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復興支援 この 1年 
岩手県高齢者生活協同組合 理事長 藤原 英一さん 

 

東日本大震災から１年が経ちました。 

雪の降る厳寒の震災の日以来、全国の仲間から寄せられた支援物資や

義捐金は、私たちに大きな勇気と希望を与えてくれました。特に、新

潟ささえあい生協様からは、ライフラインが寸断された中で、全国に

先駆けて食料や燃料などの生活必需品を輸送していただき、言葉にな

らないほど感激したことが昨日のように思い出されます。 

 その後、連合会本部や山形、宮城高齢協と共に、復興支援会議を開催し、被災地の視

察を行うなど現地のニーズの把握に努めましたが、あまりの被害の大きさに、この地で

何ができるのか、思案に暮れるばかりでした。 

 こうした中、できることから始めようということで、まず、被災地 宮古市のこれま

での人脈を生かした就労支援活動に取り組むことにしました。私たち岩手高齢協の講座

事業の実績にもとづき、「訪問介護職員養成研修・就労支援特別講座」の県の認可をい

ただき、24名(全員被災者)の受講が実現しました。 

2012年 2月 6日、無事、修了式を迎えることができました。修了式では、就職先が決

まったとか、受講生同士の絆ができたとかのスピーチがあり、中には涙ぐんでしまう方

もおられました。この講座のために、盛岡～宮古間片道 100㎞の雪道を何度も往復した

甲斐があったと思いました。今年 3 月 10 日(震災 1 周年)には、修了生による報告会兼

食事会も開催しました。 

岩手は被災県ですが、当事業所は盛岡にあり、内陸部のため被害は少なく、支援する

側の立場で行動しています。このことが逆に、支援にギャップを感じる要因なのかもし

れません。 

これからが、息の長い復興、再生支援の入り口に立ったものと思っています。高見専

務様を始め、新潟の皆さまのご指導ご支援を今後とも宜しくお願いいたします。 

☆ 東日本大震災から１年が過ぎ、あらためて、被害の深刻さに思いを致さざるを得ま

せん。被災県の高齢協(※)から、1周年のメッセージをいただきました。   

※高齢協＝高齢者生活協同組合の略。全国 22都道府県で結成され全国的な連合会を作って 

います。ささえあい生協新潟も、その一員として 6年前に誕生しました(創立 6周年)。 
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深い疲弊の中から 明日を希望して 
 

宮城県高齢者生活協同組合 副理事長 丹野 幸子さん 
 

東日本大震災では、痛みを分かち合い応援して下さった沢山の皆様に深く感謝申し

上げます。中越地震の教訓からと、モンゴルのゲルのような大テント風呂が避難所と

なった学校の校庭に設置され、冷え切った人たちを温め何千人もの人たちに生きる力

を与えました。市役所はじめ市内いたるところに全国の都市名のゼッケンをつけた人

たちの働く姿が見られました。 

ありがたくて泣きながら眺めました。 

  

私は、あの日、福祉施設に勤務中でした。施設の中では高齢協のヘルパー講座の最

中でした。地震を感じてディサービスセンターに駆けつけると、看護師が「落ち着い

て深呼吸しましょう。」と声をかけていました。余震が続く雪の中、講座生にも助けて

いただきながら、訓練通り利用者さんを外に誘導しました。 

 

津波警報が出ていましたがどの程度か想像もつかず、川沿いや独居の方のみを残し、

家族がいる利用者さんだけをリフト車２台と軽自動車 1台で送ることにしました。残

った人たちの避難先は、所長指示で階段のないコミュニティセンターに決めました。

出発したリフト車から「津波で道路が渋滞している」と無線が入り、すぐ戻るよう職

員間でやり取りし引き返してきました。無線のない軽自動車と連絡がつかず呼び戻せ

ませんでしたが、職員と 2人の利用者さんは運よくボートに救出していただきました。

3人の無事な姿に再会したのは夜中の 11時過ぎでした。 

 

私は避難所に入ってすぐ「私たちは福祉の職員です。自分たちのご利用者だけでな

く避難所で介護の必要な人たちも視野にいれて行動しましょう。」と言いました。その

日から 16人の利用者さんと 1週間避難所生活をしました。 

 

震災のときは本部との連絡は遮断され何事も現地で判断しなければなりません。そ

の時々の判断や行動を決めるものは「理念」であるように思いました。一年経て夢中

から覚醒し、悲しみは深く現実の厳しさが見えてきています。でも孤独ではない。 

 

特に新潟のささえあい生協は全国高齢協からの支援の受け皿となって疲弊した私た

ちに物資を届け、ボランティアの中心となって助けてくださいました。そんな仲間の

方々の存在が私たちの希望です。 

 

皆さんとのつながり、強い絆が、自分たちの明日を開く力になると信じられます。

ありがとうございました。                     (以上) 

ありがとうございました。被災地の皆さまに「1周年」の感想を求めることは、かなり心苦しい点もあ

ったのですが、お寄せいただきありがとうございます。 

東日本大震災 1周年 宮城から 
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被災地 ふくしま で 障がい者支援へ 
 

山際 紀秀 さん 
1967年生まれ 新発田市出身(｢さ生協新潟」組合員) 

 

2011年 3月 11日の大震災―すぐにも駆けつけたかったのですが、当時、統一地方選の

真っ只中でした。新潟市議候補の側近として応援をしていたものですから、どうしても新

潟を離れることはできませんでした。お陰様での当選と事後処理を終え、4 月の確か 16

日、満を持して、一路、被災地の宮城県仙台市へー。 

なぜ、仙台かといえば、地理的にも被災 3県の中心だし、復興の中心は仙台になるので

はないか、という予測からでした。 

ところが、ようやく仙台市に辿り着いたものの、現場は混乱、しかも、当てにしていた

支援グループとの行き違いもあって、何もできませんでした。それじゃあ、というわけで、

被災地の現状をこの目で確認しようと、岩手方面へ北上を決行。しかし、道路の破損など

で迂回に次ぐ迂回。確か気仙沼あたりかと思った山中で迷子に。まわりは真っ暗。ここは

引き返すのがベターと判断し、出直しだー新潟へ戻ろうーようやく新潟へ無事帰還？した

ものの、連続何十時間運転のムリがたたってでしょうか、ぎっくり腰状態になり、トイレ

に行くにも這って、という悲惨な結果が待っていました。 

じっと我慢で体調を整え、7月から被災地支援に向かい

ました。石巻市でがれきの処理が中心でした。震災からち

ょうど半年後の 9 月 11 日です。宮城ばっかりで福島に行

ってないなあ、と思い、宮城の帰りに、福島に立ち寄りま

した。 

そしたら、被災した障がい者の支援活動を行っているが

人手が足りない (行政の皆さんいわく)―郡山市で「被災

地障害者支援センター」を立ち上げているのでぜひ、行っ

てみてください、とのこと。だったら行ってみようかなと

顔を出したところ、支援センターの皆さんか 

ら「大歓迎」されたました。いえ、それは多分に私の思い込みでしょう。 

がれきの処理よりも人との関係性を望んでいたのだと思います。 

ここから、私の、被災地―郡山支援が始まりました。 

支援センターの活動は①被災障がい者への個別支援②被災事業所支援③県外避難者支

援④県外避難の支援です。私は、①担当で、仮設住宅に入居された障がい者の方のニーズ

をお聞きし必要な援助をする任務でしたが、個人情報保護の壁が厚く、思うようにはでき

ませんでした。昨年 12 月からは新しくできた「障がい者交流サロン」運営のスタッフに

なっています。 

宿泊は支援センター借り上げの民間アパートです。6 畳二間です。昨年はそこに 5，6

人の支援ボランテｲアが寝泊まりしていましたが、今は私一人になりました。私自身の生

活は、月の前半は新潟で収入を得て、後半はふくしまで活動するというパターンです。 

放射能ですか。「支援センター」も県外避難を呼びかけているくらいですから、恐くな

いといえばうそになります。でも、新潟の となりの県 ふくしまでがんばっている人が

いるのですから、とりあえず一緒に。 

逃げるときは、みんなで、逃げよう！ふくしまの仲間は置き去りにはしない、という心

境でしょうか。                             (以上) 

支援金送り先：東邦銀行郡山支店 普通預金 2281907 

被災地障がい者支援センター福島 代表 白石 清春 

支援センターのスタッフと 
右端が山際さん(本年 3月 28日) 

東日本大震災 1周年   福島支援活動から 
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新たな４事業 その１ ささえ愛 ゆう（新発田市）4月 1日オープン 

お洒落な外観ですね             開所式前の談笑 

〒957-0231 新発田市藤塚浜 4073-3 TEL:0254-41-0070 FAX:0254-41-0071 

長い 長い道のりでしたが、ようやく一歩を踏み出すことができました。ここに至る迄、武田理

事をはじめ、諸理事、きまま舎の方達には言葉では言い尽くせない程お世話になり、心から感謝

します。ゆう は優しいの“ゆう”、悠の“ゆう”、雄大の“ゆう”の意味をこめました。この名に恥じ

ないように心を一つにしてがんばります。             管理者 藤又 靖子 
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新たな 4事業 その２ ささえ愛なかよし家（秋葉区）4月 1日オープン 

※その３ 「ささえ愛あいの山」は、新年度 5月以降の開所予定です。(次号紹介) 

◇このたび、秋葉区に開設したグループホーム・ささえ愛

「なかよし家
け

」です。この名前は、地元の中沢町、吉岡町、田

家の三つの町名から一文字ずつ頂いて付けました。「みんな

で仲良くささえ愛ながら暮らしたい」という思いをこめまし

た。 

◇場所は、新津市田家１の交差点の郵便局の近くです。ぜひ

遊びに来てください。地域の交流スペースもご用意してあり

ます。 

 管理者 大屋 智子 

 

全景 かなり大きい。       こちら正面玄関      玄関を入ったところ 
 

〒956-0831 新潟市秋葉区中沢町 8-28 TEL＆FAX：0250-24-5151 

↑ 対面式の厨房と食堂。 
畳の部屋も併設してあります 
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新たな 4事業所 その４ 「よろずケアタウン構想」が現実に！ 

☆本誌 17号(2010年 9月号)「夢こそ未来を切り開く『総合福祉タウン構想―今村達弥

さんに聞く』」以降、「生協が 5 年で到達した事業規模を超える大事業」（2011 年総代会

議案書 P35）、22 号(2011 年 7 月号)「次号で詳しく」(実は詳しく報告できなかった)を

経て、今年 2012 年 2 月、構想発表から 1 年 5 ヶ月、ようやく、その全容が固まり、建

物着工、地鎮祭にまでこぎつけ、ここに組合員・読者に報告できる運びとなりました。 

構想発表から具体化まで 1年 5ヶ月を要した理由とは 
① 2010年 9月時点の予定地（822坪）の地権者との折り合いが、どうしてもつかず、

別の土地を探さざるを得なくなった 

② 理想とする「よろずケアタウン」＝「総合福祉タウン」＝「医療を中核とする総合

福祉事業および施設」＝の実現に必要と想定した 5億 5千万円の借り入れが不可能

となった(実績ゼロからのスタートであるからやむを得ない面もある) 

③ 借り入れ可能限度額(3億 8000万円程)における用地買収および施設建設計画、当初

立ち上げ費用、事業内容の厳選、それら全てにわたる主に財政計画の当初見込みの

修正と確定などに、多くの時間を要した。 
主に以上 3点に因るものです。なお本事業はささえあい生協とは別法人の医療法人が行います。 

ここで重要な組織体制の報告です 
★ よろずケアタウン事業をより円滑に行うため、今村達弥医師を中心に「医療法人『さ

さえ愛よろず』」を立ち上げました。よって、よろずケアタウン事業は、主として、

同医療法人が担います。また、同事業の中の給食事業は、「一般財団法人『ささえあ

いコープ新潟』」(本誌 8 ﾍﾟｰｼﾞ参照)が担います。 

★ ここに、「ささえあい生協」は、その単層的構造から脱皮し、医療法人、一般財団法

人を加え、3 法人（生協・医療・一般財団）から成る「ささえあいグループ」へと進

化発展を遂げました。併せて、報告いたします。 

２月上旬に銀行融資が決定し、１４日に建

設費の一部支払いを終え、無事着工と相成

りました。同月２３日に地鎮祭を行い、８月中

旬完成に向け急ピッチで建設が進行中。現

在は基礎工事の終盤で、新緑の秋葉山をバ

ックにその雄姿を現すのも真近です。    

(ｹｱﾀｳﾝ準備室長 高橋孝一) 
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 第３回・第３区（西区・西蒲区）組合員懇談会まとめ（2012/03/14 開催） 
 

担当理事；栃倉 幸一 

☆ 2011 年度の最後の懇談会は、坂井輪地区公民館で午後３時半から開催、参加者は、初参加２名を含

む組合員４名・総代３名・理事２名（高見専務・栃倉）の９名でした。 
 
☆ 初参加のお二人を含めた自己紹介の後、高見専務からささえあい生協の現況について紹介があり

ました。創立６周年を経過して、今年度は事業高 3.5 億円の見込み、職員約 150 名となっていること。こ

れまでは事業拡大維持に比重をかけざるを得なかったが、職員以外の組合員のニーズに応えていくこ

とが課題であること。日本高齢者生活協同組合連合会傘下の22組合の中に孤立高齢者を支える取り組

みがあり、新潟でも“地域支え合い体制づくり補助事業”を始めていること。最後に、６月新年度総代会

へ向けて、新年度事業に反映させていくため、懇談会への期待が寄せられました。 
 

★ 懇談会では、活発な意見が飛び交いました。課題別に整理して報告します。 
 
＜会報の活用＞ 

「お知らせが多い」「組合員の寄稿を呼びかけているが、実現していないー原稿依頼のタイミング等も

含めて工夫の余地はある」「会報を手渡ししながら懇談会へのお誘いを」との提案や、新たに「会報を私

も配りたい」という表明もありました。 

＜３年目の ささえあい農園＞ 

 五十嵐２の町で３年前に始めた農園を運営している方から運営の苦労や市民農園との違い等の意見

交換がありました。３０区画を１５人ほどで運営していますが、3年目を迎え、改めてささえあい生協らしい

特徴を創る検討をしていると報告されました。2012年度、41区画とします。若干名の希望受付中。 

＜隠れた組合員の活動の発掘＞ 

 福祉住環境コーディネーター資格の保有者等、組合員の能力等の活用・発揮の工夫ができないかとい

う意見がありました。前回まででも、「夢がある」｢話を聞いて」｢私はこれができます」｢私はこれを提供

できます」｢こんなことには出資したい」などの、組合員の希望を形にするための意見が交わされてい

ます。 

 組合員が続けている趣味等の紹介で組合員・非組合員のつながりができるのではないかという意見

もありました。参加者のお一人から、組合の皆さんへ提案を準備しているとの紹介がありました。一方、

葡萄の木で月一回継続している“歌声喫茶”は、組合員以外の参加者が多いという報告もありました。 

＜懇談会には、友人・知人を連れて参加しよう＞ 

 懇談会を充実させるために、まずは知り合いの組合員（非組合員でも）を誘って参加することにしまし

ょう、という提案がありました。義務ではないが、心がけるかどうかで違いは出てくると、みんなで確認

しました。 

 関連して紅一点の参加者から、お知り合いに生協加入をお誘いするが、年会費とは違う一口 5,000円

の出資金が、特に女性にはハードルになっていることをお話しされました。みんなでうなずき、課題を共

にしました。（分割納入も可です。本部にお問い合わせを） 

＜懇談会の開催方法・場所について＞ 

 懇談会の開催場所として、「葡萄の木」や「ゆあほーむ」も考えていいのではないか、又、課題による

分科会的な開催や３区内地区別開催等の意見も。新年度に引継ぐ課題です。 

※最後に、新年度第１回開催を 6月総代会以降の７月１０日（火）１５：３０～１７:３０ 坂井輪公民館  

に決定しました。                              以上 
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ささえあい情報① 

2 月 18 日(土)、新潟ユ

ニゾンプラザで開催され

た。第 1部は黒岩理事長の

講演「良寛さんー貞心尼の

愛のターミナルケア」、第

2 部は各事業所の実践報

告。悪天候の中、役職員

88名が参加した。(写真) 

参加者アンケートも集

約されている。 

 

ささえあい生協の新しい取り組みというか､より広がりを持たせた取り組みというべきで

しょうか。姉妹団体の一般財団法人ささえあいコープ新潟が県の補助金を受け､一緒に取り組

んでいます。 

まずは、何よりも研修を深めよう、ということで、県や社会福祉協議会主催の講座には出

来る限り参加するようにしています。 

今までに、社会福祉協議会主催では、 

｢地域の茶の間立ち上げ講座」、｢ボランティア 

きっかけづくり講座｣、｢認知症サポーター養成講座」、 

県主催では、「実施団体情報交換会」（講演：河田珪子氏）、 

「推進セミナー」(講演：木原孝久氏)などに、各数名参加 

しています。 

 

また、地域の茶の間の先輩、西区「松海が丘第三自治会の服部会長さん他三名の方をお招

きしての勉強会」で、数字を交えての体験談を話していただきました。 

3月 29日には第 5回の茶話会を行いました。毎日地域を回っておられるメンバーの湊昌子

さん始め、高橋喜美子さんが沢山のお友達に声をかけてくださり、1６名で和服の生地(島倉

順子さん提供)で、小物のねこやお手玉を作りました。小学生を連れてこられたかたもいて、

賑やかに過ごしました。 

近くの方と男性の方がもっとたくさん来ていただくことがこれからの課題です。 
（本部事務局 本田 美千子） 

ささえあい農園 ３周年のまとめ(抄) 

東日本大震災から 1 年がたつ。しかし、まだ多くの避難している人たちが新潟に来ている。そこで、来

年度事業（次年度は結果を見てから）として、被災者支援「じゃがいも栽培事業」を行う。(詳報次号) 
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ささえあい情報② 

ささえあい生協創立 6 周年を記念し､チェン･ミン新潟ファンクラブさんのご協力で､

二胡奏者チェン･ミンさんのチャリティーコンサートを開催致します｡ 

2012 年 4月 30日(祝/月) 13:30開場 14:00開演 

新潟市天寿園ホール(中央区清五郎 633-8) 
※バス～新潟駅南口発 新潟市民病院、曽野木ﾆｭｰﾀｳﾝ行 

参加費 \1,500 要予約 当日券はございません。 
※一部を東日本大震災被災者へ寄付させて頂きます｡ 

チケットのお申込み、お問合せは各事業所・本部まで。 

◆ 2012年 3月 24日（土）、下山コミュニティハウ

スで第 1 回目の下山地区懇談会が開かれまし

た。地域の皆さんから 15名、ささえあい生協ス

タッフ 11名、合計 26名の参加でした。 

◆ ささえ愛下山の 1 年間の活動や利用者さんの様

子や財政状況などが報告され、質疑が行われま

した。 

◆参加者からは、レクリエーションなど大変な数を

こなしているようだが、スタッフは任務過重にな 

らないか、1年目から黒字決算とのことだが、将来的には、どうなるかわからないか

ら、慎重に構えた方がよいのでは、などの意見がでました。前者については、スタ

ッフも楽しんでいること、後者については、赤字の時は、また対策を相談するとい

うことで確認しました。本年度から、地域の方の協力金の返済を開始します。（以上） 

笑顔の写真、川柳 
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ささえあい情報③ 

2012年 2月末現在 

 組合員数 794人 

 
（2011年 3月） 

 組合員数 724名 

 

同 

 出資口数 8,531口 

 出資金額 42,655,000円 
（2011年 3月） 

 出資口数 6,127口 

 出資金額 30,635,000円 

組合債の目標金額 1,000万円 2012年 3月末現在高 650万円 

●理事会予定(いずれも 総代会議案審議) 

・第 4回：4/14(土) 13:30～ 新津地域交流センター203研修室 

・第 5回：6/9(土) 13:30～  本部事務局「葡萄の木」(予定) 

●２０１２年度通常総代会 

2012年６月 24日(日)10：30～16：00 新潟市・ガレッソホール 

(新潟駅万代口「ホテル東横イン」の建物) 

◆ 大江健三郎さんや澤地久枝さんたちが呼びかけていた「脱・原発」署名へのご協力、

ありがとうございました。途中で首相や議長が交代して、提出先を訂正などの「混乱」

(どっちが？)もありましたが、ささえあい生協として約 200筆を集約できました。 

ありがとうございました。 

◆ 福島第一原発は 4号機の核燃料貯蔵プールが崩壊の危機にあり、これが壊れると 460

トンの核燃料が吹き飛び、膨大な放射性物質が飛び散るとか…。 

 

 
① 体に良い食べ物､調理法 

② 私の健康法 

③ 感動した本､映画など 

④ 思い出の歌とそのエピソード 

⑤ 短歌､俳句､川柳など 
皆様からのご投稿、お待ちしております！本部事務局 編集部まで 

 

 

岩船郡朝日村五十嵐英子様 他 

転居等でご連絡の取れない 

組合員さんを探しております。 
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 公告(役員選挙のお知らせ) 

 

2012年４月５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

出を求めます。 

なお、役員の任期は２年（2012～2013年度）です。 

 

記 

 

（1）役員選任を行う総代会の日時及び場所 

２０１２年度通常総代会 

日 時：2012年６月 24日（日）10：30～16：00 

場 所：新潟市・ガレッソホール（新潟駅万代口「ホテル東横イン」の建物） 

（新潟市中央区花園 1-2-2「コープシティ花園４F」、☎025-246-8174） 

 

（2）細則で定めた区域別の理事定数 

第１区 新潟市北・東区          １～２人 

第２区  同 中央区           １～２人 

第３区  同 西蒲・西区         １～２人 

第４区  同 江南・秋葉・南区      １～２人 

第５区 下越・佐渡市・中越・上越区      １～２人 

 

（3）申出の受付方法および申出の期限 

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は、その旨を明記した

文書を、2012 年５月７日（月）17 時までに本部事務所に提出することにより申出するこ

と。 

 

なお、申出をすることができる組合員は、2012年３月末日から継続して組合員であるものに限

られます。 

以上 

 

２０１２年４月５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 
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総代会に向けてのアピール 
 

2012年度 通常総代会（6月 24日開催） に向けて 

～活発な議論を期待します 

今年も、ささえあい生協にとって大事な総代会が近づいてきました。昨年、一昨年と、2 年続けて

総代会の審議時間が少ないというお叱りを受けましたので、2012 年度総代会は十分な審議時間を

用意することにしました。（後記） 

また、理事会では、総代（および組合員）の皆さんに対して、総代会議案を事前に検討いただける

よう、以下のような計画を立てています。 

・4/14第 4回理事会で、総代会議案を審議します。 

・5月中に決算・監査を終了して 6/9の第 5回理事会で議案を確定し、総代に議案書送付。 

・6/15(金)～17(日) 選出区の総代に対して組合員が意見を述べる場を設ける。（参加希望組合

員は日時・場所を本部事務局にお問合せを、また議案書希望者はその旨お申出下さい。） 

・6/24(日)10:30～16:00 総代会＆講演会（新潟市・ガレッソホール） 

 

総代会の役割と総代の職務～総代会の主役は総代で、役職員は脇役です！ 
 

総代会は、ささえあい生協の最高意思決定機関であり、事業計画・予算や事業報告・決算など重要な議決をしま

す。そして総代は、「組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければ」なりません。

（定款 47条） 

 

総代会の招集者は通常理事長ですが、総代会の運営は、その場で選任された議長が議場にいる総代の意見に

基づいてすべてを取り仕切ります。ですから、もし審議時間が足りないなら総代の皆さんがどうするか（延長する

とか続開するとか）決めればよいのです。また、執行部（理事会）に対して様々な指示・要求をすることができま

す。国会が「国権の最高機関」（憲法 41 条）であることと類似しており、民主主義の原則どおりに進めて行きましょ

う。 

 

とはいえ、本部（事務局）として準備だけは整えます。前号でもお知らせしましたが、理事（会）や本部事務局に

対して、随時（いつでも）ご意見・ご要望を受け付けています。総代会当日は質問（意見）票を用意したいと考えて

います。10:30～11:15の理事会提案を踏まえて、審議時間は 13:30～16:00を確保します。 

 

また、ささえあい生協の事業や活動に対して頂いたご意見に基づき、これからは組合員の活動をより活発にし

て行きたいと考えています。そのために、全国の高齢協の中でもっとも活発かつ組織的に組合員拡大・懇談会・会

報手配りなどの活動をされている、山形高齢協の菅原専務理事の講演会を企画しました（総代会当日の 11:20～

12:30の時間帯）。 

組合員は意見を出そう！ 総代は総代会に出席し、積極的な討論に参加しよう！ 

 

（専務理事 高見 優） 


