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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
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新横浜ステーションビル9階　〒222-0033 
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No.475 2021年8月19日

　県内84の協同組合・関係団体で構成する「かながわＣｏ－
ネット」（神奈川県協同組合連絡協議会）では、「かながわ協同
組合のつどい」を、8月2日にオンラインで開催し、46団体から
170名が参加しました。
　今回のつどいは、2021年12月に開催される第33回ＩＣＡ
（国際協同組合同盟）世界大会のテーマ「協同組合のアイデ
ンティティを深める」に基づき、誰一人取り残さない持続可能
な地域社会づくりに向け、私たち協同組合のあり方をあらた
めて確認することを目的に開催されました。
　つどいでは、かながわＣｏ－ネット事務局
が作成した「『フードバンクかながわ』の活
動と非営利協同組織との連携」の動画を
視聴した後、かながわＣｏ－ネットアドバイ
ザーの田中夏子先生から、課題提起が行
われました。田中先生からは、「アイデン
ティティ」を深めることの意味は、私たちが
活動している現在の社会で協同組合であ
ることの存在意義を再確認することである
とされ、市場化と利潤追求のもとで私たち
のいのちやくらしに直結する「社会的公共
財（コモンズ）」が縮小されている中で、
「もっとも大変な人々」と結びつき、地域の

■ 主　催／かながわＣｏ－ネット（神奈川県協同組合連絡協議会）
■ 日　時／2021年8月2日（月） 13:00～15:20分
■ 開催方法／オンラインでの開催（zoomを使用）
■ 内　容／
司　　会 ： 神奈川県生活協同組合連合会　庭野 文雄 専務理事
開会挨拶 ： かながわCo-ネット共同代表　神奈川県農業協同組合中央会　大川 良一 会長
動画視聴 ： 「フードバンクかながわの活動と非営利組織との連携」
課題提起 ： 「協同組合のアイデンティティをいま改めて考える」
　　　　　～共有財の破壊にどう立ち向かうか～
　　　　　長野県高齢者生協理事長／農園Vento e Terra（風と土）園主　田中 夏子 氏
報　　告 ： 「労協法成立とこれからの協同労働のアイデンティティ」
　　　　　　ワーカーズコープセンター事業団神奈川事業本部 本部長　尾添 良師 氏
　　　　　　神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 専務理事　井上 浩子 氏
閉会挨拶 ： かながわCo-ネット共同代表　神奈川県生活協同組合連合会　當具 伸一 会長理事
参 加 者 ： 46団体、170名

課題を共同で解決していくことが求められていると課題が提
起されました。
　その後、昨年12月に成立した労働者協同組合法のもとで、
地域課題の解決に向けて協同労働への期待が増している状
況をふまえて、労協法と協同労働という働き方について、ワー
カーズコープセンター事業団神奈川事業本部 尾添良師本部
長と神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会　井上浩子専務理
事より、報告いただきました。

今こそ協同組合のアイデンティティを深めよう
「かながわ協同組合のつどい」開催しました「かながわ協同組合のつどい」開催しました
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活動紹介

　神奈川県生協連は2009年度から、各会派の議員団の皆さ
まによる神奈川県政に関する翌年度の県政政策・予算要望に
関するヒアリングの場に参加して、県民のくらしから見た要望
を伝えています。今年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響から参加人数を絞って開催されました。

■ 要望項目
１．安心して暮らせる地域社会づくり
２．格差の是正、貧困のない社会に向けたセーフティネットの
強化

３．大規模災害対策
４．食の安全と安心の確保と消費者行政の充実・強化について
５．脱炭素社会に向けた取り組みの強化
６．被爆の実相を継承し、核兵器廃絶にむけた取り組み

■ 各党の皆さまとは次の日程でヒアリングが行われました。
自由民主党神奈川県支部連合会・自由民主党神奈川県議会議員団・・・・7月14日
日本共産党神奈川県議会議員団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月15日
公明党神奈川県本部・公明党神奈川県議会議員団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月28日

なお、8月以降、県政会神奈川県議会議員団、立憲民主党・民権クラブ神奈川
県議会議員団の皆さまとの懇談を予定しています。

広島平和記念公園オンライン碑めぐり親子で学ぼう
!

親子で学ぼう
!

　私たちは、平和を願うすべての人々と一緒に、戦争も核兵器も
ない平和な社会の実現を願い、毎年広島と長崎に原爆の投下さ
れた日に合わせ、「ヒロシマ・ナガサキ平和スタディツアー」を開催
しています。
　昨年・今年と新型コロナウイルス感染拡大の影響で、現地に出
向くスタディツアーは中止となってしまいましたが、運営委員会
（ユーコープ、パルシステム神奈川、生活クラブ生協、富士フイル
ム生協、やまゆり生協）の協力のもと、オンライン碑めぐりを開催
しました。
　広島平和記念公園と、周辺に点在する被爆の実相を伝える
「碑」をめぐり、そのいわれと「碑」に込められた「思い」をオンラ
インで学習することができます。
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オンライン碑めぐりはこちらからどうぞ！
https://coopkana.jp/2021heiwa/parkmap/

子ども向け学習クイズは8月末まで
（先着200名様にプレゼントもあるよ）

神奈川県議会議員団の皆さまと
次年度の政策・予算要望懇談を行いました
神奈川県議会議員団の皆さまと
次年度の政策・予算要望懇談を行いました



3

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
活動紹介

今年で６回目を迎える「健康チャレンジ2021」。医療生協・福祉生協の５生協と神奈川県生協連が実行委員会をつくり検
討を重ね、今年の内容が決まりました。

◇テーマは、「健康づくりで生き生きライフ」です。
１年半、今年も収束の兆しをみせない新型コロナウイルス感染症拡大。「３密防止」「外出自粛」「テレワーク」などによ
り体を動かす機会の不足や、人とかかわる機会が不足しており、心身の健康に影響しています。
今年は、コロナ禍が収束したら、どんなことをやりたいか？ それに向かって、心身の健康づくりにどんな項目にチャレン
ジしたいか、健康チャレンジをきっかけに生き生きした生活に役に立ちたいとテーマ選定しました。

◇チャレンジ内容は、「生活習慣」「運動習慣」「食習慣」に加え「社会参加」の視点を加えました。
「社会参加」は、人とのつながりや地域とのつながりなど興味のある楽し
いことや人に役立つことにチャレンジする項目になっています。

◇チャレンジシートは、カレンダーのチャレンジした日に印をつ
け、何日チャレンジできたか確認します。チャレンジ日３０日以
上を目指しましょう。
チャレンジシートは、必要事項をご記入の上、12月15日までに近くの医
療生協あるいは神奈川県生協連へ提出ください。提出された方、全員に
参加賞をプレゼントします。

[取り組み概要]
取り組み期間 ： 2021年10月～11月の2か月間　
取り組み方法 ： ①チャレンジシートをもらって参加
　　　　　　  ②二次元コードから参加
シート提出〆切 ： 2021年12月15日
参加対象　　 ： どなたでもご参加いただけます。参加費無料。
参加賞　　　 ： チャレンジシート提出者全員にプレゼント

健康チャレンジ2021に取り組みます。

「小さいお子様からご年配の方まで」「1人で参加から家族と友達で
参加、職場で参加の方まで」多くの方のご参加をお待ちしています。
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活動紹介

　神奈川県では生協と農協が一緒に福祉健康委員会として「健康」、
「福祉」の分野について、４つの地域が協同組合としてできることを考
え活動をしています。地域社会での「助け合い・支え合い」「福祉」「医
療」「健康づくり」「居場所づくり」は、地域に生きる協同組合の課題と
も重なり合って私たち自身の課題となり、期待も高まっています。新型
コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年開催のできなかった地区
委員全体説明会ですが、今年は各組織のオンライン技術の発展により、
地区委員会ごとにサテライト会場を設け、開催することができました。

■ 開催日／2021年7月30日（金） 13:30～14:45
■ 参加／横浜川崎地区（パルシステム神奈川会議室）、県央地区（ＪＡ

県央愛川高峰支所）、湘南地区（ＪＡさがみ総合経済セン
ター）、西湘地区（ＪＡはだの本所）、県推進委員会（新横浜オ
ルタ館スペースオルタ）

■ 内容／福祉健康委員会について ： 中村 睦 県推進委員会委員（ＪＡ神奈川県中央会）
2020年度活動報告 ： 郷野 智砂子 県推進委員会委員長（ユーコープ）
会計報告及び監査報告 ： 相田 祐二 県推進委員会事務局、中村睦県推進委員会委員
2021年度活動提案 ： 渡邉 敬弓 県推進委員会新委員長（ユーコープ）
2021年度活動予算と運用について ： 相田 祐二 県推進委員会事務局
全体説明会終了後、各地区委員会ごとに打合せ

　7月16日にリニューアルオープンを迎える事ができました。
デポーリニューアルは「リニューアル運動」という名称のとおり、
おおぜいの組合員、職員、ワーカーズが心をひとつにして取り
組む大きな活動です。リニューアルに必要な拡大基準の達成
は、決して容易いものではありません。しかし、霧が丘デポーは
持ち前のチームワークのよさを力に、組合員参加を広げ、地域
のグループにつながり、無事リニューアル当日を迎えることと
なりました。コロナ禍により、盛大なセレモニーは開催できませ
んでしたが、来てくれた組合員やワーカーズ・職員メンバーと
一緒に喜びを分かち合いました。これからも地域拠点として
のデポーの価値を最大限に生かしていきたいと考えておりま
す。近くにお越しの際は、是非霧が丘デポーにもお立ち寄り下
さい。お待ちしております。

■ 住　所／横浜市緑区霧が丘5-2-6
■ 電　話／045-922-1200
■ アクセス／JR横浜線十日市場駅より徒歩２０分、または横浜
市営バスの「霧ケ谷（きりがやと）」バス停下車、徒歩２分

　７月２２日（木）、約３週間の休業期間を経て、ミアクチーナ長
後駅前店がリニューアルオープンしました。たくさんの総菜と
店内焼き上げのパン、お弁当や揚げ物など、店内調理の商品
をたくさん展開しています。ベーカリーコーナーには、新しくピ
ザとサンドイッチのコーナーもできました。青果コーナーでは、
カットレタスなどすぐに使える便利なアイテムや、地元・神奈川
県産の野菜・果物がいっぱい。冷凍食品のケースを入れ替え、
ミールキットやお弁当用の食材などの便利な商品を充実させ
ました。また、飲料や乳製品などの冷蔵商品、離乳食やお菓子
など子ども向けの商品の取り扱いもより豊富になりました。お
近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。お待ちしており
ます。

かながわＣｏ―ネット福祉健康委員会

横浜北生活クラブ生協

■ 住　所／藤沢市下土棚461-1
■ 電　話／0466-43-4121
■ アクセス／小田急江ノ島線長後駅東口 徒歩３分

■ 住　所／藤沢市下土棚461-1
■ 電　話／0466-43-4121
■ アクセス／小田急江ノ島線長後駅東口 徒歩３分

かながわＣｏ―ネット福祉健康委員会

2021年度地区委員全体説明会
かながわＣｏ―ネット福祉健康委員会

2021年度地区委員全体説明会2021年度地区委員全体説明会

霧が丘デポーリニューアル霧が丘デポーリニューアル
生活協同組合ユーコープ
「ミアクチーナ長後駅前店」
リニューアルオープン


