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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.coopkana.jp

No.483 2022年8月18日

　県内協同組合の理解と交流促進を目的に国際協同組合年がはじまった2012年から続く地引網体験交流は、新型コロナウイル
ス感染の影響を受け2年休止しましたが、今年は感染対策を十分にとって3年ぶりに開催しました。
　この企画は、地引網の体験や獲れた魚についての学習とビーチクリーンボランティア活動を通じて神奈川の自然の豊かさを体験
から学び、環境を大切にする活動へ関心を高める機会としています。これまで行っていたバーベキュー企画は取りやめましたが、ふ
だん生きた魚に直接触れることのない子どもたちは網にかかった魚に触り、藤沢市漁協葉山組合長の説明に目を輝かせました。

■ 開催日／2022年7月28日（木） 10：00～11：40
■ 会　場／藤沢市鵠沼海岸　　■ 参加者／121名
■ 内　容／
主催者挨拶 ： 神奈川県漁業協同組合連合会　鵜飼俊行代表理事専務
漁業の説明 ： 藤沢市漁業協同組合　葉山一郎代表理事組合長
みんなで地引網体験、 獲れた魚の学習
中締挨拶 ： ＪＡ神奈川県中央会　四條信仁専務理事
みんなでビーチクリーン活動
獲れた魚のおみやげ渡し

　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1日にオンラインで開催しました。 
長期化する新型コロナウイルス感染症の蔓延やＳＤＧｓの
浸透により人々の価値観や行動が変わりはじめており、「共
助」の重要性が再認識され、協同組合の再評価にもつな
がっています。こうした情勢のなか開催する今回の「2022
年かながわ協同組合のつどい」は、昨年12月に開催された
ＩＣＡソウル大会の議論をもとに協同組合の価値やこれから
何を実践すべきか考えることを目的に開催されました。
　また、地震や台風等の自然災害やロシアによるウクライナ
侵攻等の人災など、私たちの日常生活を脅かす惨事がいつ
起こるかわかりません。そのような有事の際にいかに対応
すべきか、地域のセーフティーネットとしての協同組合、協同
組合間連携を考える機会としました。

「2022年かながわ協同組合のつどい」開催しました
～協同組合の価値と地域のセーフティーネットとしての協同組合間連携を考える～

「2022年かながわ協同組合のつどい」開催しました

■ 開催日／2022年8月1日（月） 13:30～15:30
■ 主　催／かながわＣｏーネット（神奈川県協同組合連絡協議会）
■ 開催方法／オンライン開催
■ 内　容／かながわＣｏ―ネット事務局　

神奈川県農業協同組合中央会　杉本　直子
開会挨拶 ： 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
講演 Ⅰ ： ＩＣＡソウル大会から「協同組合のアイデンティティ」へ

ＪＣＡ協同組合連携部研究員 ワーカーズコープ連合
会 理事・海外連携推進部長　中野 理 氏

講演 Ⅱ ： 協同組合間連携は地域のセーフティーネット
  ～未来に向け食・災害について考える～
福島大学食農学類教授　小山良太 氏

参加者 ： 32団体、149名

～協同組合の価値と地域のセーフティーネットとしての協同組合間連携を考える～

地引網体験が3年ぶりに開催されました地引網体験が3年ぶりに開催されました
かながわＣｏ―ネット協同組合交流
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　7月22日に公明党神奈川県議団の皆さまと、7月27
日に日本共産党神奈川県議会議員団の皆さまと、7月
29日に立憲民主党・民権クラブ神奈川県議会議員団の
皆さまと、次年度予算に関する要望をお伝えし懇談を
行いました。
　この懇談は、県政に関わる要望事項について、県議
会各会派に伝え、2023年度の県政政策及び予算要求
などに反映をはかること、ならびに生協の事業と活動
に対する理解を広げることを目的にしています。今回は
新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、短時間で
メンバーも絞って開催されました。懇談では、新型コロ
ナウイルス感染症への対応や地域医療の充実、フード
バンク活動を中心に意見交換を行い、県政に対する要
望をお伝えすることができました。

要望項目
１． 持続可能な地域医療・福祉を
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． 「ともに生きる」：人権が保障される共生する地域社会づくり
４． 大規模災害対策
５． 消費者行政の充実・強化
６． 脱炭素社会に向けた取り組みの推進
７． 被爆の実相を継承し、核兵器廃絶にむけた取り組み

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

　神奈川県では農協と生協が一緒に「健康」「福祉」の分野で協同組合としてできることを考え活動しています。私たちのくら
しを取り巻く環境は大きく変化し、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、私たち自身の課題とも重なりあって期待も高まっています。新型コロナウイルスは第7波の到来で収束
の目途がたたない状況が続きますが、４つの地区委員会がサテライト会場を設けオンラインで開催されました。

かながわＣｏ―ネット福祉健康委員会

2022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

2022年度地区委員全体説明会

■ 開催日／2022年7月22日（金） 13:30～14:45
■ 内　容／
はじめにご挨拶 ： 神奈川県生協連専務理事　庭野 文雄
2021年度活動報告 ： 佐藤 有美子委員（パルシステム神奈川）
会計報告・会計監査報告 ： 相田 祐二委員（神奈川県生協連）
ストレッチ体操（椅子に座ってカンタンストレッチ）飯田 理香先生
2022年度福祉健康委員会活動提案 ： 渡邉 敬弓委員長（ユーコープ）
2022年度予算及び活動の手引き ： 相田 祐二委員
閉会挨拶 ： 柳下 信宏委員（生活クラブ生協神奈川）
司会 ： 木船 有裕委員（ＪＡ神奈川県中央会）

■ 参　加／18団体29名
横浜川崎地区（ＪＡ横浜、ＪＡセレサ川崎、パルシステム
神奈川、医療生協かながわ、川崎医療生協）、 県央地区
（ＪＡ県央愛川、ＪＡ相模原市、ＪＡ神奈川つくい、パルシス
テム神奈川）、 西湘地区（ＪＡ湘南、ＪＡはだの、ＪＡかなが
わ西湘、ユーコープ、医療生協かながわ、富士フイルム生
協）、 湘南地区（ＪＡよこすか葉山、ＪＡさがみ、ユーコー
プ、パルシステム神奈川、医療生協かながわ）、 県推進委
員会（ユーコープ、パルシステム神奈川、生活クラブ生協
神奈川、ＪＡ神奈川県中央会、神奈川県生協連）神奈川
県生協連）
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「健康で暮らしたい」みんなの共通の願いです。前号に続き
東京都健康長寿医療センター研究所の鈴木先生に「フレイ
ル対策(食習慣)」についてお聞きしました。

　年齢を重ねても健康な状態を維持する方法の1つとして
フレイルへの対策が挙げられます。フレイルは日常生活で介
護が必要となる状況が近づいた状態を指しており、最近の
研究からフレイル対策は栄養、運動、社会参加の3つ全てに
取り組むことが重要である事が分かってきました。
その中でも毎日の生活習慣としてすぐに始められる取組が
栄養の見直し、つまり食習慣の改善です。
　働き盛りの世代を対象とした食習慣改善の目的はメタボ
リックシンドローム対策であり、生活習慣病をはじめとする種
々の疾病の予防・管理となります。メタボリックシンドローム
は内臓やお腹に脂肪が蓄積した内蔵型肥満に加え、高血圧
・高血糖・脂質代謝異常のいずれか2つ以上に該当している
状態を指します。糖尿病や高血圧症の原因となり動脈硬化
を引き起こすことから、脳梗塞になる可能性も高まります。メ
タボリックシンドロームの主な原因には、食事によるエネル
ギーの過剰摂取が関与するため、栄養指導では肉や油脂類
を摂り過ぎていないかがチェックされます。
　エネルギーの過剰摂取というと、仕事や家庭が忙しくて
軽食が多いという人は平気に思えてしまいますが、実は手軽
に食べられる市販品のパンやおにぎりは糖質や脂質を多く
含み見た目以上に高カロリーな事が多いため、かえって注意
が必要となる場合もあります。
　一方で、高齢世代の食習慣改善の目的は高次生活機能
の維持・増進であり、フレイルへの対策となります。高次生活
機能とは自分の思い通りの生活を送るために必要となる機
能の事で、外出や買い物が出来るか（自立した社会生活を
おくる能力）、本や新聞・雑誌を読む事や書類の記入などが

問題なく出来るか（知的な活動能
力）、家族や友人の相談にのる事や
お見舞いに行く事が出来るか（人と
の関係性を維持する能力）といった
観点から評価されます。
　高齢世代の栄養状態や食習慣
に着目した研究では、多様な食品を
摂取し栄養状態の良い人の方がそうでない人よりも高次生
活機能が維持される事が分かっています。メタボリックシンド
ローム対策とは異なり、肉や油脂類も含めて多様な食品を
摂取しているかが重要となります。いろいろな食品を摂取し
ている人、つまり食品摂取多様性が高い人が高次生活機能
を維持できる理由の1つとして、多様な食品摂取が身体の
老化を遅らせているという考えがあります。
　年齢を重ねるほど胃に負担がかかる料理を避け、消化に
良いものを好む人が増えますが、そのような食事ばかりを摂
っていると身体が老け込みやすく、具体的には歩く速さが遅
くなりやすく、もの忘れも進みやすい事が分かっています。
逆に、高齢になっても肉や魚を含めて様々な食品（図1）を
摂取している人はフレイル対策が出来ており、いきいきとし
た生活を送ることが出来ているということになります。

図1　食品摂取多様性を構成する食品群
（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フレ
イル予防応援サイトから抜粋）

神奈川まるごと健康づくり

いろいろ食べる！ フレイル対策

健康づくりリーダー養成講座を開催しました
　2022年度1回目の健康づくりリーダー養成
講座を5生協15名の参加で、オンラインにて開
催しました。「健康、健康づくりの定義」「健康づ
くりはみんなの願い」「健康格差は社会全体の
課題」など、なぜ生協が健康づくりに取組むの
か理解を深め、その後「健康チェックの内容とポ
イント」「計測とフィードバックのポイントについ
て」など、健康チェックについて学びました。
　参加者からは「生協が健康づくりに取組む意
義を改めて理解した」「健康チェック項目がなぜ
必要か理解できた」などの声をいただきました。

■ 日時／2022年7月25日（月）  14：00～16：00
■ 会場／オンライン（ｚｏｏｍ）開催
■ 参加者／5生協15名 

全日本海員生協、パルシステム神奈川、富士フイルム生協、
ユーコープ、川崎医療生協　　

■ 内容／①第１課　「神奈川まるごと健康づくり」がめざすものについて
講師　神奈川県生協連 統括マネージャー　大内 信也

②第２課　健康チェックの内容とポイント
③第３課　計測とフィードバックのポイント
講師　第2課・3課東京都健康長寿医療センター研究所
　　　鈴木　宏幸　先生

活動紹介
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　パルシステム神奈川では、県内13番目の配送セン
ター「横浜菅田センター」を新規開設し、7月8日に
設計会社・施工会社・関係者・役職員と開所式が行
われました。環境への配慮として、冷凍冷蔵設備
は自然冷媒を使用し、環境省の「脱フロン・低炭素
社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器
導入加速化事業」の補助を受けて設置しています。ま
た、県内の障がい者の就労支援団体の協力を得て施設内
の木製電灯スイッチプレートや記念樹を設置しました。藤田理事
長のあいさつでは「関係各社のお陰でセンターができあがり大
変感謝いたします。横浜菅田センターを通じて、地域のみなさま
のくらしに貢献していきたいと思います」と述べられました。

　神奈川の生協では、地域の中で生協の認知度を高め
活動を広げていくことやお互いの取り組みから学びあい
成長していくことを主な目的として、県内6市（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（以下、生協運営協）が活動しています。
　食の安全・安心、平和と健康、環境、防災・減災、消費者
行政の充実など、くらしに密着したさまざまな分野をテ
ーマに多彩な取り組みを通じて会員生協間や行政・諸団
体との関係づくりをすすめています。生協運営協事務局
会議で検討した結果、コロナウイルス感染対策を十分に
とった上で、今回はリアル開催することを決め3年ぶりに
６つの生協運営協の委員さんが集まり交流しました。

■ 日 時／2022年7月27日（水）10:30～12:00
■ 会 場／オルタナティブ生活館　2階会議室
■ 内 容／・ ご挨拶 神奈川県生協連 庭野文雄専務理事

・ 各生協運営協より2021年度の取り組み報
告と2022年度の活動計画を報告・共有

・ グループ交流　
・ 神奈川県生協連報告

【神奈川県消費者団体連絡会・神奈川県生活協同組合連合会】
　公開学習会 ケアラー支援について考える

ケアラー・ヤングケアラーの置かれている現状や支援の
状況を知り、そして今後の課題について考えることを目
的に学習会を開催いたします。

● 開催日時／9月8日（木） 13：00～14：20
● 開催方法／オンライン（Zoom） 
● テ ー マ／ケアラー・ヤングケアラーの現状と課題について
● 講　　師／中嶋圭子さん（一般社団法人日本ケアラー連盟理事）
● 申し込み　
◆ 右の二次元コード、もしくは下記URLのフォームから
　https://forms.gle/3ymh2NWokuXhkFQm8　　　
◆ メール ： kanagawakensyoudanren@gmail.com　
　（神奈川県消費者団体連絡会　庭野・佐々木）
※メールには「所属団体名」「氏名」「お電話番号」「資料
　データ受信可能メールアドレス」の記載をお願いします。

【東京都生協連・千葉県生協連・埼玉県生協連・神奈川県生協連 共催】
谷口真由美さんによる 憲 法 学 習 会

● 開催日時／9月17日（土） 14：00～16：00
● 開催方法／オンライン（Zoom） 
● テ ー マ／守りたい！私たちのくらしと平和
　　　　　　～今こそ考えよう 世界のこと 日本のこと～
● 講　　師／谷口真由美さん（法学者・大阪芸大客員准教授）
● 申し込み
◆ 右の二次元コード、もしくは下記URLのフォームから
https://onl.la/5Xyk9hU　　　

◆ メール ： Kanagawakenren2@coopkana.jp
①お名前（フリガナ）  ②お住いの都県  ③ご職業他（生協組合員、
役職員、学生、その他）  ④所属生協・団体・法人等  （任意記入）  ⑤
参加方法（A--Zoomでオンライン参加　B--YouTubeライブ配信
（講演のみ視聴）　C--後日アーカイブ動画視聴（期間限定配信））
⑥ご使用になる機器（パソコン、タブレット、スマホ、その他） 
※申し込み締め切り　2022年9月12日(月) 正午

おめでとうございます

2022年度生協運営協議会
全体交流会開催

７月１８日
「横浜菅田センター」の稼働を開始いたしました
７月１８日
「横浜菅田センター」の稼働を開始いたしました


