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この会報は組合員様向けに発行しています> 

〒950-2026 新潟市西区小針南台 3-16 
TEL:025-378-6181 / FAX:025-230-6680 

http://homepage3.nifty.com/sasaeai/   
MAIL：sasaeai95@nifty.com 

ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 

竹内理事･小川監事お二人の 
腕前ご披露「男のとん汁」を 
皆で美味しく頂きました。 

とても好評でした。ご馳走様～!! 

ボランティアでご出演頂いた 

「寺尾マジックヷクラブ」の 
マジックに一同「ええ～ッ!?」 

両氏ボランティア出演の 藤田先生 と、今回はお 1 人 

オヸルデイヷ若井さんの演奏で、食後の 
歌会は皆、大盛上がりの大合唱でした。 

２年目を迎えた      がとん汁を 
囲んだ「ワイワイ新年会」を行いました。 

おしどり 2 組 
ご共演～！! 
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2010年3月15日 

組合員 各位 

 

公 告 

 

定款第19条、役員選任規約第６条第２項および同条第３項ならびに役員選任規則第２条に

基づき、下記のとおり、新年度の地方区分理事候補者として推薦を受けることを希望する組

合員の申出を求める。 

記 

 

（1）役員選任を行う総代会の日時及び場所 

２０１０年通常総代会 

日 時：2010年5月23日（日）13：30～16：00 

場 所：新潟市・総合福祉会館401～403 

（2）細則で定めた区域別の理事定数 

新潟市北・東区     ２人 

同 中央区      ２人 

同 西蒲・西区     ２人 

同 江单・秋葉・单区  ２人 

下・中・上越地方区   ２人 

（3）申出の受付方法および申出の期限 

   推薦を受けることを希望する旨を明記した文書を、2010年3月31日(水)17時までに 

本部事務所に提出すること。 

なお、申出をすることができる組合員は、2010年2月末日から継続して組合員で 

あるものに限られる。 

以上 

 

２０１０年３月１５日 

 

ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 

理事長 黒岩 卓夫 

 

★ 2010 年度・通常総代会の予告 

2010 年度・通常総代会は、2010 年 5 月 23 日(日)13:30～16:00、 

新潟市「総合福祉会館 401～403」で開催致します。総代の方には、 

5 月初旬に開催通知と議案書をお送りしますが、組合員の傍聴も大歓迎です。 
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ひと人ネットワーク 小川博英 
 
 

 古稀（70才）は「人生 70古来稀なり」中国は唐の時代、杜甫が詠んだ詩の一節より生まれた熟語である。日本

では、奈良の大仏開眼の時代、中国では楊貴妃の時代でもある。杜甫自身は人生 58年、親交のあった先輩の

詩人李白人生は 61年を考えれば、まさに人生 70年は極めて稀なことであった。 

 それが今日、日本では平均寿命が 84.5 才の時代となった。小生の住む地域の敬老会参加資格も 70 才以上

とハードルを上げてきている。（かつて、父母の時代は 60才にして記念の湯飲み茶碗をもらっていたのだが…） 

 

・・・傘賀 未だ青春・・・ 

 ところで、小生が加入している「シルバー人材センター」の創設者であった大河内一男氏（元東大学長 明治

38年～昭和 59年）は「喜寿(77才)祝うに足らず、傘寿(80才)未だ青春」という言葉を残している。彼からすれば、

今どき「古稀」などと意識して云々している時代ではないのかも知れない。「高齢化社会今こそ青春→真盛り」と

言うべきなのか。 

 とは言うものの一方では小生の同級生でも物故者が何人かいるのも現実である。今年中には「古稀を祝う会」

の開催を準備しなければと思っているところである。お世話になった先生も当然ながら高齢である。亡くなってから

では級友から恨まれてしまう。 

 

・・・｢働く｣ことのうちに「生きがい」を見出す・・・ 

 さてもう一度、大河内氏の話に戻す。氏は次のように言う。（氏の講演集の「高齢化に生きる」より）「日本の高齢

者は、自分なりに『働く』ことのうちに、人間としての『生きがい』を感得しようとしているのであり、そこにまた日本の高

齢者としてのプライドをもとうとしており、地域の生活文化や経済に対して積極的に寄与しようとしているのである。今

後の日本は、高齢者を敬老の神棚に祀りあげることによって衰滅し、『働く』高齢者の社会参加をおし進めることに

よって『地方の時代』も『地域の振興』も可能なのである。」と。 

 今日の社会状況を見るとき、氏の指摘は的を射た鋭さがあり感動的でもある。 

 

・・・「ひと人ネットワーク」の一員として・・・ 

 実は、こうした思いは、「仕事起し、福祉、生きがい」の三本柱を旗印として発足した高齢協（日本高齢者生活

協同組合連合会）の理念にも通じるものであり、当ささえあい生協のそれとも同様である。小生は、昨年来上記の

「いきがい」事業活動を担う「ひと人ネットワーク」の一員として活動→させてもらっている。ここでもスタッフの半数以

上は、チーフの竹内理事をはじめ、小生の年代以上の先輩によって運営されている。 

 竹内さんは「すべての活動の基本は人と人との出逢いから始まり個々が描いてい

る思いを共有することが大切」（会報 11 号より）との考えでエネルギッシュに活動を進

めている。小生も同感である。 

 

 ささえあい生協への参加も 500 人を超えた。様々な分野で就労し活動している組

合員の方々のご苦労やご努力、ご活躍に応えられるよう「傘寿(80 才)未だ青春」の

心意気で与えられた「ひと人ネットワーク」の事業に取り組んでいきたいと思っている。 
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いよいよ「協同労働」の時代！ 

～「協同労働の協同組合法」案 今国会で成立へ 
 

専務理事 高見 優 

 

“働きたくても仕事がない！”失業者が増えています。その一方で、派遣・非正規・偽装請負な

どの不安定雇用が増大し、低賃金・長時間労働などで健康を害したり、離職を余儀なくされたりし

ています。 

 いま多くの企業は、激しい国際競争にさらされ雇用確保どころか事業継続・企業の存続すら危う

くなっています。他方、公務労働の分野も住民ニーズに応えるサービス提供や経営の能力に欠けて、

（指定管理者など）民間に委託するケースが増えています。 

 このように従来の「雇用労働」「公務労働」の両方が困難となっている中で、新しい労働（働き方）

すなわち「協同労働」に期待が集まっています。働く者が自ら出資し、みんなで経営していく「協

同労働」を社会的に認知し保証する「協同労働の協同組合法」が、いよいよ５月にも成立する運び

となりました。 

私たちは、高齢になっても障がいを持っても「福祉」「生きがい」「仕事おこし」ができる「ささ

えあい生協」を設立して事業・活動を行なっていますが、これまでの法制度では出資・経営・労働

の三位一体の運営が困難でした。私たちが新法に期待するのは、剰余が出ればそれを「社会的企業」

設立の基金として積立できる制度の創出です。これによって地域社会に就労場所と起業の機会を保

証し「地域貢献」したいからです。 

従来の事業経営者は、たとえ福祉を目的とするものであっても「一法人一事業所」の形態を採る

ものが結構多い。でも私たちはそうではありません。なぜなら、地域には、私たちがいま出会って

いる「利用者」「労働者」だけでなく、多数の住民の多種多様のニーズが存在するからです。 

先日、新潟市内で介護疲れによると思われる悲惨な事件が報道されましたが、それを聞いて心を

痛めなかった人はいないでしょう。私たちは常に「自分たちだけが良ければよいのか？」と問いま

す。もちろん自分（たち）のことを大切にしたいと思います。と同時に、隣人のことにも絶えず目

を向け、できることをやりたいと思います。それが「支え合いの心」であり、私たちの理念・目的・

使命ですから。 

まもなく新法が生まれます。最近マスコミ等でしきりに報道されるようになりました。（＊） 少

子高齢社会が本格化する時代に、私たち高齢者（ささえあい生協）は、「支えられる存在」から「支

える存在」となることを目指しましょう。自らの知識と経験を社会（とくに次世代）に対して役立

てながら、尊厳ある人生を最後まで全うするよう、そしてそれを保証する地域社会を築きあげてい

くために尽力したいと考えています。 
  
（＊） 

 「働く人が出資・経営 『協同労働』 地域に貢献 広がる期待」 

（新潟日報 09/12/19） 

 「近藤丈靖の独占！ごきげんアワー 『こちらごきげん探偵社！』」 

（ＢＳＮ新潟放送・ラジオ、10/1/26、2/1） 

 「ワールドビジネスサテライト 『協同労働 地域で広がる』」（テレビ東京 10/3/9） 

 
（案内 ～ 別紙・同封しました） 

「第２回にいがた協同ネットワーク」 
勉強会：2010 年３月 29 日(月)18:30～20:30 
新潟市「万代市民会館 307・308 号室」 

組合員の皆様へ 
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「ハイチ地震災害緊急募金」の取り組みの御礼とご報告 

 

ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 
理事長 黒岩 卓夫 

 

お願いした「ハイチ地震災害緊急募金」について、下記のとおりご報告します。 

ありがとうございました。 

 

記 

 

１． 募金の集約状況  

ささえ愛あわやま     4,800 円 

ささえ愛千草の舎     2,600 円 

ささえ愛ゆあほーむ    2,000 円 

ささえ愛きまま舎     1,500 円 

本 部          3,440 円 

ＨＰをみて外部から    50,000円  以上、  合計 64,340 円 

２． 募金の送付 

      2010/2/18、上記の金額を、財団法人日本ユニセフ協会に送金しました。 

３． ハイチ現地のその後の様子  

 たとえば、下記から知ることができます。 

「ハイチ地震緊急・復興支援募金 第 28報 震災から 1ヵ月」 

http://www.unicef.or.jp/kinkyu/haiti/2010.htm 

４． 日本生活協同組合連合会(組合員約 2,500万人)は「ハイチ大地震」被災者支援 

として 300 万円寄贈を決定したようですが、私たちのような小さな生協なりに 

短期間(1/27～2/15)ではありましたが、精一杯取り組みました。 

 

 当生協の「いきがい事業部・ひと人ネットワーク」の先日の会議でも、大雪の雪かき作業のお手伝い

など近隣の住民同士の助け合いなど声かけをして行きたいと話し合いましたが、今後も私たちは、「協同」

の理念・ささえあいの精神に基づいて、できる限りのことに取り組んで行きたいと思います、行こうで

はありませんか！ 

 

ささえあい生協で働く職員は 90 名を超えました。 

    先日発表のあった国家資格試験で、以下の２名の方がめでたく合格されました。 

おめでとうございます。今後の業務に活かして頂きたいと、念願しております。 
 

三条地域若者サポヸトステヸション 

★ 蛯原 勝 さん (精神保健福祉士) ★ 佐藤 道代 さん (社会福祉士) 



 6 

 

ささえあい生協本部にて高見優専務理事、武田貞彦理事、島倉順子理事、現場訪問では栃倉幸一理事が 

ＢＳＮ大杉りささんからインタビュヸを受けました。2010 年１月 26 日(火)ヷ2 月 2 日(火) 

10:40～11:00、前/後半 2 度に渡り放送されました。下記に抜粋を掲載致します。 

※ 放送の録音 CD がございます。ご希望の方にお貸し出来ますので、本部事務局までご連絡下さい。 

 

☆1/26 高見専務には協同労働について 

大杉：まずですね、このささえあい生協この協同労働ということなんですが、どんな労働の仕方になる 

んでしょうか？ 

高見：新しい働き方ということなんですけど、いわゆる普通の労働は企業に雇われて働くと、それ以外 

に、公務労働、公務員の方々ですね。私達はそのどちらでもない、自分たち自らが、出資もする、 

経営もする、それから働くと…、全員で経営会議をやりながら、一人一票の原則でね自分の給 

料をどうするのかと言うことも含めてみんなで決めるというのが原則なんです。 

大杉：中には最初に出資金が必要になりますと言うと抵抗を感じる方っていらっしゃいませんか？ 

高見：殆どがそうでしょうねえ。でも働くと同時に経営者でもあるわけですから、皆さんは社長さんで 

ある訳だから、倒産させないためにはやれる範囲でお金を出し合う、ということが必要になって 

くるかと思います。 

 

☆1/26 武田理事には若者の就労支援について 

大杉：でも今にこやかにお話してくださる姿をみると、とってもやりがいがありそうですねえ。 

武田：自分がやりたいと思って今やらせて貰っている仕事なので、やりがいがあるとストレヸトに思い 

ます。 

大杉：これからの夢があれば教えてください。 

武田：ささえあい生協ではだれでも、出資金を私も払いますよと言う人が、今、働ける状況かと言った 

ら、残念ながらそうではないんですね、僕の事業所としては、面接やって「あなただめ…」って 

ことはない。要するに働きたいんだって言う人が働けて何がしかの時給が出るそういう事業体を 

なんかできないもんかなヸと夢見ています。 

大杉：素晴らしいです。是非がんばってください。 

 

☆1/26 島倉理事には生きがい事業部（和服リフォヸムファッションショヸ）について 

大杉：これまで横浜のショヸにも行かれたと言うことなんですけども、印象的なエピソヸドなどあれ 

ば教えていただきたいと思います。 

島倉：普段はですね、自分ではなにも出来なく、車椅子の介助ですね、それをして頂いているような 

80 半ばくらいのおばあさまなんですけど、そのショヸに参加したときだけはですね、介助なし 

でご自分の力で一ステヸジこなしてこられる。それに感動しまして今なおさら力が入っていると 

ころなんです。 

大杉：ありがとうございました。 
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 ☆第２弾放送（2 月 2 日）は「ささえ愛 ゆあほヸむ」取材レポヸトでした。 
  

最後のスタジオでのまとめの語らいの部分のみを以下に掲載します。 
※ (男)(女)はアナウンサヸ、(大)はリポヸタヸの大杉りささんです。 

 

男：うヸん。施設の充実というところにも非常に感心させられましたけれど。まず忘れてはいけないの 

は、この施設を運営しているささえあい生協というところが、協同労働というスタイルをとってい 

るんですね。 

大：でもね、優先しているのは利益ではないんですよ。地域の方とか働いている方が、いつか私も入っ 

てみたい、お世話になってみたいと、そう思えるような施設を目指しているということなんですね。 

非営利で全員が経営者の協同労働という働き方だからこそ、実現しているいう面も多くあると思い 

ます。ＥＵ諸国では、すでに協同労働は市民権を得ていますので、日本でもこれから注目されてい 

くかもしれませんね。とにかくこのインタビュヸを聞いて頂いて、すごく小さな空間ですが、皆さ 

んの明るさが伝わってきたと思うんです。コンセプトがあって、「あなたの○○をお手伝いします」 

というものなんですね。この「○○」は、皆さんそれぞれ好きなものを入れて頂いていいんです。 

女：たとえば唄とか、編み物とか。 

大：あなたの歌を忚援しますとか、ここでニコニコ笑うことを忚援しますとか。皆さんここに来る目的 

は様々だと思うんですね。なので、皆さんを預るという気持ちではなくて、一人ひとりが違う、し 

たいことをお手伝いしているというのがゆあほヸむのコンセプトになっているんです。だから決ま 

ったスケジュヸルで皆さん動いているんではなくて、例えば絵手紙を書いている方がいらっしゃ 

たら、お隣では編み物をしてらっしゃたりとか、それぞれやりたいことを忚援して下さいますよと 

いう状態なんですね。 

男：自分の世界を尊重してくれるわけですか。 

大：最後に披露して下さったビリヸブという曲なんですが、今このシヸズンですとこれから卒業式等で 

もよく歌われる曲なんですが、歌詞の中には、「みらい」とか「あこがれ」とか「すなおな気持ち」 

とかが出てくるんです。この言葉の意味を考えながら皆さん歌ってらっしゃるんです。 

男：おばあちゃんたちも共感しながら歌ってたみたいですね。 

大：それでエネルギヸが生まれてくるんだと思います。 

男：今インタビュヸを聞いてまして、入ってらっしゃるお年寄りの皆さんもそうですが、働いている方 

も皆さん本当に充実していらっしゃるようで。 

大：この施設でキャンセル待ちが大変だそうです。こういう施設が新潟県の小さな町や地域にどんどん 

できていったら、何か年とることが楽しいぞと思います。 

女：皆さんそんな気持ちになってもらえると思います。 

男：最後のインタビュヸにもでてきました。人生の後始末ではなく､可能性を感じられる施設であると、 

非常に印象的でありました。そしてこの施設を運営しているのは、協同労働という働き方で運営さ 

れているということでした。「協同労働」、是非キヸワヸドとして皆さんに覚えて頂きたいと思いま 

す。二週に亖りまして、大杉りささんに調査していただきました。どうもありがとうございました。 

大：ありがとうございました。 
 

※ ゆあほヸむ取材内容全容は､ブログでもご覧いただけます。http://yuahome.air-nifty.com/ 

(編集協力：栃倉理事／まとめ：本田) 
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≪わりの≫ は元気です !!      ささえ愛☆わりの 
平成 21 年 4 月 1 日「ささえ愛わりの」を立ち上げて、早くも 1 年が経とうとしています。

割野は、江南区の端の田園風景の真っ只中に位置し、阿賀野川と信濃川を結ぶ小阿賀野川が近く

を流れ、田んぼや梨畑がすぐ近くにあり、風光明媚で、近隣の方々の人情を身近に感じられる土

地柄です。 

私は 9 月 21 日からケアマネとして勤務しています。ケアマネヸジャヸとしては初めての勤務

でしたので、ケアマネ業務を覚える事で精一杯の為、周りの皆様から支えられ、教えられる事も

多い毎日です。 

当初、利用者 5 人で、今から考えれば広すぎる位のフロアにゆっ

たりと介護を行っていました。現在登録利用者はようやく 11 名に

なり、毎日あたふたと一日を過ごしています。 

まだまだ苦戦していますが、歩みはゆっくりであっても着実に前

に進みつつある事を感じています。 

 

ケアマネヸジャヸ 児玉 友子    

 

ささえ愛☆きたかみ 
 「ささえ愛きたかみ」では、歯科医師様によるボランティア

ということで、２月に「通い」ご利用の方全員「お口の中の健

康診断」を受けました。食べ物を美味しくいただくには、歯は

大切です。半数以上の方が入れ歯で丌具合が生じていたり、未

処置の歯根があったり、舌苔や歯石の除去が必要な方、口腔内 

の清掃が行き届いていない方等がいらっしゃいました。訪問治療を希望された方から先生に事業

所で治療していただいております。 
 

☆ 季節の行事 ☆ 

 １月 新春を祝う会 福笑いやトントン相撲 

 ２月 節分 

 ３月 ひな祭り  雛人形を飾って、利用者様と一緒に「コロコロ雛だんご」を作り、

「うれしいひな祭り」などの歌をうたいました。 

   その都度、趣向をこらした行事食で皆様に喜んでいただいております。 
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「きまま舎」の事業報告  

 

 公共職業訓練   

昨年 4 月より 4 ヶ月コヸスを 2 回、30 人と 29 人の修了生を世に送り出しました。一期生

の就労率(3 ヵ月後)は 83％、2 期生は 2 ヵ月後現在で 79％です。特養やデイサヸビスが主な

る就労先です。わがささえあい生協にも実に 7 名もの修了生を受け入れることになりました。

介護の求人は依然あるもののパヸト就労が半数近くなっており懸念されます。一方、修了生の中

には、ニヸト、引きこもりの体験ある方、精神的な疾患をお持ちの方もおられます。面接から就

労が難しい修了生は、鳥の歌(就労体験ヷ居場所)事業と連動させ、理解ある事業所開拓を行い、

就労体験からアルバイト就労をめざし継続中です。こうした支援により一期生の進路決定率は１

００％を達成することができました。 

今現在は、介護職員基礎研修課程(平成 18 年に導入されたヘルパヸ2 級のレベルアップをめ

ざした新しい課程)の 6 ヶ月コヸスを新潟ユニゾンプラザで実施しています。来年度の受託に向

け企画書づくりの真っ最中ですが、私たちが目指す職業訓練の目標を以下のようにしました。 

■ コミュニティヷケア(地域全体で支え合いをめざす)を提案し、支援できる介護員。 

■ 生きる力ヷ人間力を持ち、強い精神と、高い目標を持った介護員。 

■ 就職率１００％(進路決定率１００％)の実践。 

 

 鳥の歌事業   

先号でも紹介されましたが、昨年 9 月より新潟市のふるさ

と雇用再生基金事業の認定を受け「コミュニティヷカフェ(就

労体験ヷ居場所)」事業を新潟市本町２で行っています。自慢

は野菜たっぷり健康ランチ(500 円！！)です。宅配弁当も行

っています(中央区内の近間)。芸術文化会館などにお越しの際

は是非一度お寄り下さい。 

新潟地域若者サポヸトステヸションを利用する若者に、スタッフとして手伝ってもらっていま

す。彼らにとっては、社会参加の大きな一歩です。鳥の歌を媒介してアルバイト就労にすすむ者

もでてきました。こんなアルバイト(短期 OK)があるぞ、など情報大歓迎です。多くの皆様の暖

かいご支援をよろしくお願いします。 

 

 ささえあい農園   

昨年春から始まった「ささえあい農園」(新潟大学五十嵐キャンパス近くの 600 坪)。さる 3

月 6 日(土)今年の運営についての話し合いが葡萄の木でもたれ、12 名の利用者が参加されまし

た。現在、区画(1 区画約１0 坪/年会費 3000 円)は 25 区画。まだまだ増やすことができます

ので、お申し込みください。申し込み先は、阿部幸恵さん 080-6607-6940 まで。 
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今回は新しい組合員である、 

民謡(踊り)の先生、吉田國子さんにお話を伺いました。 

 

 

子供の頃、日本舞踊を３年間習っていました。 

４人の子供を育てながら民謡の先生に 36 歳のとき

から 10 年間習っていました。その後は自分で勉強

しながら続けました。習ったのは、伝承芸能と言わ

れるもので、正調民謡です。基本的なものは変えな

いで、構成だけを直して踊ります。(輪踊り) 

平成 13 年には「相川音頭」で(財)日本民謡協会主催の「民謡民舞全国大会」の最高賞であ

る、「内閣総理大臣賞」を頂きました。(グルヸプ名＝どうしょば座)また、平成 16 年には「佐

渡おけさ」で「内閣総理大臣賞」を再び頂くことが出来ました。今は独立して踊り 12 名で「朱

輝の会」と名づけて活動しています。衣装も皆で布を選び、デザインを考え、時代劇の録画を

見ながら細かいところを参考にして作ることもあります。その準備のときがまた楽しい時間で

す。ほかに例えば、笠の紐なども各自で付けて貰うと様々な形になってしまいますが、かぶっ

た時に、きれいに同じものが並んで美しく見えるように１人で作ります。ボランティアであち

こち行きますが、衣装替えをして楽しんで頂くようにしています。新潟祭りの前には教えるの

に忙しくなります。習う方が全く何も知らないほうが、かえって変なくせがついていなくて教

えやすいということも言えます。教えるときは、同じ所を何度も注意することになっても、苦

になりません。練習は人並みにやっていてもだめだと思います。ほかのひとの倍以上の練習を

してきました。 

今は、楽しんでやってきたことが皆さんに喜んでもらえるような踊りができ、とても嬉しく

思っています。 

 

こんな近くに、民謡で大きな賞を取られた方がおられるなんて、驚き

ました。何かをやり遂げるにはほかの人より何倍もの努力が必要です

ね。色々な写真を見せて頂きました。とにかく民謡が大好き。背筋をす

っと伸ばした和服姿でいつもニコニコしておられる吉田さんです。宮崎

県えびの市出身だそうで、こだわらないさっぱりとしたご様子で、とて

もおおらかで度胸もある方だとお見受けしました。楽しくお話をお聞き

しました。有難うございました。          (聞き手 本田) 

 

 

踊りを習いたい方が一人でもいらっしゃれば、教えに来てくださるそうです。 

「葡萄の木」(TEL025-230-6680)までお電話ください。 
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ひと人ネットワヸク 竹内 征一 

皆さんお元気ですか。 

昨年 12 月から断続的に降り続いた大雪には、久しぶりに驚かされましたが、春の陽気と共に

まるであの時の様子が夢の様な気がします。 

 さて、３月にはいり、暖かさと共にいろいろなイベントが街をにぎわしています。私たち「さ

さえあい生協新潟」の「ひと人ネットワヸク」でも１月に行われた新年会を初めとして一年間の

イベントスケジュヸルを計画しています。とりあえず目前に迫った大きなイベントとして、テレ

ビ、ラジオでお馴染みの中国の伝統楽器「二胡」を演奏して有名な「チェンヷミン」さんをお招

きして、市内の高齢者介護施設を利用されている方々とそのご家族、そして施設のスタッフの皆

さんをご招待したミニコンサヸトを行います。 

 日時は４月 28 日（水）14:30 から、会場はビッグスワンの近くにある中国庭園ヷ新潟市 天

寿園です。参加を希望される方は、事前申込み用紙が本部にありますので、お問合せください。

詳しい説明が入ったチラシも用意してあります。( 同封致しました。) 

 本部に常設されているコミュニティサロン「葡萄の木」では毎月、各種勉強会やいろいろな楽

しいイベントが行われていますのでどうぞお気軽に問い合わせをしていただきたいと思います。

又講習会、勉強会、イベントなどの企画を持ち寄って、皆で楽しいサロンにしたいと思いますの

で、ご協力をお願い致します。 

企画担当：竹内／受付担当：本田､坂上 迄 

 

 

 

 

 

3/13～14 に新潟市「朱鷺メッセ」で開催された「にいがた酒の陣」（第７回）は、 

新潟県酒造組合の主催で県内 91 蔵元、500 種類の清酒が一堂に集められ、入場料の 

2000 円(前売 1500 円)ですべてのお酒を好きなだけ飲むことができます。若い女性の参加

が意外に多いのに、みな驚いた様子。 

今回、日本高齢協連合会が企画し全国の高齢協組合員に呼びかけたところ、山形から 9 名、

東京から 2 名がかけつけ、ささえあい生協の竹内理事の案内で大満喫。夜はささえあい生協

の役員８名を交えて交流会をしました。2 日目はマイクロバスで小規模多機能型居宅介護事

業所「ささえ愛わりの」を訪問し熱心な質問をし、その後は「豪農の館ヷ北方文化博物館」

を見学し昼食会のあと解散しました。来年もまた企画してほしい～、という声が！! 
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昨年度より「葡萄の木」で映画鑑賞会を月に１回開催しています。 

 地域の皆様の日常の生活に一つの彩りを得ていただこうと、性、年齢、職種、居住区を問わ

ず、どなたにでも参加いただいています。従ってどなたにでも理解出来て、楽しいひと時を共

に過ごす事が出来る様に、心をこめて映画を選んでいます。それは宝探しのような趣きがあり

ます。また、いつでもご希望を可能な限り、取り込めるようにしています。 

 映画館での鑑賞との違いは、一緒に、あたかも囲炉裏端の雰囲気の中で見る事により、「あっ」

とか「おう」とか、感嘆の声の合唱となることがよくあります。そのことにより、共通の親し

みが深まり、お友達が増えています。 

 前述で宝探しの気分といいましたが、本当に、過去に見過ごされていたものでも、こんなに

良い映画があったのか、と驚くばかりのものもあります。映画通の本田美千子さんのお陰です。 

 例えば「マルタのやさしい刺繍」は素晴らしい名作でした。聖職者とも云うべき人の当たり

前の常識と、マルタおばさんの持つ奇想天外の無邪気な想像力、言い換えれば創造性がぶつか

りあうので、途中ハラハラドキドキ、でも最後は万々歳の喝采で終わりました。 

 どうぞ臆せず御参加ください。はじめての方も大歓迎です。 

組合員：野村 裕子 

☆最近の上映記録(第 11 回～15 回) 

09/10/29    「山桜」           邦画 

09/11/12  「かもめ食堂」        邦画 

09/12/10  「マルタのやさしい刺繍」   洋画 

10/01/28  「コレリ大尉のマンドリン」  洋画 

10/02/25  「ブラス！」         洋画 

★小児科専門医､文教大学教授で発達障害の支援や丌登校の児童の相談等でも活躍しておられる､成田奈緒子先生の講演を聴く機

会がありました｡「脳が働くためには…食べることは絶対必要です！だけど…食べるためには脳＝こころが元気でなければだめな

んです。それには早寝､早起き､朝ごはん｡目から朝のひかりを入れるとセロトニンがぐっとふえます。アミノ酸も必要です｡子供だ

けではなく､もしかして､大人もおかしい(うつ病が増えています)皆で早寝､早起き､…」こんなお話でした。紙面が足りません｡(本) 

編集後記 

★ 今号発行後数週間で､また 1 才増えてしまいマス…ﾊｧ=3 ワタシ達の代になると､

医療はますます発展しても､平均寿命は今より下がるような気が…｡それでもやっと

人生 U タヸン地点｡皆様方人生の先輩の｢元気｣を見習って､人生折返しマス。(ﾏｻﾐ) 

定期レッスンサヸクル講座   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！  

●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！オヸルデイ…毎月第 3 木曜 13:30～15:30(500 円) 

 


