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第 1 回「第３区（西区・西蒲区）組合員懇談会」まとめ
報告

地区担当理事

栃倉

幸一

◆今年度の総代会の事業計画に沿って開催しました。第３区には８月現在で組合員は西
区；153 名、西蒲区；7 名がおられ、総代を 12 名選出しています。
◆坂井輪公民館で火曜日午後３時半から２時間の設定としました。
今回の開催にあたっては、総代の方からアンケートに協力頂きました。第３区組合員
へは会報の他、葉書でもご案内しました。総代８名（内総代会出席者６名）、組合員
３名、理事２名という内訳で、１３名の参加でした。
次第 Ⅰ．ささえあい生協５周年ＤＶＤ上映（約１５分）
Ⅱ．懇談茶話会
⑴ ささえあい生協をザックバランに語り合おう（これからの課題等）
⑵ 本部、ゆあほーむからの報告等
⑶ その他；5 周年記念誌、会報、etc
―次ページへ続くー

ご案内 上映会と講演会 （同封資料をご覧ください！）
伊映画「人生、ここにあり！」
12/11（日） 会場「シネウインド」（☎243-5530）
13:30～ 上映（111 分）
15:50～ 「やればできる 社会づくりを」岡安喜三郎・協同総研理事長
前売り券（1,300 円）：本部事務局へご連絡ください。
１

特集１

各地区懇談会スタート！

①まずは西区・西蒲区から(9 月 27 日開催)

以下懇談内容を整理して紹介します。
※なお、発言◈は参加者の方、●は理事(高見または栃倉)で区別していますー編集部

１．自己紹介を兼ねての参加者発言から(抜粋)
◈議案については、総代の方でも当日総代会で全体を読んだという方もあり、全組合
員が通読しているとは限らない。又、分量も多く一人で通読することは困難と思わ
れる。
◈07 年から 09 年にかけて開催した「西区地域交流会」が立ち消えになったとの指摘
があった。
◈生協設立準備段階で関わった方からは、５年を迎えてみると「こんなはずじゃなか
った」といった感想があった。

２．討論；
「こんなはずじゃなかった」という指摘から
◈生協加入のメリットは何だったか、名前だけではないか。高齢者として僅かであっ
てもお金が得られる仕事はなかなか見つからない。生きがいや社会参加を大事にし
て、仕事おこしには関わりたいがどうすべきか。
◈高齢協はボランティアとは違う事業を目指していると思うが、例えば介護事業で、
他の民間事業者との違いは何なのか。ささえあい生協がやる意義はどんなところに
あるか。
◈西区地域交流会は、だんだん参加者が減っていって立ち消えになったのが実態では
ないか。当初取り組んだ「まごの手」
（人材サービス、参加者がパンフ持参された）
はなくなったが、ニーズ（買い手）を掴むことができなかったことが要因ではない
か。「便利屋」のニーズはあると思う。
●（高見専務からの発言）ささえあい生協は現在１１事業を運営している。５年間で
それと同数の失敗・中断を経験している。来年度へ向けて新規事業も準備している。
新潟県の「地域支え合い体制づくり事業」に応募して、本部で所在地区・小針南台
の方との協力で事業開始の協議を開始している。
◈リタイア後、民生委員を一期務めた。その活動を基盤にして、自治会有志による「福
祉の会」で、友愛訪問や地域見守りの活動をしている。地域で活動している方の参
加を広げている。助け合いが自然に行われている。
◈「まごの手」利用したことがあるが、今はない。松美が丘 3 丁目自治会の「お助け
隊」の利用を問い合わせしている。終の棲家を考えささえあいの小規模多機能型事
業所見学を予定している。近くにささえあいの事業があればいいのだが。
◈ささえあい下山は、地域の有志が「作りたい」ということで始まり、幾つもの難関
を乗り越えて今年開設した。
◈「地域密着型」という言葉を聞くが、何が違うのか。
●（栃倉）個人の見解ですが。老年期を自分らしく生きていくためには、ささえあい
生協だけではダメだ。自分が使いたいものがなければ、既存の事業所や地域・行政
に対しても「提言」していくことが必要だ。自分で使いたいものをどう組み合わせ
るかも勉強していきたい。「地域密着型」はささえあい生協発足時にあった介護保
険制度の見直しで生まれた「地域密着型サービス」という事業と、ささえあい生協
が「住み慣れた地域で人生を全うしたい」という理念や目的は整理して考えたい。
―さらに次ページへー
２

特集１

各地区の懇談会を開催！

西区・西蒲区の次回(12 月 20 日)ご案内も！

３．まとめの討論
●（高見専務）「ささえあい生協」らしさは、事業・理念・運動にあります。人間に
は「生きる・働く・暮らす」が必要です。他の事業者との「違い」は、「非営利・
協同」と「三つの協同（働く者・利用者・地域）」を理念の柱とし、職員・組合員
自らが主体者として民主的に運営すること。
◈ささえあい職員になる前に居た労協組織の経験で、「地域とのつながり」を大切に
することが協同労働の大きな特徴で、地域の相談に何でも応じた。「地域密着」を
実行するには課題は多い。
◈５年間の歩みは貴重だが、西区・西蒲区で組合員 160 名はあまりに少なすぎる。生
協全体の当面の目標は 3,000 名だ。リタイアした仲間と話すと、周りには余裕ので
きた時間を使っていない人が少なくない。「何かしませんか」等、働きかけの工夫
で加入者増の可能性はあると思う。
◈以前「まごの手」に提供者として関わったが、今でも個人的には提供でつながって
いる人もいる。謝礼の 1 割を生協に拠出している。
◈高齢者の働きを活用していく可能性はあると思う。
◈総代会では、全く質疑・討論の時間がなかった。必要な時間を取って議論し、その
内容を総代以外の組合員に伝えていくことが必要だ。
◈会報が隔月発行になって送料負担もかさんでいると思う。住まいの近隣であれば、
車で届けることはできるので検討してほしい。
●（御礼挨拶―高見専務）率直なご意見を聴くことができてよかったです。「ささえ
あい生協」は、就労組合員よりも圧倒的に多数の組合員がおられる、質問や意見、
相談事があれば、いつでも気軽に本部まで来ていただきお話をお伺いしたい。今後
も、懇談会を継続しましょう。
最後に、次回開催日を次のとおり決定しました。
１２月２０日（火） １５：３０～１７：３０

時

12 月 20 日(火)

午後３時 30 分～５時 30 分

所

坂井輪地区公民館
406 第 3 講座室

以上

← 左記のとおり
≪予定している議題など≫
◆地区で欲しいもの、◆やりたいこと、◆さ
さえあい生協への注文、◆地域懇談会のあり
方、◆総代の役割、◆地域安心ささえ愛事業
(県からの補助事業です)、◆その他、などい
ろいろ用意しております。ぜひご参加を！

編集部より●さすがは西区・西蒲地区という他はない。前号に掲載させて頂いたアンケート集約を始
め、
『かつての西区地域交流会はなぜ、
「立ち消え」たのか？』など、すべての「指摘｣は鋭く、かつ、
的確。それもそのはず、西区はささえあい生協立ち上げ人及び賛同者を多数輩出している地区。その
意味ではささえあい生協をリードする地域でもある。12 月 20 日の第 2 回懇談会をはじめ、たとえば、
「地域支え合い事業」(本号 2P 高見専務提案)など、次報をお待ちしています。(編集部)

３

特集１

各地区懇談会スタート！

②続いては江南区(10 月 6 日開催)報告

江南区懇談会―亀田市民会館にて

（ささえ愛わりの 所長）

◆さる 10 月 6 日(木)江南地区の組合員を対象に、地域懇談会を開催しました。参加は総
代を含む組合員が 3 名、就労組合員が 4 名と、高見専務の 8 名での開催でした。地域内
事業所は、ささえ愛わりの、ささえ愛弁当です。それぞれの自己紹介の中で事業説明を
してもらいました。
5 周年記念 DVD「この街が好きだから」の上映後、
「ささえ愛わりの」管理者・末武潤
一郎さんから介護保険制度の解説をしてもらいました。
◆高見専務の懇談会開催趣旨の挨拶に続き、生協への要望や質問をいただきました。
◈ ｢介護保険料は所得に応じてというが、はたしてそうなのか、丌合理性を感じる。生協
としても検討すべきではないか｣
◈ 「会報を見ていて、事業がどんどん拡大しているが本当に大丈夫なのか心配だ。事業
の内実をつけ、経営をしっかりやってほしい」
などの発言がありました。
● (高見専務から)介護保険の制度問題については他の政策と共に検討する。事業拡大に
ついては、安定経営に向け引き続き努力したい。
◆ 初めての開催で、参加者も少数でしたが、組合員の声が直接聞けたこと､地域の組合員
の存在を実感できたことなど意義があったのではないかと思いました。より地域に密
着した生協になれるよう、開催のありかたを工夫し、継続していく必要を感じました。
（報告）

(資料) ささえあい生協の区割りと組合員数
(2011 年 11 月 22 日現在)
第１区(新潟市 北・東区）
第２区(新潟市 中央区)
第３区(新潟市 西蒲・西区)
第４区(新潟市 江南・秋葉・南区)
第５区(下越・佐渡区)
第６区(上・中越区)
その他５人
計

２１４人
１３４人
１６０人
１２９人
３９人
７９人
７６０人
４

担当理事

武田 貞彦

ここで

ささえあい情報(10～11 月篇)

①「埼玉高齢協」が新潟へ研修派遣！

◇ 昨年―2010 年に結成 10 周年を迎えた「埼玉高齢協」(事業高 1 億 4 千万円)は心機一
転、組織の愛称を「ふくし生協さいたま」と定めたのを始め、活動の内実を刷新すべ
く、その方策の一環として今年、スタッフを福岡、長野、そして新潟に派遣すること
を決定し、新潟にも、その受け入れの要請がありました。
◇ ｢福岡高齢協｣は全国最大 5,200 人の組合員を擁し、｢長野高齢協｣は組合員こそ福岡の
半数 2,550 人ほどだが、高齢協運動の老舗―いずれも、研修先に選ばれて当然―。
◇ はてさて、
「新潟」が研修先に選ばれたわけは？ 察するに、結成５年の短期間で福祉
事業―小規模多機能―を４ヶ所も立ち上げ、さらに、佐渡、新発田、グループホーム
を秋葉に、という「新興勢力」ぶりが買われたのでは？
■そんな前置きはともかく、わがささえあい生協に 1 ヶ月もの研修を受け入れ、支えるだ

けの力と体制があるのか？まず宿舎は？食事は？通勤は？－おーい、大丈夫なの？
はい、こちらの方が、新潟 1 ヶ月研修にこられた
｢埼玉高齢協｣の平原勝夫さん。
手に持っておられるのは「福祉生協さいたま」が
編集発行の「緊急対応ノート」です。
―「私が倒れたり、口が利けない等、人事不省の時には
是非このノートを読んで下さい」＝いわゆる「エンデ
ングノート＝(１部 200 円で販売しています)―

『葡萄の木』の２階「きまま舎」の“住人”になって
2011/11/11

埼玉高齢協

平原

勝夫

(１)今回、色々な経緯があって、運良く（？）小針駅のすぐ前の葡萄の木(※1)の２階「き
まま舎」(※2)の“住人”を 1 ヶ月間つとめましたので、御礼を込めて御報告致します。
(２)研修に伺う前に、『ささえあい生協の本部の近くに宿泊可能な場所（笑）があり、そ
の近所に住んでる職員の方もいる(※3)そうなので、多分、大丈夫（？）でしょう』と聞
いていました。
新幹線を新潟駅で降りて、お寿司屋さんで新潟名物の「のどぐろ」を堪能してから越
後線に乗り換えて小針駅の改札を出ましたところ、前方に「葡萄の木」の看板がすぐに
見えました。事前に、小規模多機能型の「ささえ愛あわやま」のＤＶＤを鑑賞して、ほ
んの少しだけ学習していましたので、『ここが、ＤＶＤで見た、あの場所だ』と分かり
ました。 ―続きは 本誌 P10 へー
編集部からの注 ※１｢小針駅前の葡萄の木｣はささえあい生協の本部所在名。※２｢その 2 階のき
まま舎｣とは、この 4 月から仕事起こし事業部｢きまま舎｣は葡萄の木の１階から２階に引っ越し,
その２階部分の一室がたまたま空き部屋だったということ。※３｢～の職員｣は、おいおいと…

５

特集２

新規 3 事業は今

①佐渡・小規模多機能事業②新発田・同

◈ 来年度 4 月１日開設に向け、事業所スタッフが確定しました。
◈ 面接には１５名が応募。１０名を正規職員に、３名を非正規で採用を決定
※ なお、採用者には、遠く、山口県からの応募者も含まれています。

↓南側からの景観

↓北側から

◈11 月 9 日（水）、建設予定現地(新発田市藤塚浜)
で地鎮祭が行われました。当日はあいにく土砂降
り。ところが地鎮祭が始まると…
次ページへ
６

特集２

新規 3 事業は今

新発田の続きと

③グループホーム秋葉

なぜか雲が途切れ晴れ間が広がり、雨はやみ、なんと信じられないことに天空にく
っきりと虹が現れたのです。‘なんということでしょう‘
さいさきが良いとか、天の味方ってあるのかもしれませんよね！
◈なお、小規模多機能「ささえ愛しばた」
（仮称）建設予定地は、624.77 ㎡(約 189 坪)
で、新発田市から 738 万円で購入しました。他の事業所は、借家、借地ですので、
ささえあい生協として初めて土地を財産として保有することになります。

◈ 厚労省的用語でいうと「認知症対応型共同生活介護」。言葉通りで、認知症の方々の
共同生活で暮らしやすさを追求する介護スタイルです。増加する認知症への対応の
一つ。秋葉区には既設施設が柄目木、滝谷、矢代田、荻川の 4 ヶ所があり、実現す
れば 5 つめのグループホーム。ささえあい生協としては初の事業となります。
◈スタッフの面接や業者の選定・着工、地元への事業説明会へと大車輪の毎日です。
(円)

GH ささえ愛あきは

ささえ愛しばた

ささえ愛あいの山

57,225,000

35,000,000

60,375,000

設計・監理費

2,100,000

1,890,000

1,890,000

備品費

4,675,000

4,730,000

4,735,000

運転資金

6,000,000

9,000,000

11,000,000

建物建設費

7,380,000

土地購入費
総事業費

70,000,000

58,000,000

78,000,000

新潟県補助金

30,000,000

30,000,000

30,000,000

各市補助金

7,500,000

13,125,000

県補助金（備品）

4,500,000

4,500,000

4,500,000

出資金

16,000,000

13,500,000

15,375,000

銀行借入

12,000,000

10,000,000

15,000,000

総資金額

70,000,000

58,000,000

78,000,000

◆ 新規３事業所ともに 2,000 万円以上の出資金・借入金を見込んでいる。
「ささえ愛下山」
「さ
さえ愛あわやま」の前例を見習い、協同組合らしく組合員・住民に協力を呼びかけ、資金・
利用者そして職員を集めたい。
（前者は地元を中心に 1,317 万円の出資金・協力金を集め、ま
た、後者《移転費用 1,200 万円》は出資金 500 万円、銀行借入 700 万円で対応した）
◆ 協同組合の事業運営は、①地元を中心にした出資金集め、②全組合員の協力による組合員・
出資金の拡大、③全組合員による事業経営、の３要素が鍵を握る。この３要素を踏まえ、さ
さえあい生協の総力をあげて３事業の成功をめざします。

特集３

では、ささえあい生協「上半期決算」は？①小規模多機能 4 事業所
７5 周年にして初の上半期決算報告！

ささえ愛あわやま
事 業

高

支出(人件費)
(その他経費)
事業剰余金

ささえ愛きたかみ
事 業

高

支出(人件費)
(その他経費)
事業剰余金

ささえ愛わりの
事 業

高

支出(人件費)
(その他経費)
事業剰余金

ささえ愛下山
事 業

昨年度実績

(その他経費)
事業剰余金

上半期決算

対予算比

63,137 千円

66,301 千円

36,357 千円

55%

47,233 千円

48,187 千円

24,794 千円

51%

20,098 千円

20,009 千円

9,746 千円

49%

-4,194 千円

-1,895 千円

1,817 千円

※1

昨年度実績

今年度予算

上半期決算

対予算比

58,407 千円

64,044 千円

31,728 千円

50%

44,326 千円

44,861 千円

22,066 千円

49%

14,507 千円

16,420 千円

7,918 千円

48%

-426 千円

2,763 千円

1,744 千円

※2

昨年度実績

今年度予算

上半期決算

対予算比

51,643 千円

56,436 千円

27,031 千円

48%

36,539 千円

41,231 千円

20,403 千円

49%

12,995 千円

13,805 千円

6,317 千円

46%

2,109 千円

1,400 千円

311 千円

※3

昨年度実績

高

支出(人件費)

今年度予算

今年度予算

上半期決算

対予算比

0 千円

55,273 千円

22,216 千円

40%

1,083 千円

37,970 千円

17,346 千円

46%

5,483 千円

14,576 千円

6,093 千円

42%

-7,286 千円

2,727 千円

-1,223 千円

※4

この数値の分析は？
■まず、表の昨年度実績(決算)と今年度予算数値は、いずれも、今年６月の総代会議
案書に提示された額である。そして上半期決算額は、理事会で報告されたもの。
■ さて、上半期は年度の半分だから、年間予算の半分＝50％以上であれば予算どお
りの執行と評価できる。
■ その上で、事業剰余金(※印)がどうかを含めて各事業所について会報編集長から
の激励的寸評。
※1
※2
※3
※4

あわやま＝昨年度 400 万円超の赤字から上半期 1,817 千円の黒字へ前進。
きたかみ＝上半期で 1,744 千円を達成。「新・きたかみ」建設へ繋げたい。
わりの ＝まだ利用者数は少ないが、黒字経営を維持。
下山 ＝開設準備 7,286 千円のマイナスを 1,223 千円にまで短縮、すごい！

特集３

ささえあい生協「上半期決算」は？②ゆあほーむ③きまま舎④若者支援

ささえ愛ゆあほーむ
事 業

9,690 千円

８
今年度予算
６
9,554 千円

6,819 千円

昨年度実績

高

支出(人件費)
(その他経費)
事業剰余金

上半期決算

対予算比

4,443 千円

47%

6,180 千円

3,267 千円

53%

3,237 千円

3,189 千円

1,401 千円

38%

-366 千円

185 千円

-225 千円

※

■※事業剰余金は-225 千円。他方、経常剰余金では-35 千円。年度末決算は黒字見込み。

事 業

名

受託講座事業

鳥の歌

ささえ愛弁当

３事業計

上半期事業高

9,564 千円

6,904 千円

6,585 千円

23,149 千円

支出(人件費)

4,654 千円

4,597 千円

4,641 千円

13,802 千円

7,156 千円

1,945 千円

3,087 千円

12,188 千円

-2,060 千円

362 千円

-1,143 千円

-2,841 千円

(その他経費)
事業剰余金

■上半期決算は苦戦。後半は「ささえ愛しばた」（仮称）への応援を含め頑張って！

(単位は前表と同じく千円)
事業名

三条地域

三条市費 A

三条市費 B

長岡市費

受入開拓

新潟ひきセン

総

計

上半期

7,373

2,514

3,025

9,067

2,886

1,110

25,975

支出(人件費)

4,692

1,685

2,527

5,056

1,515

632

16,107

(その他経費)

1,666

611

207

3,275

884

288

6,931

事業剰余金

1,015

218

291

736

487

190

2,937

(注「三条地域」は三条地域若者サポートステーションの略、以下「三条市費 A」は三条市費若者サポー
トステーション、「三条市費 B」は三条市費ワークサポート事業、「長岡市費」は長岡市費ニート等若者
就労支援事業(長岡サポセン)、「受入開拓」は若者の職場実習等受入企業開拓事業、「新潟ひきセン」は
今年８月 1 日発足の新潟市ひきこもり相談支援センターの略)

■三条から昨年は長岡へ、今年は新潟へ。未来を担う若者への支援を惜しみません。

１

会計報告「上半期」の実現は大きな前進
上半期の決算報告は大変喜ばしいこと。
今年度末２月期には年度の決算見込み、および、来年度予算案提出が期待される。
２ 会計様式の統一性
また、総代会議案書と上半期決算書では書式・報告スタイルが異なっているが、今後は更に統一
性が高まるであろう。
３ 各事業所の経営能力強化
福祉に強いが経営には弱い、としたら問題だ。また、経営＝企業＝利益第一主義というのも間違
っている。良き(福祉)労働者は、良き経営者でもある。
（編集長より）

９
６

ここで

ささえあい情報(10～11 月篇)

①平原勝夫さんの手記―その２

平原さん手記 ―P5 からの続きですー
(３)葡萄の木の１Ｆにある本部を訪れ、２Ｆに案内されましたが、「きまま舎」の表記を
見て、入ると当然（？）デスクワーク中のスタッフがいるのを私の両目と脳が認識しま
した。（映画のターミネーター風）
すると、直ぐに『これが、ここの鍵です。』とスタッフからキーを渡されました。
そのスタッフから『近所に私が住んでいます。
『それで、私の
９』と説明されたのですが、
泊まるところは何処？』と思ったと同時に隣の部屋にソファー・ベッドが私の視界に入
６
りました。（再び、ターミネーター風：笑）
『もしかして、ここが…』と思いましたが、その予想通りであったのは、言うまでもあ
りません。
(４)その日、小規模多機能型の各「ささえ愛◈◈◈」を見学し、新潟・埼玉の双方の理事
長同席の酒宴を終えて、再び「そこ」へ戻り、私の“生活”が始まりました。
(５)ステップアップの日々
Step１（自炊度１）：歩いて数分の処にあるコンビニでパン／ごはん（パック）／飲み物
等を購入。
Step２（自炊度２）：週末の早朝に、前述の近所に住んでるスタッフ｢Ｉ氏｣と一緒にコイ
ンランドリーへ行き洗濯＆乾燥を終え、デスクワークの残像が見える部屋等に干
した後に、徒歩にて小規模ではない、大型スーパーの店舗で、フライパンや種々
の食材（卵や一部の野菜を除き、レトルトがメイン）等を購入し、超最低限の“自
炊”が可能に。
Step３（自炊度３）：来所した頃の季節は秋のつもりでしたが、徐々に朝晩も冷える様に
なり、服装も長袖が恋しくなって、コインランドリーへ通うまでの日数も考慮し
て、下着・靴下等の追加を考えて再び、某大型スーパーへ。
しかし、紳士服の売り場を探しましたが、殆どの面積を婦人服や子供服が占め
ており、紳士物のスペースは、ほんの少しだけで、置いてある品物も（出張で来
ている私には）少々高いものばかりでした。
そこで、Ｉ氏に教わった別の大型スーパー：ＡＰ◆◆◆で長袖物をゲットし、次
のステージへ。（シミュレーションゲーム風：笑）
Step４（自炊度４）：見学・研修実施場所が小規模多機能型の「ささえ愛◈◈◈」に通っ
ている日の昼食は、利用者さんと同じものを頂きましたので栄養のバランスが改
善されました。まさに、私にとって“ささえ”となりました。
Step５（自炊度５）：ＩＨで使えるフライパン、鍋とマヨネーズ／ケチャップ／醤油／塩
等のアイテムが揃い、野菜丌足にキャベツ／人参／白菜／豆腐等が立ち向かい、
寒い朝・夜をしのぎ（勿論、寒い時はエアコン使用させて頂きました）、休みの
日はラウンドワン等で地元地域の中へ溶け込んで、ようやく、地域密着型の中程
度の“生活”へ進化しました。
(６)なんとか、自分自身のケアマネジメントと、「きまま舎」のスタッフのお陰で自宅に
いる感覚で生活できました。みなさん良い人で助かりました。特に立場が似ている？Ｉ
氏にはお世話になりました。自炊度３以上になってからは、小規模多機能型の“生活”
にもなりました。（大笑い）
今回は、大変御世話になりました。有難う御座いました。
埼玉高齢協 平原 勝夫
(以上)
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ここで

ささえあい情報(10～11 月篇)

②平原勝夫さん送別会・他

本部「葡萄の木」の 2 階・き
まま舎事務室を訪れたこと
のある人はささえあい生協
組合員で何人おられるので
しょうか？その事務室の隣
室で一ヶ月！それは、さ生協
も未経験の領域へ！だった。

□ 平原さん、本当にご苦労様でした。11 月 9 日には、送別会と平原さん(↑写真左)
お持ちの｢研修修了証書｣を、僭越ながら理事長名で、きまま舎主幹・武田貞彦理事
(写真右)からお渡しいたしました。
□ 平原さん、ステップ１からステップ５への進化は 3・11 の影響も大きいですよね。
我慢できる範囲！？ また、きまま舎スタッフも本当に良い人ばかり。平原さんを
現実生活で支えた「手記」に出てくる「I 氏」も、好きだなあ、私も。(編集部)
◆ 編集部注 ほかにも、岩手高齢協からの 3 名研修（11 月 28～29 日）
、埼玉からの見学 1 名（同）
宮城高齢協から職員 3 名研修（12 月 15 日～17 日）の受け入れなど、他県からの研修や見学が
相次いでいる。新潟から他県への研修は？只今、検討中とか。

◆１１月４日、「消費生活ネットワーク新潟」が結成されました。
その趣旨は「消費者が主役となる社会の実現に向けて、消費者
の目線で社会構造のあり方について考える」というものです。
◆新潟県生活協同組合連合会(ささえあい生協も加入)、新潟県消
費者協会・新潟県労働者福祉協議会・新潟県食品衛生協会・新
潟県弁護士会・新潟県司法書士会の６参加団体で発足しました。
壇上の消費生活ネットワ (食品衛生協会のような事業者団体の参加は全国的にみて、珍し
ークの 6 参加団体の代表
いようです)
◆ささえあい生協としても、高齢者・障害者のニーズに寄り添うことを理念としています。
このネットワークに、消費者としての立場で関わっていきたいと思います。
担当理事 栃倉幸一

●11 月 27 日、54 名が参加して行われました。

●新規 3 事業の責任者＆ケアマ
ネジャー(予定者)が一堂に介し
ての研修会が開催されました。

●新規事業「グループホーム秋葉」
および「よろずケアタウン構想」
の地元説明会が開催されました。
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本部活動日誌＆本部からのお知らせー
★前号 23 号発行(9/16)以降
・09/16 会報 23 発行・発送
・09/18 労協連若手リーダー研修会（川上）
・09/26 佐渡入札（不調）/運営会議⑥ ・09/27 西区・西蒲区組合員懇談会（13 人）
・09/28 高連協：会計担当者会議②「会計実務のテキスト」づくり（川上）/にいがた協同ネット
・09/29 秋葉委員会/県生協連理事会（栃倉） ・09/30 監事監査
・10/02 よい仕事ブロック予選（蛯原）/佐渡職員採用面接
・10/06 秋葉委員会/本部事務局会議/江南区組合員懇談会（８人）
・10/08 高連協②福祉部会（神保）
・10/11 さいたま高齢協・平原職員研修開始（～11/10）＆理事懇親会
・10/12 10 月事業所責任者会議/運営会議⑦ ・10/13 秋葉委員会
・10/14 高連協②常任理事会（高見）
・10/15～16 よい仕事研究交流会（塩井）
・10/18 和歌山高齢協に支援金送金（49 人、64,300 円）
・10/20 秋葉委員会/にいがた協同ネット（高見・武田・平原）
・10/25 ひと人ネットワーク
・10/27 第２回関東甲信越ブロック会議（大宮）（高見・八幡・末武）
・10/30 ①理事会
・11/01 新発田（小規模）入札
・11/02 高連協会計テキスト作成委員会③（川上）
・11/07 にいがた協同ネット世話人会
・11/08 本部事務局会議/運営会議⑧
・11/09 GH あきは入札/新発田（小規模）地鎮祭/さいたま平原氏送別会
・11/10 高連協④大阪常任理事会（高見）
・11/11 高連協③大阪理事会(高見)/佐渡（小規模）入札
・11/15 GH あきは・地鎮祭 /県生協連理事会（栃倉）/ひと人ネット
・11/16 11 月事業所責任者会議
・11/17 秋葉委員会
・11/21 佐渡（小規模）地鎮祭（市長も参加）
・11/24 労協連理事会（高見）
・11/25 中央労福協・研究委員会報告集会（高見）/コープにいがた 25 周年レセプション（高見）
・11/26 新規３事業所管理者 CM 研修会（13 人） ・11/27 ささえあい祭り(54 人)
・11/28 運営会議⑨/岩手高齢協職員３名研修受け入れ、埼玉１名見学来訪（～29）
・11/30 秋葉 GH ほか組合員説明会/高連協：会計担当者会議③（川上）
・12/04 ②理事会
・12/05 地域安心ささえ愛事業・第 1 回茶話会
・12/07 若者の育て上げセミナー（長岡市主催、企画・運営：長岡サポセン）
＜今後の主な予定＞
・12/08 新発田・小規模・組合員説明会 ・12/11 映画「人生、ここにあり！」上映と講演集会
・12/13 高連協：会計担当者会議④（川上） ・12/14 12 月事業所責任者会議/運営会議⑩
・12/15～17 宮城高齢協職員 3 名研修受け入れ
・12/20 西区・西蒲区組合員懇談会②
・12/27 高連協⑤常任理事会
会報 次号 NO25 号は
・01/14 ひと人ネットワーク「新年会」
2012 年 1 月発行予定
・02/25 創立記念・役職員研修＆交流会（新潟ﾕﾆｿﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ）

ご協力ありがとうございました
和歌山高齢協から御礼の便りを頂きました
１２

同封致しました。ご確認ください。

