をしたところ、夏休みに帰省中の親子連れを
はじめ 70 人ほどの方が来てくださいました。

利用者と家族の皆さん、綿菓子や風船釣り、歌
や踊りに参加して、楽しそうに過ごされていま
した。有難うございました。
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６カ月目で一日定員(５名)満員に！！
≪ゆあほーむは、
「要介護予防」を目指して
います。介護認定を受けた方が、夢を持ち心
楽しい時を過ごすお手伝いをします。少人数
にこだわります。
「○○したい」は一人ひとり
にとって大切です。新しい出会いの中で、生
きる張りを取り戻すお手伝いをします。小さ
な試みですが夢は大きなものです。皆さまから見守りいただき、又ご支援いただきたく、ご案内さ
せていただきます。≫ こんな願いで今年４月にオープンして６カ月目、９月３日初めて５名の
ご利用となりました。
他の施設で入浴になじめなかった方や、静か過ぎる雰囲気に寂しさを感
じた方が利用しています。ゆあほーむは、スタッフや利用者さん同士の談
笑や歌声であふれています。庩や畑の作物・草花や蝶々等、季節感もあふ
れています。こだわり食材の昼食は、調理の方の
説明に始まりスタッフもテーブルを囲みます。看護師さん・マッサージ師さ
んが日替わりで心も元気にしてくれます。送りの車中で「こ～んないいとこ
ないさ！」が決まり文句の利用者さんもいます。
職種を問わず常勤・パートも一律の時間給です。利用者さんの活き活きと
豊かになる表情と様子に励まされています。
管理者：栃倉 幸一＠ ゆあほーむ

ささえ愛☆きたかみ

管理者：山際 久子

今年は、いつまでも梅雨が明けずに困りました。天気が悪いと洗濯物の干し場がなく部屋に干す
のですが、乾きが悪くだんだん多くなってしまいます。とてもだめで、コインランドリーで乾燥し
てきたこともありました。
ご利用者様も、梅雨とその晴れ間の暑さで外へ出る機会が減り、部屋で過ごすことが多かったで
す。それでも県立植物園、ビッグスワン、ハードオフスタジアム、朱鷺メッセには行って来ました。
それと、せめて車に乗ったままでのドライブでもと数回
出掛けています。とても喜ばれ、楽しかったと言われます。
その他の行事は、7 月に「お楽しみ会(カラオケ大会)」
、
8 月には「納涼祭」を行い、とても盛り上がりました。
とにかく皆様、外に出ることを希望されておりますので、
気候の良い今の季節、できるだけ外出の機会を増やし、
気分転換をして楽しんで頂きたいと思っています。
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今回は人気上昇中
「シニアＰＣサークル」の代表、
土橋さんよりサークルの様子を
ご報告して頂きました。

シニアＰＣサークル「葡萄の木」

http://blog.livedoor.jp/megubudonoki/

ＮＰＯ運営でシニア、初級者を中心に 2006 年４月にスタートしました。
日常使用の年賀状、案内、インターネット、Ｅメール、デジカメなど主に基本を
楽しんでいます。世話人はいますが、専門講師はいません。
従ってモットーは「互いに教え、学び合い、気軽に楽しむ」です。
参加者は最初は数名でしたが、現在登録メンバーは約２０名です。
また、現在は「月曜・木曜コース」を数名募集中です。詳細は次の通りです。
 集会日：月曜、木曜(月１回)、火曜(月 2 回)
 時間：午後 1 時３０分～３時３０分
 入会金：1000 円(備品費)／月会費：1,000 円(室料･茶菓)
＊現在は月曜、木曜コースを数名募集中です。
問合せ(土橋) 携帯：080-3142-1255／E-mail：nsmms250@yahoo.co.jp

《参加者の声》
○ 始めたばかりですが楽しいです。（女性）
○ 難しいですがおもしろいです。
（女性）
○ 和やかな雰囲気の中で気楽に質問できる
ところがいいです。
（男性）
○ ＰＣサークルにお世話になって早や数年、なにぶん
白髪になってからの好奇心！でも少しでも早くお習いしてよかったと喜んでおりま
す。また春秋の日帰り旅行も楽しんでおります。いろいろの面で支えていただき感謝
しております。(女性)
○ 月２回のサ－クルを楽しみにしています。必ず１つでも疑問を持って出席し、皆さん
から解決していただけるようにしています。又、皆さんから、何か１つを自分のもの
にするようにしています。これからも続けて行きたいものです。(女性)

●なつかし映画の会…毎月１回木曜日 13:30～ ★リクエスト 大 募集中！
●歌で元気に！オールデイ…毎月第 3 木曜 13:30～15:30(500 円)
●ペン習字…第 1/3 水曜 10:00～12:00(会費月 2000 円､本代 1000 円)
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主催／ひと人ネットワーク
協賛／ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

出演：「琴人(ことびと)」
東條
恵

二胡・馬頭琴

二胡：二弦の外国(胡)からきた楽器で胡琴といわれる楽器の一つ
ﾓﾘﾝﾎｰﾙ(馬頭琴) モリンは馬、ホールは楽器

中林由美子

ﾋﾟｱﾉ･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ
中国ではピアノは鋼琴と書きます

9 月 5 日(土)､「ひと人ﾈｯﾄﾜｰｸ」主催のコンサートが開かれました。
東條先生の二胡の音色と中林先生のピアノのハーモニーに、
飾って頂いたパネル写真(左写真参照)のような、壮大な大陸の風景が
ふわーっと目に浮かんできました。

ライヴで聴く琴の切ない音は皆の心をうち、
参加者の方々からは「また聴きたい！」
「また開催して
欲しい！」と、感動の声が多く寄せられました。

東條・中林両ご先生方、本当に素晴らしい演奏、
そしてお時間を有難うございました。
多数のご参加、有難うございました。
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(編集部 M)

中央区内で

2009 年 11 月 29 日(日)
「第３回ささえあい祭り」

開催(予定)

ささえあい生協の組合員の皆さん、お元気でお過ごしでしょうか？
年１回、組合員の皆さんが一同に集い、楽しく交流の輪を広げたり、日頃の活動の発表
を行うイベント広場です。今年は交通の便の良さと、少しお洒落な雰囲気で行いたいと、
ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝを会場にしました。ぜひ大勢の組合員の皆さんのご参加をお待ちしています。
会場：中央区東堀通 7 番町
レストラン「ジョイア・ミーア」
開場 12 時・開始 12 時 30 分から
祭りの内容は、昔話ｺｰﾅｰ、歌踊ｺｰﾅｰ、和服ﾘﾌｫｰﾑﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ、
お楽しみ抽選会等を予定しています。又、徔意なものを披露
してみたいと思われる方、内容についてのアイデア、ご意見､
ご要望がございましたら、ぜひ本部事務局までご連絡下さい。
多くのご連絡・ご参加をお待ちしております！

10 月～12 月は組合員拡大月間です！（5 頁参照）

全組合員の力で、ささえあい生協を発展させ、
豊かな地域社会づくりを目指しましょう
＜目標＞ 新たな組合員を 100 人増やそう！出資・増資で 100 万円集めよう！

「懐かし映画の会」では毎月上映会をやっています。
「こんな映画が観たい！」「あの映画をぜひまた観たい！」
｢いいビデオやＤＶＤを持っているから一緒に観ましょう！｣
… こんな方は事務局までぜひご一報ください。

ご覧になりたい映画やビデオ等のリクエストを募集中！
「懐かし」に限らず、最新作でも何でも結構です。一緒に楽しみましょう！
参加費は無料！お気軽にご参加下さい！(問)葡萄の木 TEL：025-378-6181 まで

～ 編集後記 ～

★ 数年前の猛暑続きで今やすっかり 30℃程度では暑く感じられなくなった
のに、四季で一番大好きな夏の暑さを今年は味わえないまま、風が涼し～く
なった今日この頃…もう秋ですねェ～。間もなく苦手な冬…ハァ=3 (ﾏｻﾐ)

★ まだ盛夏の頃、通勤途中の信号待ちで、日陰でスニーカーを脱いで休んでいる方を見かけました。年は６０代後半
でしょうか。
「ウォーキングですか？」と話しかけてみました。何でも静岡の方で、飛行機で一旦北海道に行き、それ
から歩いて单下し、これから三条へ行くとのこと。今日で５１日目と言っていました。すごいパワーですね。きっと
さまざまな土産話を持って帰ったことでしょう。話を聞いてくれる家族はいるのかしらと思ってしまいました。(本)
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