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神奈川県生活協同組合連合会神奈川県生活協同組合連合会

横浜市港北区新横浜2丁目6番地13　
新横浜ステーションビル9階　〒222-0033 
TEL  ０４５－４７３－１０３１（代表）
FAX  ０４５－４７３－９２７２
Email:kccf@qf7.so-net.ne.jp
http://www.kanaken.or.jp/

No.456 ２０19年7月16日

　神奈川県生活協同組合連合会は、2019年6月25日、横浜市内で第68回通常総
会を開催し、2018年度事業活動報告、2019年度活動方針（案）及び収支予算
（案）などの4議案すべてが賛成多数で可決されました。議案審議では、福祉クラブ
生協、富士フイルム生協、生活クラブ生協の代議員から発言を頂きました。今回は、
役員改選となり、新しい役員体制となりました。

■ 開催通知発送月日／2019年6月6日（木）
■ 総会日時／2019年6月25日（火） 10：00～11：44
■ 総会会場／ワークピア横浜　2階 くじゃく
■ 代議員出席状況／28会員　代議員総数76名
   　採決時出席代議員数76名 （本人出席58名、委任出席2名、書面出席16名）

■ オブザーバー／18名
神奈川県農業協同組合中央会、神奈川県労働者福祉協議会、共栄火災会場保
険㈱京浜支店、日本生協連中央地連、中央労働金庫生協部、（企組）ワーカーズ
コープ・キュービック、パルシステム神奈川ゆめコープ、富士フイルム生協、労協セ
ンター事業団神奈川事業本部、やまゆり生協、中央労働金庫神奈川県本部、イン
ターネットジャーナル㈱

■ 来　賓／5名
神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活担当部長 髙瀨　正明様
相模原市市民局消費生活総合センター所長   萩原　康明様
神奈川県労働者福祉協議会会長    吉坂　義正様
神奈川県農業協同組合中央会副会長    三ツ堀清巳様
神奈川県漁業協同組合連合会参事    樋爪　由幸様

神奈川県生活協同組合連合会

第68回通常総会が終了しました第68回通常総会が終了しました

代表理事　當具　伸一　　

代表理事　小林　正明

常務理事　小倉　克巳

常務理事　金子　　茂　

常務理事　野村　晃一

常務理事　水谷　清一

常務理事　柳下　信宏
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常務理事　郷野智砂子

理　　事　秋田　直樹
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理　　事　滝澤　栄司

理　　事　山口　友範

理　　事　大久保明美

理　　事　大場　英美

理　　事　嘉部　光代

理　　事　藤田　順子

監　　事　片山　陽一

監　　事　滝沢　昌克

監　　事　小浦　有里

生活協同組合ユーコープ 代表理事理事長

神奈川県生活協同組合連合会 代表理事専務

横浜国立大学生活協同組合 専務理事

富士フイルム生活協同組合 専務理事

全日本海員生活協同組合 専務理事

神奈川北央医療生活協同組合 専務理事

生活クラブ生活協同組合 常務理事

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 専務理事

生活協同組合ユーコープ 理事

神奈川みなみ医療生活協同組合 専務理事

生活協同組合うらがCO-OP 理事長

川崎医療生活協同組合 専務理事

医療生協かながわ生活協同組合 専務理事

神奈川大学生活協同組合 専務理事

生活協同組合ユーコープ 執行役員

生活クラブ生活協同組合 副理事長

福祉クラブ生活協同組合 理事長

生活協同組合うらがCO-OP 理事

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 理事長

生活協同組合ユーコープ 監事

神奈川県労働者共済生活協同組合 専務理事

慶應義塾生活協同組合 専務理事

（監事）

（理事）
神奈川県生協連 新役員体制

会長

専務
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　10月から消費税10%増税論議の最中、改めて消
費税についての理解を深めようと、県消団連の学習
会が定例幹事会を使って開催されました。
　消費税の仕組みと制度の問題点、消費税増税の
問題点を共有し、景気をこれ以上悪化させない・格差
拡大を広げないためには消費税増税は愚策である
こと、10月消費税増税はストップすべきであること、
一人ひとりが声を上げていくことが大切であること
が共有できました。

活動紹介

県消団連学習会
10月消費税10％増税をストップさせよう！
県消団連学習会
10月消費税10％増税をストップさせよう！

■ 日時／2019年7月11日（木） 13：00～14：30
■ 会場／新横浜　神奈川県生協連会議室
■ 主催／神奈川県消団連
■ 講師／益子　良一　税理士法人コンフィアンス

代表社員税理士
■ 参加／10団体　18名

神奈川県建設労働組合連合会、神奈川公
団住宅自治会協議会、神奈川県生協連、
神奈川県母親連絡会、鎌倉消費者連絡
会、環境保全農業を推進するネットワー
ク、コンシューマーズかながわ、さがみはら
消費者の会、新日本婦人の会神奈川県本
部、横浜市消費者団体連絡会

■ 日時／2019年6月25日(火) 11:20～11:30､12:00～12:10
■ 会場／ワークピア横浜　2階　201室

2019年度 第1回 理事会報告

〔議決事項〕
１． 会長理事、専務理事、常務理事の選任並びに代表理事の選任に
ついて

２． 理事の代行順位について
３． 2019年議長計画
４． 2019年度神奈川県生協連役員視察研修について

　2017年7月7日、国連で122ヵ国の賛成のもと、核兵器禁止条約が採
択されました。ここに、これまで国際法で明確に禁止されることのなかっ
た唯一の大量破壊兵器である核兵器が「違法である」と認識され、「核兵
器のない世界」へ世界は歴史的な一歩を踏み出しました。
　条約は国際的な法律上の規範となり、核兵器に依存しない21世紀の
安全保障の形をつくることにつながります。「核兵器は違法だ」と言える
ようになることは大きな成果であり、国連総会が1946年第1号決議で
「核軍縮を国連の最優先目標」として以来、核兵器を無くす取り組みの偉
大な一歩です。

　もう一歩のところまできました。
　私たちは、被爆や戦争の記憶を受け止め、神奈川県原爆被災者の会の
皆さまとともに、すべての国が核兵器禁止条約に参加し、核兵器禁止条
約が早期に発効することを強く願います。そのためにヒバクシャ国際署
名をもう一回り広げ、唯一の戦争被爆国である日本の政府が、核兵器廃
絶に積極的な役割を果たしていくことを求めていきます。

核兵器禁止条約採択2周年核兵器禁止条約採択2周年
～子どもたちに核兵器のない地球を渡すのは、私たち大人の義務です～～子どもたちに核兵器のない地球を渡すのは、私たち大人の義務です～
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活動紹介

神奈川まるごと健康づくり神奈川まるごと健康づくり神奈川まるごと健康づくり

　特定非営利活動法人神奈川災害ボランティアネット
ワーク（河西英彦理事長、37会員（団体：35会員、個人：2
会員）は、「平時においては神奈川における災害時に救援
活動をするボランティアに対して、県内の地域ボランティ
アとそのネットワークを介して連携を図り、互いに助け合
う市民社会の形成を目指す事業を行うことにより、災害
時において、効果的な活動が出来る体制をつくり、また全
国各地の災害に遭遇した被災地の救援活動を行うこと
で、安心で安全な社会の構築に寄与することを目的」（定
款・目的）として活動しています。

（特非）神奈川災害ボランティアネットワーク第8回総会（特非）神奈川災害ボランティアネットワーク第8回総会

■ 日時／2018年6月11日（火） 18:30～20:00
■ 会場／かながわ県民センター　11階　講義室2　
■ 次第／
総合司会 ： 丸山　善弘　理事　神奈川県生協連
開会挨拶 ： 河西　英彦　理事長　横浜災害ボランティアネットワーク会議
来賓挨拶 ： 小此木八郎　衆議院議員　元内閣府特命担当大臣（防災）

渡辺　紀之　神奈川県議会防災警察常任委員会委員長
京島 けいこ　神奈川県議会防災警察常任委員会副委員長
圓道　眞理　神奈川県くらし安全防災局防災部災害対策課長
原田　　潔　かながわ県民活動サポートセンター所長
天野　　卓　神奈川県社会福祉協議会地域福祉推進課長
中島　孝夫　神奈川県共同募金会事務局長

祝電・メッセージ紹介 ： 小此木八郎・衆議院議員、牧島かれん・衆議院議員、飯野まさたけ・神奈川県議会議員
生協関係の会員 ： ユーコープ、パルシステム神奈川ゆめコープ、生活クラブ生協、こくみん共済coop神奈川推進本部、神奈川

県生協連

　神奈川県生協連では、神奈川まるごと健康づくりに取り組
んでいます。健康づくりを地域や組織で推進し定着をさせて
いくためには、人づくりが不可欠です。
　健康づくりリーダーは、市民が社会とのつながりを活かし、
生涯にわたって健やかで生き活きと暮らすことのできる健康
長寿社会の実現をめざす、健康づくりボランティアです。健康
づくりリーダーとして活動するためには、基本的な知識やスキ
ルを幅広く学び、実践を積む中で、対応する引出しを増やすこ
とが大切です。今回で通算11回目となる健康づくりリーダー
養成講座は、大和市で開催しました。

■ 日　時 ： 2019年6月28日（金） 13：00～17：00
■ 会　場 ： コーポ下鶴間 集会室 神奈川県大和市西鶴間2-26
■ 受講者 ： 7名（花みずきの会5名、パルシステム神奈川ゆめ

コープ2名）
■ 講　師 ： 石田昌美　神奈川県生協連統括マネージャー
■ 講師補助 ： パルシステム神奈川ゆめコープ1名、神奈川県生

協連事務局2名

健康づくりリーダー養成講座を大和市で実施
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活動紹介

　神奈川県内では、6つの地域（横浜市、川崎市、相模原市、横
須賀市、大和市、藤沢市）で生協運営協議会が活動をしていま
す。生協運営協議会は、生協間の協同と連帯を図ることはもち
ろんですが、市域における生協を代表して市政への要望や提
言そして連携をすすめることや市内の消費生活団体などとの
交流や連携を図ることを役割としています。
　横浜市では、2008年6月26日に横浜市生協協議会が再建ス
タートし、11生協（地域購買生協4、医療生協1、共済生協1、大
学生協5）が連携して活動しています。
総会では、医療生協かながわの藤原典子さんが代表を退任さ
れ、2019年度の代表はユーコープの渡邉敬弓さんとなりまし
た。よろしくお願いいたします。
　地域購買生協、医療生協、大学生協、共済生協みんなでつな
がり、地域を豊かにしていきましょう。

横浜市生協運営協議会　第12回総会横浜市生協運営協議会　第12回総会

　2009年7月31日に誕生した藤沢市内で活動する生協が集う藤沢
市生協運営協議会の総会は6月28日に開催されました。
 昨年は「SDGｓと協同組合～私たちには何ができるか～」をテーマ
に、今年は「最新のごみ問題の動向と解決に向けた提言」をテーマ
に学習会を行いました。2050年問題やマイクロプラスチック問題に
ついてのお話があり、そこから、ESG投資やSDGｓなどを絡めたこれ
からの考え方について提案されました。
　ごみ問題は自分ごととして考え、行政やセクターと協力し合いな
がら進めていくことが大切であると共有しました。

■ 名 称／藤沢市生協運営協議会　第11回総会・環境学習会
■ 日 時／2019年6月28日（金）
■ 会 場／ユーコープ長後駅前店　コミュニティルーム
■ 参 加／6生協19名

湘南生活クラブ、やまゆり生協、パルシステム神奈川ゆめ
コープ、福祉クラブ生協、医療生協かながわ、ユーコープ

■ 内 容／第11回総会
学習会 ： 「最新のごみ問題の動向と解決に向けた提言」
講　師 ： NPO法人湘南クリーンエイドフォーラム　
　　　　　五十嵐　実 代表

第11回定期総会 環境学習会第11回定期総会 環境学習会
藤沢市生協運営協議会

■ 名 称／横浜市生協運営協議会　第12回総会
■ 日 時／2019年6月18日（火） 14：30～16：05
■ 会 場／新横浜 オルタナティブ生活館　5階 まなびや
■ 内 容／
 第1部　記念講演
　　　　「憲法改定と増える防衛費」　

　　　　丸山　善弘　神奈川県生協連
 第2部　総会
　開会挨拶 ： 藤原　典子　代表幹事・医療生協かながわ
　来賓挨拶 ： 宇佐美高司　

　　　　横浜市健康福祉局高齢福祉部介護保険課係長
　　　　  丸山　善弘　神奈川県生協連
閉会挨拶 ： 滝澤　栄司　副代表幹事 神奈川大学生協


