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神奈川県生協大会をオンラインで開催

一人ひとりが大切にされる社会を 〜つながることで健やかな心身を〜
神奈川県生協連では、
会員生協が一堂に会する年1回の集まりとして、
その時代の風も受けなが
ら、
「くらしにとって重要なテーマを深める場」
「交流と発信の場」として、
1969年から毎年、
生協大
会を開催しています。
2020年1月から国内で確認された新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
前年に続いてのオ
ンライン開催となりましたが、
今回は4回の実行委員会を開催して、
オンラインであっても楽しい生
協大会をつくろうと、
テーマから開催内容まで実行委員の知恵と工夫が詰まった大会となりました。
■ 開催日／2021年10月１４日
（木）10:00〜12:00
■ 会 場／新横浜オルタナティブ生活館スペースオルタよりオンライン開催
■ 主 催／2021年神奈川県生協大会実行委員会（桜井 薫実行委員長）
実行委員会構成（うらがＣＯ-ＯＰ、
ナチュラルコープヨコハマ、
パルシステム神奈川、
ユーコープ、
生活クラブ生協・神奈川、
全日本海員生協、
富士フイルム生協、
医療生協か
ながわ、
神奈川北央医療生協、
神奈川みなみ医療生協、
川崎医療生協、
神奈川大学生
協、
神奈川労働者共済生協、
労協センター事業団神奈川事業本部、
神奈川県生協連）
■ 参加者／250名
■ 後 援／神奈川県
■ 内 容／司
会：井上 絵美 2021年神奈川県生協大会副実行委員長（ユーコープ）
開会挨拶：當具 伸一 神奈川県生協連代表理事会長
基調講演：「つながりが導く心身の健康と持続的幸福」
講師 鈴木 宏幸さん
東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム研究員
会員生協活動報告紹介：
桜井 薫 2021年神奈川県生協大会実行委員長（生活クラブ生協・神奈川）
里地 哲子 2021年神奈川県生協大会副実行委員長（パルシステム神奈川）
閉会挨拶：桜井 薫実行委員長
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第55回

神奈川県原爆死没者慰霊祭・2021年追悼のつどい
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が解除されて最初の日曜日、
第
55回神奈川県原爆死没者慰霊祭と追悼のつどいが、
大船観音寺境内の
原爆慰霊碑前で感染防止を第一に考え、
規模を縮小して開催しました。

■ 日時／2021年10月3日（日）10:00〜11:30
■ 会場／鎌倉市 大船観音寺境内 原爆慰霊碑前
■ 主催／神奈川県原爆被災者の会

◆慰霊祭

司会
神奈川県原爆被災者の会 木本 征男副会長
黙祷
合祀者名簿奉読 別所 安枝さん
導師入場（大船観音寺ご監寺）
読経
献水
福島 富子さん、森川 聖詩さん
献花
遺族代表 木戸 キク子さん、遺族、
被爆者
導師退場
閉会挨拶 神奈川県原爆被災者の会 網崎 万喜男副会長

◆追悼のつどい

司会
神奈川県原爆被災者の会 木本 征男副会長
主催者挨拶ならびに追悼のことば
神奈川県原爆被災者の会 丸山 進会長
追悼のことばメッセージ披露
神奈川県知事 黒岩 祐治様（代読：東 勝廣さん）
日本原水爆被害者団体協議会様（代読：和田 征子さん）
神奈川県生活協同組合連合会 當具 伸一会長（代読：丸尾 明子さん）
原水爆禁止神奈川県協議会 片野 憲二理事長（代読：柴田 實智子さん）
遺族代表挨拶 森川 聖詩さん
折り鶴献納
新井 勝子さん、瀬戸山 眞理子さん、東出 幸実さん
朗
読 「石貰いの記」原爆犠牲者慰霊碑建立由来 福島 富子さん
閉会挨拶 和田 征子さん

千葉・埼玉・東京・神奈川 ４都県生協連共催：ジェンダー学習会

「ダブルハッピネス〜隣にいるかもしれないLGBTQ〜」を開催
SDGsの目標「ジェンダー平等」
（目標５）
「人や国の不平等をなくす」
（同10）にも掲げ
られている「ジェンダー」に関連する様々な問題についての理解を深め、
くらしの中で課題
解決のヒントを見つけることを目的として、
NPO法人東京レインボープライド共同代表理
事 杉山文野さんに講演いただきました。
講演後の質疑応答、
ブレイクアウトルームを活用したグループ交流を通して、
多様性に
ついて考え合い、
誰もがその人らしく生きられる社会となるために何ができるのか、
一緒に
考える機会となりました。参加者からは「誰もが公平にスタートラインにつけ、
当たり前のこ
とが普通にできる選択できる世界にしなくてはと思った」などの感想が寄せられました。
■ 日 時／2021年9月18日
（土）14:00〜16:30
■ 会 場／オンライン（Zoom / YouTubeライブ配信/アーカイブ配信）
■ 講 師／杉山 文野さん
（株式会社ニューキャンバス代表、
NPO法人東京レインボープライド共同代表理事
■ 参 加／Zoom 60人、
YouTube視聴（アーカイブ視聴含む）
：157人 合計 217人
■ 共 催／千葉県生活協同組合連合会
東京都生活協同組合連合会
■ 後 援／千葉県、
埼玉県、
神奈川県
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埼玉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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﹁他の生協の活動を知り︑活動のヒントに﹂

﹁会員生協間の連携きっかけづくり﹂

健康づくり活動交流会を開催しました︒

11月1日に神奈川県生協連主催の健康づくり活動交流会が6生協より12名の健康づく
り活動に携わっている責任者・担当者にご参加いただきハイブリットで開催しました。
初めに神奈川県生協連専務理事 庭野文雄より交流会開催の目的や県連の「神奈川
まるごと健康づくり」活動状況について報告。続いて、
各会員生協からコロナ禍での活動や
今後、
活動する上での課題や考えている事、
他の組織と一緒に進めていきたい活動等につ
いて報告・意見交換を行いました。
コロナ禍、
ウォーキングやハイキング等の野外活動に多くの方が参加している(川崎医
療生協・神奈川北央医療生協)。 感染防止対策を講じ出来るところで健康チェック活動を
している(福祉クラブ生協・バルシステム神奈川)。 班会など個人宅で出来る塩分チェック
やフレイル予防インストラクター養成講座の開催、
フレイル予防の「紙芝居」を作成し啓発
活動している(医療生協かながわ)。おうち時間を楽しく過ごす知恵※「おうちえ」を活用
した啓発活動や職員向けにベジチェックを行っている(パルシステム神奈川)。 健康チャレ
ンジWEB版や食DE健康の活動している(ユーコープ)。など報告されました。
コロナ収束後の活動は各生協から、
コロナ前まで実施していたイベントや交流集会、
健
康講座、
健康チェック活動など再開したいと報告されました。
また、
他の組織と一緒に進めていきたいこととして、
健康チェックや学習会、
ウォーキング
などのイベントの共同開催や健康づくり担当者の集まる場づくりについて意見が出されま
した。最後に、
庭野専務理事より今後の県連の活動と交流会の持ち方や開催予定につい
て報告を行い、
ご意見等アンケートの協力をお願いし閉会しました。
※「おうちえ」は、
東京大学高齢社会総合研究機構が制作・監修されたものです。
■ 日 時／2021年11月1日（月）10：00〜12：05
■ 会 場／ハイブリット開催
■ 参加者／6生協15名（オブザーバー参加者3名含む））
川崎医療生協、
医療生協かながわ、
神奈川北央医療生協、
福
祉クラブ生協、
パルシステム神奈川、
ユーコープ
■ 内 容／開会挨拶 神奈川県生協連 専務理事 庭野 文雄
自己紹介
神奈川まるごと健康づくり報告
神奈川県生協連 専務理事 庭野 文雄
会員生協活動報告と質疑応答
生協間の連携について
神奈川県生協連の今後の取り組みについて
■ 事務局／神奈川県生協連 統括マネージャー 大内 信也

うらがCO-OP

「計測ステーション」取扱い説明会を開催しました。
コロナ禍で延期となっていた、
うらがCO-OPの「計測ステーション」取
扱い説明会が10月20日(水)に11名の参加で開催されました。機器の取
り扱い説明後、
健康チェックを受ける側、
測定する側に別れ、
感染防止対
策も取りながら受付 ⇒ 各機器測定 ⇒ 測定結果印字 と実際に体験を
して理解を深めました。
■
■
■
■

日 時／2021年10月20日(水) 14：00〜16：00
会 場／生活協同組合うらがCO-OP 本部会議室
参加者／11名
主 催／神奈川県生協連
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［一般公開学習会］
消費税ネット シンポジウム

「インボイス制度の問題点と打開策を考える」を開催
9月24日、
県生協連も呼びかけ団体となっている「消費税を含め
た税のあり方を考えるネットワーク（消費税ネット）」は、
10月から申
請の届け出が開始されたインボイス制度（適格請求書等保存方
式）の問題点と打開策を考えるシンポジウムを開催しました。会場
参加34人、
オンライン視聴50か所で、
約100人が参加しました。
消費税ネット呼びかけ人である益子良一さん（元東京地方税理
士会副会長）が、
「インボイス制度のしくみと問題」を講演し、
「設備
や事務手続きに過大な負担が生じ小規模事業者にとっては存続に
かかわる問題」、
「インボイス制度の導入は地域経済に大きな混乱
と打撃を与えかねない」と警鐘を鳴らしました。その後、
建設業、
運送業、
商店主、
農業の方が発言し、
各政党
（公明党、
立憲民主党、
日本共産党、
社民党）からのビデオメッセージ、
討論、
質疑応答を行いました。

公益社団法人

神奈川県LPガス協会と懇談を行いました
神奈川県消費者団体連絡会では、
5月の消費者月間に神奈川県消費者の
会連絡会と共同で「LPガスの価格調査」を行った結果をもとに、
11月5日、
神奈
川県LPガス協会と懇談会を行いました。
LPガスはもともと自由な料金設定が可能であり、
料金体系やその内訳が開示
されない等の多くの問題があり、
2017年には経済産業省が「取引適正化ガイド
ライン」を策定し、
料金の公表を含めた取引の透明化を求めています。
5月に行った調査では、
料金の公表率は65.1％となり、
前年より公表率は増加
していますが、
まだ3分の1の事業者が料金を公表しない（電話での問い合わせに回答しない）という結果になりました。
この結果に対し、
県のLPガス協会からは、
「価格情報を収集して悪質と思われる切替営業が多くあり、
電話の相手をその業
者と疑ってしまう事業者もある。標準価格を公表することは当然のことであり、
今後とも指導を進める」と回答がありました。

生活協同組合ユーコープ

「湘南台店」リニューアルオープン
9月16日（木）、
湘南台店がリニューアルオープンしました。組合員から人気の
惣菜コーナーは、
スペースを広げ、
店内調理の総菜やお弁当、
冷蔵総菜などの品
揃えがさらに充実しました。午前中だけでなく、
夕方17時以降に来店される皆
さんにもできたての総菜を手に取ってもらえるよう、
準備してお待ちしています。
他にも、
冷凍食品や味付け肉など簡単に調理できる商品やお菓子、
デザート、
飲料などの品揃えも充実しました。また10月15日（金）には、
店内に100円
ショップ「Seria（セリア）」）がオープンしました。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。
★ 住 所／藤沢市円行2-10-1
★ 電 話／0466-44-7750
★ アクセス／小田急線・相鉄線・横浜市営地下鉄線 湘南台駅西口 徒歩7分

2021年度 第3回 理事会報告
■ 日時／2021年9月28日(火) 14:00〜15:10
■ 会場／オルタナティブ生活館 301号室
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〔議決事項〕 今回なし
〔協議事項〕 今回なし
〔報告事項〕 神奈川県生協連報告
神奈川県生協連の委員会・専門部会報告
生協運協議会、
ネットワーク関連報告

