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神 奈 川 県 協 同 組 合 連 絡 協 議 会

会員組織 御中 
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新型コロナウイルス感染症については、緊急事態宣言が解除されましたが、依然として社会的な不安

が広がっています。県内のＪＡによる食支援の取り組みの一部をご紹介します。 

 

 

（１）ＪＡ横浜 

   新型コロナウイルス感染症拡大に懸命に立ち向かう医療従事者を応援すべく、６月下旬に２年

ぶりに開催した野菜持寄品評会に出品された野菜 330 点を相模原協同病院に寄贈しました。 

品評会に出品される野菜は質が高く、コロナ前に市内のデパートで開催した品評会で即売会を

行った際には瞬く間に客が集まったほどの人気となっています。 

      

（２）ＪＡセレサ川崎 

   ７月上旬、川崎医療生協にジャガイモ「キタアカリ」を 200Kg 寄贈しました。 

毎年、市と共同で市民向けの収穫体験を開いており、今年も収穫体験に向けジャガイモを栽培

していましたが、６月の収穫体験が雨で中止となり活用先を探していました。 

川崎医療生協は医療介護などが原因で生活に困窮している人への食支援も行っており、ＪＡセ

レサ川崎に協力を依頼したところ寄贈が実現しました。 

      

（３）ＪＡよこすか葉山 

ＪＡよこすか葉山女性部では、２年前からフードドライブ活動に取り組んでおり、９月６日～

10 日の期間中に乾麺やレトルト食品など計 130 点が集まりました。フードドライブ品は、横須

賀市を通じて、子ども食堂や生活困窮者への支援に活用されています。 

 

（４）三浦市農協 

   10 月中旬、子ども食堂「よこすかなかながや」に防災備蓄用のビスケット缶を寄贈しました。 

   三浦市農協がよこすかなかながやにキャベツやダイコンを寄贈した取り組みは、かながわ Co-

ネット現地リポート動画でも取り上げましたが、その後も三浦市農協の杉野組合長は個人的にキ

ャベツやダイコンを差し入れるなど交流を続けてきたとのことです。 

      

（５）ＪＡ湘南 

   ＪＡ湘南直売所「あさつゆ広場」は７月から NPO 法人「フードバン

ク湘南」に定期的に農産物を寄付する取り組みをはじめました。取

り組みに賛同する出荷者の協力で集まった農産物の規格外品な

どを市内の一人親世帯を中心に届けています。 

 

（６）ＪＡはだの 

８月上旬、市社会福祉協議会が主催している「はだのにこにこマー

ケット」に米やレトルト食品などを寄付し、市民約 200 人に食料を提

供しました。同マーケットは今年初めての取り組みで、ＪＡはだのも趣旨に

賛同し、市内の米農家やじばさんず出荷者に協力を依頼した他、「友好ＪＡ協定」

を締結しているＪＡ東西しらかわからは米 600 キロの協力を受けました。 
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（７）ＪＡあつぎ 

   ６月下旬、地元で生産される清川茶と足柄茶を清川村の保健福祉課と同村内の医療施設２か所

に寄贈しました。新型コロナウイルス感染症の医療現場などで奮闘する医師や看護師、村役場職

員の努力への感謝と敬意を込めることと、茶農家の支援にもつなげました。 

 

（８）ＪＡかながわ西湘 

７月下旬、ＪＡかながわ西湘直売所「朝ドレファ～ミ♪」成田店は夏休み中の子どもがいる世

帯に食料支援をしようと、南足柄市社会福祉協議会による無料食料配布会「みなみのお福分け」

に食材を提供しました。当日は、直売所の出荷農家からナスやオクラ、スイカなど約 10 種類以

上の野菜が寄せられ、翌日には子ども世帯の約 30 人に配られました。 

 

 

 

 

 
 

 

☆研究フォーラム2021「with コロナの時代と生命や生活を大切にする経

済・社会」☆ 
「研究フォーラム 2021」実行委員会は、2021 年 12 月 10 日（金）に、オンラインによるライ

ブ方式で研究フォーラムを開催します。 

このフォーラムは、コロナ禍で明らかになった人の生命や暮らしに直結する「人間の安全保障

（医療・看護・介護・物流の確保等）」が脆弱となっている社会において、自然を含めた社会の維

持や、食をはじめ欠くことのできない基本的なものを地域で生産・循環させていくためにエッセン

シャルワーク＆ディセントワークの価値を共に考える機会となっております。 

ご興味のある方はぜひご参加ください。下記の申し込み用ページよりお申込みができます。 

 

主 催：「研究フォーラム 2021」実行委員会（事務局：NPO 法人参加型システム研究所） 

日 時：2021 年 12 月 10 日（金） 13:30～15:30 

会 場：オンラインによるライブ方式 

詳 細：別添チラシを参照のうえ、直接お申込みください。 
 

申し込みページ：https://onl.tw/Q4LDKd6 

 
 
 
 

☆ポスト・コロナの市民連帯を展望する研究会「ネットワーク型市民活動支

援組織のかたち ー休眠預金活用制度における取り組みからー」☆ 
かながわ生き活き市民基金が主催する標記研究会の第４回が、2021 年 10 月 30 日（土）に開催

されます。 

今回の研究会では、NPO 法人 まちぽっと 理事兼事務局長 小林幸治氏をお招きし、「休眠預金制

度において資金分配団体として選定される『まちぽっと』の取り組み」や「その取り組みから見た

ネットワーク型市民活動支援組織のかたち」などについてお話いただきます。 

 ご興味のある方はぜひご参加ください。下記のメールアドレスにてお申込みください。 

  

主 催：かながわ生き活き市民基金 

日 時：2021 年 10 月 30 日（土） 13:30～16:00 

会 場：生活クラブ オルタナティブ生活館（オンライン併用） 

詳 細：別添チラシを参照のうえ、直接お申込みください。 

申し込み用アドレス：info@lively-citizens-fund.org 

 

https://onl.tw/Q4LDKd6
info@lively-citizens-fund.org


 

 

☆「わくわくワークフェスタ 2021～働きたい人あつまれ～☆ 
神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会は、2021 年 11 月 8 日（月）に、ぴおシティ６F 青少年

交流・活動支援スペースにて働き方フェスタを開催します。 

県内で様々な事業を展開しているワーカーズ・コレクティブのメンバーが、働いている様子や協

同労働による働き方を、パネルや対面で紹介。実際に働いているメンバーが説明します。 

なお、例年わくわくワークフェスタには多くの方にご来場いただいていますが、昨年に引き続き

今年も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、完全予約制で行いますのでご注意ください。 

また、今年はオンラインでも働き方説明会が 11 月 18 日（木）、11 月 19 日（金）、11 月 20 日

（土）に開催されます。 

ご興味のある方はぜひご参加ください。 

 

○わくわくワークフェスタ 2021について 

主 催：神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 

日 時：2021 年 11 月８日（月） 10:30～14:30 

会 場：ぴおシティ６F 青少年交流・活動支援スペース（横浜市中区桜木町 1-1-24） 

詳 細：別添チラシまたは神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 HP を参照のうえ、直接お申

込みください。 

Ｈ Ｐ：https://wco-kanagawa.gr.jp/ 

 

○オンライン働き方説明会について 

主 催：神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 

日 時：2021 年 11 月 18 日（木）、11 月 19 日（金）、11 月 20 日（土） 

各日２回 10:00～12:00、13:30～15:30 

会 場：オンライン開催（無料） 

詳 細：別添チラシ裏面ページ下部または神奈川ワーカーズ・コレクティブ連合会 HP を参照の

うえ、直接お申込みください。 

Ｈ Ｐ：https://wco-kanagawa.gr.jp/ 

 

 

 

☆フードバンクかながわ主催情報交換会 2021「はじめてみませんか フード

ドライブ・食品寄贈」☆ 
公益社団法人 フードバンクかながわは、2021 年 11 月 24 日（水）にオンラインによる情報交

換会を開催します。 

当通信ではすでにお馴染みのフードバンク・フードドライブ活動ですが、当情報交換会では行

政・非営利組織・企業が登壇者として先進事例の紹介等を行いますので、これからフードバンク・

フードドライブ活動を新たにはじめようと興味を持たれている組織だけでなく、すでに取り組みを

されている組織にとっても新たな発見があるかもしれません。 

ご興味のある方はぜひご参加ください。下記のメールアドレスにてお申込みください。 

 

主 催：公益社団法人 フードバンクかながわ 

日 時：2021 年 11 月 24 日（水） 14:00～16:30 

会 場：オンライン開催（無料） 

詳 細：別添チラシを参照のうえ、直接お申込みください。 

申し込み用アドレス：ogiwara@fb-kanagawa.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://wco-kanagawa.gr.jp/
https://wco-kanagawa.gr.jp/
https://wco-kanagawa.gr.jp/
https://wco-kanagawa.gr.jp/
ogiwara@fb-kanagawa.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆いのち・地球を未来につなぐ～これからの協同組合間連携☆ 
本書籍の内容は、JCA（日本協同組合連携機構）の「日本の協同

組合間連携に関する研究会」（座長：石田正昭氏）における 3 年間に

わたる研究をもとに、まとめられたものです。 

格差が拡大するなど、今のままの資本主義が行き詰まりを見せる

なか、改めて「協同組合」が注目を集めています。さまざまな協同

組合同士による地域における「連携」こそが、コロナ時代にふさわ

しい新しい社会を創造する鍵を握るともいわれています。 

近年では SDGs への関心が高まるなか、多様な協同組合間連携が

進んでいます。 

本書は、日本国内におけるさまざまな「連携」の事例を紹介しつ

つ、その歴史や到達点を踏まえ未来を探る一冊となっています。 

連携事例の中には、かながわＣｏ－ネット（報告者：JA 神奈川県

中央会 JA 改革対策部長 岩堀義一）も取り上げられていますので、

ご興味のある方はぜひご一読いただき、今後の協同組合活動にお役

立てください。 

詳細は、出版社 HP をご覧ください。 

 

  

 

価 格：2,090 円（税込み） 

出版社：一般社団法人家の光協会 

出版社HP：http://www.ienohikari.net/book/9784259522025 

JCA（日本協同組合連携機構）HP：https://www.japan.coop/wp/publication/10314 

 

➢新型コロナウイルス感染症による社会への影響が続いています。会員組織での困り事を
はじめ、告知を希望する行事、提携事例等がありましたら下記までご連絡下さい。 

 

 

 

＜担当事務局連絡先＞ 

ＪＡ神奈川県中央会ＪＡ改革対策部(担当：山本･丸岡)TEL 045-680-3002  jakaikaku@chu.kn-ja.or.jp 

神奈川県生活協同組合連合会（担当：相田）TEL 045-473-1031  Yuji.Aida@ucoop.or.jp 

書籍のご紹介！ 

かながわ Co-ネットの取り組みが紹介されています！ 

家の光(出版社)HP JCA HP 

http://www.ienohikari.net/book/9784259522025
http://www.ienohikari.net/book/9784259522025
https://www.japan.coop/wp/publication/10314

