
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

全国協同集会に先駆けて 9 月 3 日（日）、宇都宮大学（宇都宮市）で「協同集

会 in とちぎ」を開催しました。基調講演には佐伯康人さん（一般社団法人農福

連携自然栽培パーティ全国協議会代表理事）、分科会は 3 つのテーマを企画。

会場には 114名の参加者が集まり熱気を帯びた集会となりました。 

主催「協同集会 inとちぎ実行委員」には、ワーカーズコープ栃木エリア、NPO

法人ワーカーズコレクティブたすけあい大地、「協同労働の協同組合」法制化を

めざす市民会議が集まり、共催として宇都宮大学教育学部陣内雄次教授とともに

開催しました。 集会のテーマとして「だいじだぁ～寄り添い、助け合い、つな

がる命～」を掲げ、市場原理、効率優先、孤立と排除、失業と貧困、いのちより

も優先されてしまう経済。この社会で手を取り合い、協同することで一人一人が

主体性を取り戻し、人間らしく生きられるのはないだろうかということを考える

集会にしたいという趣旨のもと、実りのある一日となりました。 

 

佐伯さんは脳性まひの三つ子を授

かったことで、福祉の現状を知ること

になりました。一律的な作業所等の福

祉施設を見たりするうちに本当に力

を発揮できる場なのか？子ども達の

働く環境としてふさわしいのか疑問

に思うようになりました。 

そんな思いから、福祉サービスの事

業を行うことになりました。 

百姓には百の仕事というように、細

分化すれば、それ以上の仕事となり、

特性に合わせ一人一人が匠になれる

可能性があると思い始めたそうです。 

未経験で始めた農業で、農薬大量使

用、有機栽培の手間が収益に見合わな

い等課題が山積していました。 

そんな中、自然栽培と出会い挑戦す

ることになりました。 

  

 自然栽培でコメ作りを始めて、農薬

を使用している田んぼには、いない生

き物が自身の田んぼには、たくさんい

ることに気付いた。また、夏の朝、カ

メムシ等が発生する時期に倒れてい

る稲を見て「やられてしまったか」と

思ったが、実はクモが一面に巣をはり

めぐらせ、虫たちを待ち構えていたの

を見たそうです。 

そのような風景を目の当たりにし

た時、稲と生き物の関係が、子ども達

と子ども達の成長を支えてきてくれ

た地域の方の関係のように見えて感

動し、自然栽培を本気でやりたいと思

うようになったそうです。 

そして今、自然栽培を通して全国に

仲間の輪を広げ「ニッポンを健康にす

る」ための活動を行っています。 

食の安全、環境問題、アレルギーや

アトピー等の病、心の病など様々な問

題の一因として特に深刻な水質汚染

のように、農業による環境汚染問題が

あるのではないだろうか？そのよう

な問題提起、解決策を佐伯さんは笑顔

で伝道してまわっています。  

自然栽培をすることで、人が健康に

なり、その元気がどんどん伝染して、

日本中が健康になる。人が健康になっ

たら、環境も健康になる。持続可能な

世界が生まれていく。 

そんな素敵なことが夢じゃない、現

実のものとして感じられる話をして

くれました。短い時間で、まだまだ話

を聞きたいという声がたくさん出て

いましたが、会場中が佐伯さんの話に

引き込まれていました。 
     

パネルディスカッション分科会。①命

をつなげるものとは食、環境、心の健

康問題②高齢者の居場所づくりにつ

て本当に必要な方に届けるためには

③子供の支援につて、細切れではなく、

切れ目のない支援が必要。実践を踏ま

え話が深まりました。最後は陣内教授

が自助、公助が共助(共同)に向かう社

会が必要、本集会も次なるステップの

きっかけになればとまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 29 日（土）、さいたま市産業

文化センターで「協同集会 IN 埼玉 

共に暮らし、共に働く、地域へ～市域

自給圏の創造にむけて～」が開催され、

103名が参加しました。 

「埼玉協同・連帯ネットワーク」は、

2012 年埼玉県で開催された「いま

『協同』が創る 2012年全国集会」を

契機に、農協、生協など協同組合、労

働組合、福祉団体、NPO などが参加

し、2015年 3月に発足。「共に生き、

共に暮らし、共に働く」ことを中心テ

ーマとし「協同」と「連帯」による“ま

ちづくり”を考え取り組んできました。 

2016年度は「共に暮らす」ことへ

焦点を当て、地域の自給圏についての

学習会や現場の見学会を行い、その報

告と埼玉県内で活動している団体や

個人との交流を更に深めようと、集会

を開催しました。 

太鼓集団「響」（「誰もがいてよい居

場所」をコンセプトに国内外での演奏

活動や桶川でカフェを運営、若者の支

援をしている団体）の力強い演奏で幕

をあけました。 

出版社コモンズ代表の大江正章さ

んが、「支え合いのある地域～地域の

自給圏の取り組み～」と題して記念講

演。支えあいのある地域を創っていく

ためには、互いに頼り合える関係をつ

くることが必要であり、そのためには

人材（才能のある役に立つ人）から、

人財（誰もが価値ある財産）を育成し

ていくことが大切とのことでした。 

パネルディスカッションでは、見沼

田んぼ福祉農園の猪瀬さんが、「障害

者が運営の土台を作りながらも、見沼

の地域性を活かしながらいろいろな

人が参加して作り上げていくコミュ

ニティを目指し、広げていきたい」と

抱負を。生活クラブ生協埼玉の小山さ

んは、三富の平地林活用から農業の多

面的価値を表現できる組織を目指し

立ち上げた、農業法人「三富ライフフ

ァーム」設立の経緯、さらに地域を巻

き込んでの農福連携地域協議会の立

ち上げに向けての取り組みと呼びか

けをしました。ワーカーズコープの黒

田さんは、「これからは総合福祉拠点

化を目指し農福連携を推進し、行政や

地域の力を結集する協働・連帯のモデ

ルを埼玉北部で進めたい」と力強い発

言がありました。 

農福連携の取り組みを通じて、団体

や個人と関係を広げていくことで、知

恵や力を合わせることができ、それが

地域自給圏につながっていくのでは

ということが見えてきました。 

今後は埼玉・協同連帯ネットワーク

として、農福連携の推進などを通じた

様々な市民が集まれる居場所づくり

を所沢地域をモデルとして構想して

います。この取り組みから地域の自給

圏についてさらに考えていきたいと

思います。
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矢板地域福祉事業所は７月１６日（日）

第６回目「りんごの木夏まつり」を長井自

治会長始め役員の皆様、市内子ども会連合

会メンバーの皆様、創年大学ぶらぶらクラ

ブさん、りんごの木保護者、他事業所様、

市内サークルの皆様、市内中学生、そのほ

か大勢の方にご協力いただき、皆様と一緒

に開催することが出来ました。 

実行委員会に長井区長や開所当時から関わってくれているぶらぶらクラブさ

んも出席してくれ経験豊かなご意見をいただきながら話し合いました。 

 毎年、何か新しい事を！と話し合う中、他の事業所の美味しい玉こんにゃく

を作ってもらうのはどうか、ミニワークショップもしてみよう！など話しは盛

り上がりました。そして長井の太々神楽が今年は中止なったと話しを聞いてい

たので、夏まつりでみせてくれませんか？と区長さんに相談したところ長井

太々神楽保存会も協力してもらい、長井に伝わる伝統芸能をみせていただける

ことになりました。 

当日、りんごの木の子ども達のダンスで

始まり長井太々神楽のお面に子ども達は

興味津々、伝統文化にふれたことはとても

良い経験になったと思います。天気も良く

にぎやかな夏まつりでした。 

来年も新しい何か！を取り入れ楽しい

夏まつりを地域と一緒に開催していきま

す。是非遊びに来てください。

 

 

 

 

宇都宮地域福祉事業所では（一社）日本社会連帯機構の助成を受けて、事務

所の一角をサロンスペースとしてプチリフォーム。これまで、子どもの学習支

援、高齢者の居場所、障がいのある方達との創作活動などを行ってきました。  

地域の方たちと、一緒にモノづくりをしながら、話してきた中で、子ども達

の居場所についての話題が。学校に行けていない子もいるみたいだと。そこで、

きずなのいえでは宇都宮市の助成事業で居場所に関するものがあると知り、地

域の方のサポートをうけながら準備することにしました。その前段階として夏

休みには、居場所サロンを週 1回実施しました。 

 最終日には、近所に住んでいる児童文学作家高橋先生による絵本読み聞かせ、

サロンを通して知り合いになった全盲のピアニストつばさ君のコンサートを行

い、子どもから大人まで計 16名の参加がありました。これから、みんなのいば

しょのバージョンアップを目指して頑張っていきます。 

 

 埼玉東部地域福祉事業所・越谷ひよせは、就労継

続支援 B型事業所として 28年 2月 1日に越谷市で

開所しました。農業をメインとし活動をしてきましたが、このたびカ

スミストアーへの野菜の納品が始まりました。野菜を手に取って、収

穫の喜びを身体で表現する光景を見て、私は糸賀一雄さんの「この子

らを世の光に」という言葉を思い出しました。人や環境にやさしい「自

然農法」を福祉事業所が行う意味は何でしょうか？効率を追求する農

業ではなく、スローライフを基盤とした自然農法が、かれらに合って

いること、そして、世間にもそのやり方に価値を置く人たちが、着実

に増えているように思われます。というのは、私たちが納品すると、

ひよせの野菜を待っていたとばかりに、買い物かごに入れる人たちに出会うからです。メンバーさんが高

く掲げたキュウリ、ナスなどが、まるで地域を照らす燈台のように、まぶしく見えてきます。これからも、

農業のスキルアップを重ね、一人一人が輝ける主体者になるよう、働きかけていきたいと思います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部・健康管理室にいます菅野（かんの）と申し

ます。健康等に関する話題をお伝えし、少しでもお

役に立てればと思っています。どうぞよろしくお願

い致します。 

一人一人の健康づくりには、職場・組織の在り方

が大きく関与します。そうですよね～。時に８時間

以上共にする仲間との時間。楽しく気持ちよく仕事

ができる。これに越したことはない。現場ではどう

でしょうか。北関東事業本部・事業所は本当につな

がりの強い、パワーがまた素晴らしい。女性の活躍

の場ということも感じられます。「健康」は働く、

いきることの資源、土台ですね。 

さて、健康診断を定期的に受けていますでしょう

か。仕事のできる状態かどうか、仕事をして健康を

害しないかの確認、さらには疾病等の早期発見・治

療等にも。まずはご自分のいまの心身の健康状態を

知りましょう。 

そして、その人らしく自分らしく働ける＝ディー

セントワークをめざしていきましょう。 

経営を考えるのはもちろん、工夫しながら全員が健

診を受診するよう合言葉にしましょう。 

気になること等があればいつもでお声をかけて

ください。 
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              あとは収穫される

のを待つだけの黄金の田んぼが広がる季節になり

ました。そして実りの秋が始まったと同時にいよ

いよ、協同集会、30周年記念式典と全国規模のイ

ベントのオーラスも迎えます。今号にもあるよう

に北関東事業本部内でも各地域で協同集会などを

開いてきました。みなさんの事業所の仲間はどの

くらい参加できましたか？ 

一緒に働く仲間とそうした地域活動を自然にで

きるのが、ワーカーズコープのいいところだとあ

らためて実感できる瞬間でした。（橋）       

http://www.workers-coop.com/honbu/kitakanto/ 
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みんなのいばしょ 

 きずなのいえ 夏休みサロン 
Utsunomiya 開催したよ！ 

安全衛生だより 
健康管理室 菅野由喜子 
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台風が心配される 9 月 16 日（土）～17 日（日）、

地域福祉推進室と社会連帯北関東地方委員会合同合宿

が３６名の参加で行われました。地域住民の声を形に

した取り組み「戸塚の里（戸塚であいの家多世代交流

型住宅事業）」、「町田コミュニティハウスシナモン（介

護保険・総合事業等複合福祉事業）」の二つの新しい地

域福祉モデルを学びました。 

戸塚の里は「住宅」に留まらず、地域コミュニティ

を意識した「食」の展開や制度・介護保険事業との連

携を行い、希望があれば人生の最後までを支援すると

いうコンセプトで、「住まい」に焦点を当てたもの。シ

ナモンは、介護保険が「付随・付加事業」と思えるほ

ど、「ちょいこま」やふれあいサロンなどの独自事業を

多く取り入れ、地域住民を「利用者」にせず「生活の

主体者」として捉え、制度事業は地域住民の生活の根

本を支えるものでなく「活用する」ものであるという

取り組みであるということを学びました。 

共通していることは、「未来」を見据えた取り組みを

展開しているということ。介護保険を活用しない住宅

モデルを展開し地域のこれからを見据えている戸塚の

里、制度事業を活用、新たなニーズを発掘、そこから

制度によらない事業と制度活用をうまく融合させ、次

への目標である「共生型」への展望を見出している点

が特徴的といえます。二つの新たなモデルを参考に、

共生型への取り組み、そして地域住民の声を反映した

新たな地域福祉モデルの展開を図ることが大切である

ことをこの研修会で感じることができました。 
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