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ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 

2009年の締めくくり 

「第３回・ささえあい祭り」 
2009年 11月 29日(日)開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年に１回、組合員の皆さまが一同に集い、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となる「ささえあい祭り」が、 

少しお洒落な雰囲気のイタリアン・レストラン「ジョイア・ミーア」を 

会場にして、2009 年 11 月 29 日(日)に開催され 

皆、楽しい時を一緒に過ごしました。 

大勢の皆さまのご参加、 

本当に有難うございました！ 
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組合員の加入、増資・融資のお願い 

 

ささえあい生協が、もっともっと地域のニーズ・期待に応えるために 

 

 理事長 黒岩 卓夫 

 

組合員の皆さん・関係者の皆さん、お願いがあります。 

 ささえあい生協は創立３年数か月を経過しましたが、現在、事業所が７か所、職員数は約 100 名と

なり、急成長をしています。これは、地域のニーズにできる限り応えようと努力してきた結果ですが、

そのため運営（経営）に必要な資金が不足しています。年間収支が黒字であっても、事業の維持・継

続のためには、最低でも事業高（収支）の３か月程度の資金を用意しないと安定的な経営は困難です。

本年度水準では、安定経営のために 5000万円ほどの手元資金が必要ですが、ささえあい生協の出資残

高は約 1200万円ですから不足分は借入せざるをえません。しかし、借入に頼りすぎることは避けなけ

ればなりません。全国の類似団体の仲間の中で健全経営をしている高齢協は、組合員の出資・増資で

数千万円～数億円を確保しているそうです。 

 私たちには、来年度（介護保険）新規事業所２か所の開設計画がありますが、そのためにも準備資

金が必要です。原則として、事業開始グループが立ち上げ資金を用意し、事業開始３年以内を目途に

初期投資金を回収する計画を立てています。ささえあい生協は、１事業所を除いて他の事業所はその

途上（３年以内）にあります。そのうち今年度立ち上げたばかりの１事業所は、計画（収支見込）ど

おりの利用者獲得ができていません。下半期に入りようやく利用者の増加のきざしが見えてきました

が、予算に到達しない分を他の事業所・法人全体で支えあっていくつもりです。 

  

 以上のとおりですので、必要な資金確保のために、組合員の皆さんのお力をお貸しくださいますよ

うお願いします。幸いこれまでに数名の方から増資・融資の申出があり喜んでいます。さらに多くの

方から資金協力を重ねてお願いする次第です。この状況を乗り切れば、ささえあい生協の基盤が確立

します。他の生協に見習って、今後も引き続き増資・融資のご協力をお願いします。 

  

 増資・融資の申出は、本部事務局（高見専務理事）までお願いします。増資は何口でも結構です（一

口 5,000円）。融資は年利１％とし、契約書を交わします。 

 組合員の方で増資にご協力いただける方は、下記口座に郵便にて振込んでいただくことができます。

なお組合員の皆様には、本誌と一緒に本年度「出資残高報告書」を送付しますので、お受け取りくだ

さい。 

 

記 

郵便振込 ※郵便局からお願い致します。 

口座記号・番号：００５３０－８－８２４９２ 

口座名義：ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 
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きまま舎 

 鳥の歌(お昼) オープン  
 

09.10.1｢ふるさと雇用再生基金｣による事業である 
「鳥の歌」がオープンしました。オープンまでのこと、 

ひと月経過した現在のことなど、職員の真柄渉さんに伺いました。 
 

09.9.14 より職員の研修がありました。 

 ①発達障害についての研修 

 ②三条地域若者サポートステーションでの 1 日研修 

 ③新潟地域若者サポートステーションでの 1 日研修 

そのほか、道具の準備やメニューの決定、料理開発の仕事もありましたが、オープン後は①カフェ

として地域の方々のいこいの場所となること。②ジョブトレーニング(11 月初旬より)＝働く前の訓

練の場であること。 

上記を進めていくことになりますが、②のジョブトレーニングの希望者が１３名にもなり、人気

の出た理由は、顔を知っている武田貞彦理事(前新潟サポステ所長)が｢鳥の歌｣(昼の部)の責任者であ

ることと、１日 1500 円が支払われることなどです。今は毎日２名ずつお店に通ってきています。

2012 年３月までは上記基金の補助金があり、給料、支援費、食材費が支払われます。ジョブトレ

に行く人達は、ニート、引きこもりを経験した人達で、就労への意識はあるものの、ブランクがあ

るために劣等感や人に対する恐怖心等があり、なかなか社会復帰が出来ずにいます。その中には発

達障害の人達もいます。 

 発達障害でも大きく分けて４種類もあることや状態は様々ですし、個人差もあります。また、幼

少期に発達障害がわかり、訓練を受けていればまた違ってきます。このように、どうしても一人ひ

とりに対する接し方の違いが必要になってきます。ですから、注意するにも伝え方を良く考えます。

ニート、引きこもりというと「なまけもの」と思われますが、色々な悩みを抱え込み、自分一人で

すべてを解決しょうとするまじめさがあだになり、家にこもってしまったというケースが多いと思

います。 

 ジョブトレに来ている人達も、ひと月たち、だんだん話が出てきて、自分の好きなことなどの話

が出来るようになった人もいますが、話もまだ出来ないで通院しながらの人もいます。しかし、サ

ポステにも行き、「鳥の歌」にも来ることで生活範囲が広がっている人もいます。様々な人達との出

会いの場になり、豊かな人生を送って欲しいと思います。 

①のカフェとして地域の方々の憩いの場所としても、すぐ近くの方、遠い方も食事の回数が多く

なりました。お弁当のほうはもう少し頑張る必要があると思います。なぜなら､外食できないお年 

寄りの方々にも｢鳥の歌｣の食事を楽しんで頂きたいのです。 

 将来的にはジョブトレに来ている人達にとって理想的な職

場を探すために企業開拓も必要です。実験的な仕事です。ま

た、繁盛しすぎて忙しくなりすぎると、支援事業とかけ離れ

てしまうのではないかという懸念もあります。その辺りが難

しい仕事なのではないでしょうか。 

 

(聞き手 事務局 本田) 
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＜日本高齢者生活協同組合連合会の理事会より＞ 

 

激変する日本社会と私たち 
 

専務理事 高見 優 

 

 

12月 11日は、連合会理事の勉強のため外部講師を迎えて特別講演がありました。講師・演題は河合克義さん(明

治学院大学社会福祉科教授）の「深刻化する高齢者の社会的孤立問題と福祉再構築の課題」です。  

 

「西洋は個人主義だから親子関係は冷たい、東洋は親子を大切にする家族主義」というのは幻想だ、現状は全く

違うという。たとえば、内閣府の「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（2005年）によれば、「別居している子

どもと『ほとんど毎日』接触している者」は、米国 41.2％、フランス 28.0％に対し、日本は 16.7％でしかない。その他の

数字を見ても、どうもわが国の親子関係・親族ネットワークはすでに破綻しており、日本は先進国の中で特異的な存

在らしい。 

 そう言えば…思い当たる…のではありませんか？ 

 今の日本、高齢者世帯の同居率は急低下、独り高齢者・高齢者のみ世帯の増加、孤立、孤独死…。いつの間にか

日本社会は激変していたのです！ あらためてそのことに気づかされました。 

 

河合さんは、「高齢者の社会的孤立」に関する基礎調査を重ねておられます。それらの調査から見えてきたことは

―。 

独り暮らし高齢者が多いのは、島嶼部・過疎地域（ここまでは分かる）、ところがたとえば東京都港区は、5年ごとの

国勢調査で全国 123位→37位→13位（2005年）になった。港区は裕福層もかなりいるが、生活保護水準（年収 150

万）以下が 31.9％にも達している。前期高齢者・男性の「孤立」状況は、緊急時に支援者がいない（15.9％）、正月 3

が日を独りで過ごした（37.2％）、近所づきあいあまりない（42.6％）。さらに、UR都市機構（旧日本住宅公団）の孤独

死は、1999年の 207（94）人から 2006年の 517（326）人に（カッコ内は 65歳以上）。東京都下の 65歳以上の孤独死

は、2004年の 2191人から 2007年の 3120人に（東京都監察医務院報告）。… 

 

高齢者の孤立状況は、都市部のみならず地方も同様で、緊急時のささええあいはまだしも正月 3が日の孤独は都

市と大差がないという。しかし、近隣のささえあいについてもこの先はやせ細っていくのではなかろうか。 

 

河合さんの研究室にフランスから留学してきた女子学生は、東京の便利さと安全には驚嘆したがその裏に高齢者

の孤立があることを知り、研究課題を「日本の福祉における家族愛について」とした、と話されました。ショック！ 

 

私たちは介護保険サービス事業を中心に日ごろの事業・活動に追われていますが、言うまでもなく要介護（要支

援）認定者の割合は高齢者(第 1号被保険者）の 16.0％、介護保険サービスを利用している人は 13％程度でしかあり

ません（2007年）。そもそも認定申請をしていない人もおり、さらに問題なのは孤立し、病気や障がいを抱え職が無く

生活苦の状態にある人が多いことです。依然として餓死者が出ているがこれは政治の問題だ、と河合さんは断言しま

す。 

 

 ささえあい生協（高齢協）が目指すのは、丸ごと地域福祉の総合事業・活動です。要介護（要支援）者だけケアして

いればいい、ということではないのです。日本の介護保険制度の設計時にモデルとしたドイツでは、介護保険万能論

への反省から、今では施設サービスの保険利用者は 2割、残りは社会扶助法の対象者となっているらしい。 

専務理事から 
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今回の河合さんの講演内容の詳細は、近著「大都市のひとり暮らし高齢者と社会的孤立」（法律文化社・

2009/11）にあるという。早速、1冊注文しました。 

 

 以上のほか今回の理事会では、高齢協の「社会保障憲章」をつくること、「生活介護相談員基礎講座｣を開催する

こと、来年度総会（6/7～8、大阪市）はＡＡＲＰ（全米退職者協会）会長を招待し「高齢者フェスタ 2010」「全国交流

会」などを実施すること、リフォームファッションショーを世界に広げること、などが話されました。 

 

（感想） 

全国の高齢協の仲間は、順調に介護福祉事業や各種指定管理者事業などを伸ばし、地域にしっかりと足場を築

きつつあります。シルバー人材センターの維持が困難になるなど、これまでの地域資源（担い手と主体）の再編が急

務となっている現在、私たちは、地域の高齢者だけでなく、若者の就労、子育て、住宅などの支援事業を含め、仕

事おこしを中心に福祉・生きがいについて増大するニーズに応えていくべき役割があります。そのためには、もっとも

っと仲間を増やし、足腰を鍛え、地域住民・諸団体・行政とともに事業・活動を発展させていきたいと思います。 

10 月 31 日､ささえあい生協見学に大阪高齢協様がご訪問され､ 

小規模多機能ささえ愛あわやま･きたかみ･わりの各事業所､本部､ 

きまま舎＠お昼･鳥の歌をご見学され､その際のお礼状と写真を  

岩浅えり子専務理事より頂戴しましたので､一部ご紹介致します｡ 

～ お礼状より一部抜粋 ～ 

高齢協の成り立ち、歴史はそれぞれに違いがありますが、目指 

すべき方向は一緒であると改めて感じました。新潟での今回の研 

修では、小規模多機能施設の成り立ち、運営など実際の現場を見 

させていただき、職員全員に大きな刺激を不えたことと、「福祉」 

のあり方に対する面でも大いに勉強となりました。特に、小規模 

多機能は地域密着型の事業ですので、自治体の考え方や関わりなど、大変参考になり、大阪 

でももっと自治体に向けて声を発していかなければいけないと切に 

感じました。 

小規模多機能そのものについても、今までの認識が改められたこと

も大きな成果の一つだと思っています。大阪では介護保険の訪問や通 

所･居宅支援が大きな事業のため、とかく保険制度の枠にしばられる、 

という発想が強く、他の事業に対してもそのような見方をついして 

しまいがちになりますが、新潟の小規模多機能の実践をお聞かせい 

ただく中で、利用者にとってはもう一つの「自宅」という中での 

関わりが、とても新鮮に感じました。 

＠ささえ愛わりの 

＠ささえ愛あわやま 

＠本部事務局 

＠お昼鳥の歌 

＠ささえ愛きたかみ 
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ひと人ネットワーク 諸橋 潔 

 

 

ここ 10 年近く、春は桜を、秋はもみじを中心にして、年 2 回の旅(1 泊 2 日)を楽しんでいます。

当初はマイカーに分乗しての移動でしたが、途中からはマイクロバスに変更しました。今年の春は、 

白河市の城跡や公園の桜、そして花見山の多彩な花々(いずれも混

雑、渋滞が無く余裕でした)。途中の山や村々にも桜の盛り、日本中

がこの季節桜だらけになっていますね。村の歴史伝承館やアウシュ

ヴィッツ平和博物館での学習もしました。２日目のお昼は、ビール

園でした。(バスですから全員が飲酒できます。アリガタイ！) 

 

 

  さて秋は 11 月 3 日(祝)/4(水)に実施しました。前日の 2 日(月)に

寒気に襲われたのが効を奏して、防寒の備えは万全でした。3 日午前は降り出しそうな気配の中

をバスは順調に走ります。県境の山は初冠雪で白い帽子の様でした。 

 

 里の秋は今盛りです。途中いつものまんじゅう屋に立ち寄り(試食、

買い込み)、国指定の史跡慧日寺(開山 1,200 年、800 年前に伊達勢の侵

略で焼失)。再建になった金堂を見学、深紅のもみじも歓迎してくれま

した。そして猪苗代湖畔から山道へ(風は無いけど、少し寒い)。 

 

景色の良い牧場で弁当、お茶、コーヒーの昼休憩です。その後、知

る人も少ない脇道へ入り、下車後、平坦な道を少しで滝に対面(地

元ガイド無くしては寄れない所)、足弱さんも全く平気、秋の村と

渓谷を楽しみました。珍しい“メグスリノキ”が何本も自生してい

ました。 

 

 お次は国道 115 号沿いの農家直売所(10 軒が並んで出店)。高原野

菜(大根・南瓜・菜・甘みが強い)、キノコ類他種々、買い物袋からは

み出していました。早めに展望風呂へ、そして楽しみな夕食でした。 

 

 

 翌 4 日(水)早朝オプション(毎回恒例)。6 時 30 分バスで移動、民宿付属の

キャンプ場(二次林ですが何町歩もある)。足元は草葉が霧で真っ白、ナナカ

マドの赤い実は氷滴に包まれていました。木の実・葉・アジサイ(未だ花の

盛りでした)。みなさんに生花材のおみやげを切り取りました。 
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        は、夏の終わりに、ささえあい生協の「生きがい事業部」の応援で 

作られた団体です。どなたでも、随時参加することができます。大勢の方々のご参加、 

心よりお待ちしております。 ● 連絡先は「葡萄の木」(T/F：025-230-6680)迄。● 

 朝食後 8 時 30 分出発。2 軒目のまんじゅう屋でコーヒー飲むやら、銘菓買うやらです。今

日は好天、車内は暑い状態でした。坂下では馬肉屋さんで試食・買い入れ。その後南下して、

只見川の流れを右左、山のもみじも堪能しながら、田子倉ダムへ。ダム堤直下に公園があり

ました。トイレ・ベンチ・芝生広場に山水の景色つきです。 

人気も少なく、我が家の庭です。美味しいコシヒカリのおに

ぎりにキノコ汁、そしてコーヒー、抹茶野点のフルコースで

す。もちろん銘菓もフルーツも付いていました。のんびり、

ゆったり、コタエラレません。 

 

 その後ダムの展望台へ上り、越後側へと下り道です。 

魚沼の里近くまでは、新雪 30cm(道路は無雪)の白い景色もきれいでしたね。 

さて、来年はどこへ行きましょうか。 

 

このツアーの特色をご紹介しておきます。 

1. マイカー気分でお好み次第(25 人乗りマイクロ) 

天候悪化時(未だ無い)は、臨機にコース変更 

途中で発見した好ポイントは立ち寄り見学 

昼食は青空の下で大茶会の気分 

(大鍋･コーヒー･抹茶･少量のお酒) 

2. 別荘気分の常宿～裏磐梯高原の民宿(五色沼近く) 

磐梯山と対面する展望風呂(朝日･夕日が絶景！) 

食事は満腹 

3. 参加者は中高年・女性が多目 

足腰の弱い方や視覚障がいの方の参加も自由です。 

コース設定で配慮したり、サポート可能な範囲でご一緒します。 

4. 費用が安い 

1 泊 2 食・交通費・2 日間の昼食など込々で 14,000 円(従来の実績) 

5. コース選びは自由自在 

秘密の穴場や参加者の希望、抽選を選択します。 

(毎年変更) 

 

どなたも歓迎です！ あなたもどうぞ！ 
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今回は齋藤了さんにお話を伺いました。 

 

 

齋藤了さんは８４歳。繊維問屋を創業して、今は会長さんです。「ささえ愛あわやま」

の利用者様です。9 人兄弟の末っ子で、ガキ大将だったそうです。元衆議院議員の小

沢辰男氏と幼馴染で、今は、新潟市の指定文化財になっている、「旧小沢家住宅」の広

い庭で仲よく遊びました。当時の子供は色々手作りの遊びが上手だったそうです。 

 

 十代の後半に陸軍学校にいっていましたが、「フィリピンへ出征せよ」との命令が下

り、休暇をもらい新潟へ帰省し、親族との別れの挨拶をしました。いよいよ出発の日

の朝、母と友人と 3 人で新潟駅に向かう途中、万代橋から眺めた遠方の弥彦山は上の

ほうは黄色く下のほうは赤く美しい朝日に輝く景色でした。それを眺めながら、生き

ては帰られないという思いでした。 

 

フィリピンには特攻隊の集合地がありました。相手の船に船ごと体当たりする、自

爆特攻員という任務です。しかし、日本とアメリカの圧倒的な力の差を認識させられ

た戦争でありました。九死に一生を得、アメリカの捕虜として船底に押し込められ帰

還しました。船の中は垂れ流しの状態で牛馬のようでした。やがて、広島駅で解放さ

れました。 

 

「戦争は絶対いけない、悲惨以外の何ものでもない」「生命が一番大切」と語るこの

言葉は、体験した人にしか語れない、生きた言葉として私たちは大切にしたいと強く

思いました。 

「自分が生きるために、多くの人達に助けてもら

っている」と謙遜の言葉ですが、そんなことはあり

ません。戦争にいった人達の苦労のおかげ、今ある

平和を私達は感謝しなければと思っています。長い

人生のほんの少しだけのお話だったと思いますが厳

しく生きてこられた中にも大きな心と温かさとユー

モアさえ感じられたひと時でした。 

 

（事務局 本田） 
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ささえあい農園小さな収穫祭！ 

ささえあい農園茶話会’09.11.1 より 

 

海の見えるカフェ「ネフ」にて茶話会が開かれました。数名からご提供頂いた

収穫物でつくった芋煮、人参のサラダ、さつまいものスティックフライなどをほ

おばり、楽しいひとときでした。2009 年 4 月から 24 区画 18 名が菜園づくり

に汗を流してきました。「あなたの大根は、なぜそんなによくできているの？」「小

金虫には参った！！」など同じ敷地でやっている者同志ならでは、真剣でユーモ

ラスな質問や感想を述べ合いました。 

今年はささえあい農場としての収穫までには至りませんでし

たが、18 名の菜園と絆をつくりあげることができました。また、

隣接する畑の農家の方々が温かく見守って下さったことに感謝

です。皆さんのキラキラとした目、何よりの収穫でした！ 

 

 

ささえあい農園担当 阿部 幸恵 

 今回は齋藤了さん

にお話を伺いまし

た。 

 

 

齋藤了さんは 
～ 現在計画中 ～ 

虎歳を祝う 2010 年 

とん汁新年会 
 

二年目を迎えた“ひと人ネットワーク”が主催するとん汁を囲んだ 

「ワイワイ新年会」を行います。ご家族､お友達､誘ってご参加下さい！ 

●  ●  ●  ●  ● 

楽しいアトラクション～ピアノ･楽器演奏､漫談､マジック､皆で歌おう…等々 

恒例のお楽しみ抽選会､「我こそは！」の飛入り芸も大歓迎!! 

●  ●  ●  ●  ● 

と き：2010 年 1 月 17 日(日)13:00～16:00 

ところ：ささえあい生協本部事務局「葡萄の木」 

会費：大人 1000 円、子供 無料(軽食､ドリンクを用意しています)  

ご家庭の丌要品､ご自慢のお料理等､持寄り大歓迎!! ご協力お願いします!!  
●  ●  ●  ●  ● 

お申込み･お問合せは…ささえあい生協本部事務局“ひと人ネットワーク” 

TEL：025-378-6181／FAX：025-230-6680 (本田/坂上迄) 

お申込み 2010 年 1 月 14 日(木)迄にお願い致します。 
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★ 家の近くのコンビニにおばさん(私もおばさんですが…)の店員さんがいる。朝、お客さんとよく世間話をしている。以前２年間

毎朝コーヒーとパンを買いに来ていたサラリーマンの方が転勤した。おばさんの誕生日に箱根のお土産とイタリア製のポーチを送

ってくれたそうです。「おばさん頑張っているから」と、おばさんとても嬉しそう。「おねえさん、あったかいコーヒーこちらです！

昔のおねえさん」と冗談を言っている。お客さんもそれにのってうんうんとうなずいている。こんなコンビニもあるのですね。(本) 

定期レッスンサークル講座   お気軽にご参加下さい!! 

●なつかし映画の会…毎月１回木曜日「リクエスト」お寄せ下さい！参加無料 

●大人のピアノレッスン…毎月 2 回 10:30～11:30 (1000 円)詳細はお問合せを 

●ペン習字…月 2 回水曜 10:00～12:00 (会費月 2000 円/本代 700 円) 

●初心者ＰＣｻｰｸﾙ…毎月数回(火/木ﾒｲﾝ)13:30～15:30 (月会費/入会金各\1000) 

●歌で元気に！オールデイ…毎月第 3 木曜 13:30～15:30(500 円) 

 

♪この歌の会最大の

特徴は演歌・懐メロ 

からフォーク、童謡 

叙情歌まで… 

何でもあり!! 

→揃えてあります 

♪歌集「心の歌」 
(野ばら社発行) 

♪みんなで選んだ 

「演歌･懐メロ選集」 

 

毎月第 3 木曜日・午後 1 時半～3 時半 

どなたもお気軽にご参加ください！ 

♪ 参加者も増えて来て､歌声や笑い声が聞こえてきて､とっても 

楽しそうです｡私も時々､ハミングしています｡ (事務局:本田) 

 今日はどんな
歌にしますか?  お 1 人ずつ

順番にﾘｸｴｽﾄ 

編集後記 

★ ついこの間､今年の漢字｢変｣が発表されたと思ったら､またまた先日今年の漢字

｢新｣の発表…1 年は早い～!! 今回は多くの方々のご協力あっての完成､まさに｢ささ

えあい｣の実感でした｡そして本田サン､本当にお疲れ様&感謝でしたァ～｡ (ﾏｻﾐ) 


