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『協同』が創る 2014 全国協同集会 in 九州・沖縄

日時：9 月 28 日（日）13：00～16：30
場所：県教育会館
【プログラム】
１. 基調講演「ワーカーズコープって何～地域づくりにおけ
る協同の役割」
講師：日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会
事務局長 田嶋康利さん
内容：映画「ワーカーズ」30 分版上映後、協同労働の働
き方で市民主体のまちづくりを進める講演 30 分
２.パネルディスカッション
テーマ： つながろう協同の力、ひろげよう協同の輪～
どうする？みんなの困りごと
農業：内田敬介さん，教育：加藤一典先生，福祉：倉田
哲也さん，生活困窮者支援：グリーンコープ生活再生相
談室，学習支援：山下潤さん，コーディネーター：宮北
隆志さん

協同の力で働く喜び、生きるよろこびを！
～ 集まらんですか、語らんですか。平和尊び、生命輝く未来へ ～

山下さんは、日本の未来と農業の価値に
ついて熱く語られ、全国協同総会の開催趣
旨とワーカーズコープ（協同労働）への期
待と驚きを随所に示されていました。
初日のパネルディスカッションへの期
待が大いに膨らみました。
また、分科会はＴＰＰをテーマにした分
科会にご登壇いただけることになりまし
た。

日時：10 月 19 日（日）10：20～17：00
会場：名桜大学多目的ホール ※託児あり（要申し込み）
全国協同集会 in 九州・沖縄の

【プログラム】
第 1 部 パネルディスカッション
「基地に依存しない市民主体のまちつくり、経済の展望」
稲嶺進 氏，前泊博盛 氏，平良朝敬 氏，永戸祐三 氏
第 2 部 パネルディスカッション
「今をいきる、明日をいきる、未来へいきるということ」
伊佐真次 氏，大橋文之 氏，花井正光 氏
第 3 部 映画「Werkers（ワーカーズ）
」の 30 分バージョ
ン上映
リレートーク① 地域からの実践報告
地域でコミュニティ活動、協同の仕事おこしに取り組む
個人・団体
リレートーク② ぼくら、わたしたちの未来の希望と不安
コーディネーター：加藤彰彦

22 日（土）全体会で宮城県石巻
市の亀山紘市長の参加のお願い
に向けて懇談を行いました。
冒頭永戸祐三労協連理事長よ
り全国協同集会とワーカーズコ
ープの主旨説明、東北復興本部の
取り組みも紹介し、亀山市長自身
も九州にはこれまで復興支援や
瓦礫受入れ等のお礼も含め即参
加の意向を仰られました。
今回永戸連合会理事長をはじ
め、石巻からは石巻中高年事業団
の菊地理事長、日本笑い学会石巻
の菊地理事長、日本笑い学会石巻支部伏見事務局長、東北復興本部からは田中本部長（ワーカーズコープ・
支部伏見事務局長、
東北復興本部
センター事業団専務）、岡元副本部長（ワーカーズコープ・センター事業団副理事長）
、小澤事務局長、三船
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エリアマネージャー、一條さん、須田
本部から奥本部長、大場で参加。

からは田中本部長（ワーカーズコ
さん、ＮＰＯ法人博多笑い塾小ノ上マン太朗理事長、九州沖縄事業
ープ・センター事業団専務）、岡

元副本部長（ワーカーズコープ・
懇談終了後、日本笑い学会石巻支部の総会、公演会や夜の懇親会にも参加し、笑い、語り合いをしました。
センター事業団副理事長）
、小澤
また、協同集会には亀山市長は全体会参加、日本笑い学会石巻支部からも分科会等多数参加します。
事務局長、三船エリアマネージャ
ー、一條さん、須田 さん、ＮＰ

上映した作品
【9 月 11 日】
10:30～「アフガニスタン干ばつの大地に用水路を
拓く」
14:00～「賀川豊彦とその時代」＋「愛と協同」
17:00～「カンタ！ティモール」
【9 月 12 日】
10:00～「ワーカーズ」
13:00～「隣る人」
16:30～「遺言～原発さえなければ～」
【9 月 13 日】
10:00～「セヴァンの地球のなおし方」
10:00～
「セヴァンの
13:00～「標的の村」
地球のなおし方」
16:30～「ペコロスの母に会いに行く」
13:00～「標的の村」
16:30～「ペコロスの
母に会いに行く」
朝日新聞に映画
祭の記事が載り
ました！（右は掲
載記事）

「賀川豊彦」 加山久夫先生登場
映画祭初日のスペシャルトークは、加山久夫先生
に、賀川豊彦の生き方、ありとあらゆる社会運動を
作り上げてきた、その思想的背景などを丁寧にお話
いただいた。
印象的なお話は色々あるが、敢えて取り上げると
「全国で 8000 万人といわれる協同組合加入者の１
割でも、２割でも自分が協同組合人であると自覚的
に思考し、行動するだけでも社会は変わる」「今の
協同組合は、縦割りでバラバラになっていますが、
本来、協同組合は１つなんです。互いが各々の役割
を担って社会に貢献していく一つの存在なんです」
を担って社
と、いうようなお話だったと思います。
会に貢献し
ていく一つ
の存在なん
です」と、い
うようなお
話だったと
思います。

熊本大学徳野研究室にて、11 月 23 日分科会『人生 80
年時代の食と農と福祉』打合せをしました。
徳野先生はじめ、横川先生や熊本われもこうの竹熊さ
ん、春日事業所の高次さん参加で打ち合わせ。人生 80 年
時代と言われる中、高齢期の生き方、食べ方、暮らし方、
働き方、つながり方そして看取りまで、食と農と福祉の実
践から地域づくりに向けた分科会です。
神保桂子（ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟理
事）、熊原保（社会福祉法人優輝福祉会 理事長）もこの
分科会には登壇します！！

１１月２３日「農を通して、自然と人間のつながりを見つめ直
す（移動分科会 福岡県糸島市）」の内容が決まりました。
“農”から育まれる“自然”と“人間”のつながりとは何か。
糸島での“農”をはじめとする活動からグローバル化時代の先を
見据え、自然や人間が主体となる新たな地域づくりを模索するこ
とをテーマに糸島で移動分科会を行います。
この分科会は 11 月 22 日全体会にも出演される宇根豊さん（農
と自然の研究所 代表）を中心に、糸島市二丈で活動する団体も

「隣る人」

稲塚由美子さん登場

映画「隣る人」は児童養護施設の日常を丹念に追っ
たドキュメンタリー作品です。企画をされた稲塚さ
んは、この作品が一般公開の困難をこえて、作品を
社会に送り出したプロヂューサーでもあります。
印象的だったことは、舞台になった「光の家」に、
子どもたちに献身的に寄り添う保育者が多いのは
偶然ですか？という問いに、
「はじめは辛くて、２
～３年で辞めたい
と、思ったそうで
す。でも、親に虐
待されたり、親を
失った子どもたち
から、求められる
ことが自分を生か
してくれていると
気づいてからは、
周りの仲間とも触
発されながら成長
することができた
そうです。
」

知花昌一さん登場

参加します。もちろん、宇根さんの田んぼや自然のフィールドワ

映画「標的の村」は５年前の高江町で起きた理不尽
な出来事を記録したドキュメンタリーです。この時
に沖縄の人々が激しく受け入れを拒否したのはあ
の墜落事故の多い「オスプレイ」。そして今、１機
１００億円ともいわれるオスプレイを１7 機も買
おうとしている日本政府が、辺野古に新しく基地を
作ろうとしているのです。
読谷村の議員でいらした知花さんは、
もっと民意を
読谷村の議員
高め、
でいらした知

と分科会担当の藤松所長（ふくおか事業所）
、糸島二丈の山からの

「標的の村」

花さんは、も
っと民意を高
め、沖縄県知
事選挙を他人
ごとにしない
事がとても重
要であるとい
うことにもお
っしゃってい
ました。

ーク、当日は地元の産業まつりも視察します！！写真は宇根さん
風景です。

「高齢者が地域で活躍するコミュニティケアの創造へ」分科会
登壇者小規模多機能施設めおといわ「ゆい」の党 一浩 施設長
を担当事務局上原さん（福寿所長）と訪問しました。
この分科会も 7 月初旬から分科会実行委員会が立ち上がり、福
岡市社会福祉協議会、福岡県高齢者福祉生協と準備してきた分科
会です。
福岡市城南区東油山地区で小規模多機能施設運営とともに認知
症カフェ等も展開され、利用者本人が長年培ってきた地域との関
係性を大切にし、当事者主体のケアの実践をされています。
また、本集会の賛同・協賛も了承頂きありがとうございました。

