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・編集室から

いました︒

箕牧 中国と韓国は︑太平洋戦

争では︑日本によって大変な迷

惑と被害を蒙った国です︒お互

いの国の立場を乗り越え人類と

しての共通理解が必要だと思い

ます︒

再検討会議に

私 は︑ ２ ０ １ ０ 年 と 今 年

行きました︒そのときアメリカ

２０１５の

の人達に原爆の悲惨さを語る

再検討

会議について︑私も箕牧さんと

小林 ２０１５年

一緒にニューヨークに行きまし

を切ったことを︑必ずお詫びし

際︑先ず︑日本が戦争の火ぶた
聞かせください︒

ています︒それが〝公平〟だと

思うのです︒

が︑アメリカの人たちに原爆の

うことはあまりしませんね︒

被害を訴えると︑向こうの人は

箕牧 そうです︒私たち被爆者
ました︒残念です︒

しかし︑結果は﹁合意文書﹂の

小林 そうですね︒核保有国と

必ず太平洋戦争の始まりとなる

日本の﹁真珠湾攻撃﹂を持ち出

きませんでした︒世界唯一の被

核兵器反対の声を明確に表示で

小林 箕牧さんは国連ロビー

知っておくべきですね︒

われます︒そのことを日本人は︑

国︑韓国の猛反対で流れてしま

おう﹂という日本の提案も︑中

島・長崎の被爆地を訪れてもら

小林 核保有国の首脳に︑
﹁広

熱心に聞いてくれました︒しか

を呼んで︑多くの人が集まって

箕牧 私の話が進む毎に人が人

どうでしたか︒

なかったです︒いつまでも〝核 で︑集まった人達に被爆の実態
の傘の下〟にいては駄目ですね︒ を訴えました︒その時の反応は

爆国である日本国民として情け

原爆投下は﹁仕方がなかっ
箕牧 お互いの立場と利益の主 して︑
︑
﹁当然のことでは⁝﹂とい
張ばかりでした︒日本の国も︑ た﹂

かったですね︒

非核保有国との意識格差は大き

不採択︑本当にがっかり失望し

たニューヨークに行くのですか 小林 普通︑被爆された方は︑
ら︑ある種の覚悟がいりました︒ 傷が大きすぎてお詫びするとい

行機に乗って︑数千キロも離れ

箕牧 歳を取って 数時間も飛

た︒現地に行かれての感想をお
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継承
1942 年（昭和 17 年）３月生まれ。
1945 年８月、原爆投下２日後、母親に手を引かれて行方不明の父親を捜す
ために広島市内中心地に入り残留放射線被爆を受けひん死の状態を経験する。
日本被団協全国理事・広島県被団協副理事長・北広島町原爆被害者の会会長
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年前︑２つの原子爆弾が︑広島・長崎市に投下された︒たった
２つの爆弾は︑一瞬にして数十万人の命を断ち︑それ以上に多くの
人々を苦しめ︑幾多の人生を奪い破壊した︒
﹁非人道性﹂
︑
﹁絶対悪﹂
が言われる核兵器︑その恐ろしさと悲惨さが︑年とともに人々に忘
れ去られようとしている︒またそのことを語り伝える︑被爆の証言
者も︑歳月とともにその命の灯を消しつつある︒一方で︑二度と戦
争という過ちを繰返さないように︑何かをしなければならないと︑
努力をする人達︒今日は︑そのなかのお二人にお話を聞いた︒
70

憎 む こ と は し な い︒ し か し︑
未来は平和であってほしい⁝

箕牧 智之 さん
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小林 被爆 年︑被爆の証言を

してきました︒そして︑私が話

上げて︑私にいろいろな質問を

ば良いと思われますか︒

これからはどのようにしていけ

する人が年々少なくなります︒

的でした︒ひっきりなしに手を

すことで核兵器の恐ろしさがか

箕牧 そうですね︒私はいま

した︒話し終えたとき︑顔見知

かし私はそれにかまわず続けま

ん！﹂と注意されましたが︑し

人から﹁そこで演説しちゃいか

ことは禁止されていて︑警備の

し︑本当はその場所で演説する

が核保有国のアメリカに行って

箕牧 そういう意味でも私たち

核の怖さが解るようです︒

た人の話を聞くと︑実感として

牧さんのような被爆体験をされ

す︒しかし︑彼等も︑実際に箕

のは正当だという考えがありま

ら︑若い人にも原爆を落とした

とを書いてあるそうです︒だか

に攻撃したのは日本﹂というこ

小林 向こうの教科書では︑
﹁先

必要があると思いましたね︒

解ったことですが︑私たちが鳴

箕牧 ニューヨークに行って

ますか︒

どのようなことを望み期待され

小林 受け継いで行く若い人に

ければいけません︒

ています︒その仕組みを考えな

市以外の所でもその動きが起き

えてもらいたい︒広島市・長崎

を語り継いで︑それを後世に伝

達が健在なうちに︑被爆の実相

歳を超えられています︒その人

方です︒他の方はほとんどが

歳︑被爆者のなかでは一番若い

りのカナダ在住の日本女性から︑ 話をすることは大事だと思いま

り物入りで国連に訴えに行って

にいた外国の方達も︑実際に被

の報道陣でした︒しかし︑そこ

人は︑ほとんどが日本人と日本

小林 国連の本部に詰めかけた

れに対して一言︒

発言した報道がありました︒そ

ナで﹁核﹂の使用を考えた︑と

のプーチン大統領が︑ウクライ

かだったと思いますが︑ロシア

小林 日本の国に対して何か一

だきたいと思います︒

となって︑世界に発信していた

ていただいて核兵器禁止の﹃核﹄

のような若い人にもっと勉強し

声が届いていません︒小林さん

す︒

爆された方の話は︑食い入るよ

箕牧 核保有国のおごりです

言があれば︒

﹁箕牧さん︒良かったよ︒感動で

うに聞いていましたね︒箕牧さ

ね︒本当に怖いことです︒プー

箕牧 やはり︑隣の国々と仲良

も︑意外と世界の人に被爆者の

んは︑学校に行って学生さんに

チン発言は︑
﹁核使用は紙一重

くしていただきたい︒それが平

再検討会議のさな

も話をされました︒その時の様

のことで起こりうる﹂というこ

和の基本だと思います︒

小林

子をお話しいただけますか︒

とを物語っています︒

小林 ありがとうございまし

け継いでがんばります︒

は解らなかったのですが︑日本

のです︒

た︒私たちも箕牧さんの心を受

ですから私たちは︑核兵器禁

箕牧 市内の何処の高等学校か

す﹂と言ってもらえました︒
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改めて︑若い人に訴えて行く

なり理解できたようでした︒

70

のシャイな学生さんと違って︑ 止を訴え続けて行く必要がある
アメリカの学生さんは実に積極

2
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被爆の体験を受け継いで…

小林 卓也 さん

静岡県出身、1994 年（平成６年）２月生まれ。大学生協の学生理事となっ
て、核兵器廃絶運動に参加、広島大学経済学部３回生。広島大学消費生活
協同組合学生理事・組織 OZ 部員

す︒

とによって︑世界的な平和への

﹁若い世代間の交流を促すこ

ド等の国を訪問し︑

アメリカ︑フィンランド︑イン

業の国際化戦略の一環で︑中国︑

被爆の実態を知る

でジョンさんは︑事

認識を促進できる﹂という思い

顧客との共同作業を意図し︑人

と

をもった若者ジョン・アンダー
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を広げてきました︒

同組合企業体により設立された

出身で︑現地のモンドラゴン協

州バスクのゲルニカ・ルモ市の

ジョンさんは︑スペイン自治

は︑
﹁日本を見たかった﹂とい

うジョンさんの日本訪問の理由

本語を勉強したこともあるとい

子どもの頃から日本が好きで日

月︑一人で日本を訪れたのです︒

そのジョンさんが︑今年３

モンドラゴン大学︵経済学︶を

うことです︒

は︑自分が所属する協同組合

東京に降り立ったジョンさん

︵イノベーション・プロセスの

と同じ協同組合という伝手を

職員だったジョンさんは︑子

お父さんも労働者協同組合の

連を紹介され広島市を訪問しま

い﹂ということで︑広島県生協

訪問︒そこで︑
﹁広島に行きた

頼って労働者協同組合の本部を

どもの頃からモンドラゴンの協

した︒広島では︑広島県生協連

では持ち前の熱意と行動力とで

も友好を深め︑高田専務の案内

来︑続いて高田公喜専務理事と

の岡村信秀会長との関わりが出

たちまち頭角を現したジョンさ

で広島市とヒロシマの原爆被害

ん︑現在では

営スタッフの役職に就いていま

ようです︒

んの話に大変強い印象を持った

ました︒なかでも佐々木禎子さ

の実態を知って強い感銘を受け

の主要経

よく学んでいました︒

同組合の仕組みと仕事について

タッフとなりました︒

コンサルティング会社︶のス

同組合が創設した

卒業後︑モンドラゴン労働者協

て来ました︒

ニカ・ルモ市から︑広島市にやっ

ル・ ム サ タ デ ィ︵ Jon Ander 間中心の設計︑ラジカルで革新
︶さん︵以下ジョン︶が︑ 的な教育プログラム︑ビジネス
Musatadi
遠くスペインのバスク地方ゲル の市場戦略を確立し︑活躍の場
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スペインの若者たち︑
そして被爆 年の夏
８月６日を挟んで︑暑い広島
の夏を経験したスペインの若者
た ち︒ ８ 月 日︵ 月 ︶︑ 帰 国 の
途に︒初々しい未来ある若者た
ちは︑約１週間広島で何を感じ
たでしょうか︒
ピレネー山脈をはさみ︑スペ
インとフランスの両国にまたが
るバスク地方︒そこに住む人々
はバスク人と呼ばれ︑ヨーロッ
パの他の地域とは異なる言語を
持ち︑独立心の強い独特の文化
を育んできました︒近年では美
食とアートの都としても注目を
浴びている地域です︒
バスク地方最大の都市︑ビル
バオ︵バスク語ではビルボ︶は︑
スペイン有数の大都市とは思え
ないほど緑豊かで︑治安も良い︒
バスク語は独特の言語で︑悪魔
が︑バスクの娘を誑かそうとし
てバスクの国に７年間滞在した
けど︑とても難しくて覚えたバ
と﹁いいえ﹂
スク語は﹁はい﹂ Bai
だ け だ っ た︑ と い う ジ ョ ー
Ez
クもある︒また︑中世フランス
にはバスク語を勉強するという
刑罰があったほど⁝︒
スペインの若者たちが︑スペ
インと日本の懸け橋になり︑ひ
いては世界平和の礎を次世代に
築いてくれることを願って︑１
週間の滞在の様子を
紹介します
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（ジョン・アンダール・ムサタディ）
８月７日、松井広島市長を表敬訪問。ゲルニカから持って来た折り鶴を手渡す

70
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平和の心を受け継いで

スペイン ゲルニカ・ルモ市から訪れた『平和の使者』

Jon Ander Musatadi さん

3

この千羽鶴は︑ジョンさんが事

前にゲルニカ市長を説いて︑広

島市の松井市長に親書を送って

いただいたことによって︑ジョ

ンさんと共同創設者アナさん︑

ゲルニカの２人の高校生によっ

て︑８月７日に広島市の松井市

長を表敬訪問して手渡されまし

た︒

﹁折り紙プロジェクト﹂は︑

ジョンさんがヒロシマから平和

に対する強い感銘を受けたこと

によって︑若い人達の力で平和

の文化を培い︑広島市とゲルニ

島市と同じように︑１９３７年

が住むゲルニカ・ルモ市は︑広

動力を発揮します︒ジョンさん

ジョンさんは︑早速持ち前の行

は︑ゲルニカ・ルモ市内外の

で︑開催しました︒イベントに

設に生まれ変わった﹁アストラ﹂

ゲルニカの兵器工場から文化施

１９９３年８月︑今年 歳です︒

ジョンさんの生年月日は

るフランコ反乱軍による空爆

このイベントでは︑ 年前に

ピカソの﹃ゲルニカ﹄というタ

ました︒その惨劇は︑パブロ・

と化すという大変な被害を受け

９００名近い負傷者︑町は瓦礫

ス・イリオンド氏による証言が

ルニカ爆撃の体験者であるルイ

を関連づける取組みとして︑ゲ

前にゲルニカで起こった出来事

広島で起こった出来事と

によって︑１６００人の死者︑

イトルの絵となって今日世界的

なされました︒また︑
﹁広島県

年

に知られています︒

生協連﹂とその活動支援者が撮
を通じて結びつけたのです︒６

全員が視聴しました︒その後で

ビデオの上映が行われ︑参加者

ルモ市と広島市とを〝折り紙〟 影した２人の被爆者による証言
月 日︑彼自ら﹁ゲルニカから

全員で千羽鶴を折ったのです︒

弱冠 歳のゲルニカの青年が︑

方ゲルニカ・ルモ市の一青年︒

対側にあるスペインのバスク地

日本の広島市からほぼ地球の反

21

ていきます︒
︵取材・ヤマト︶

和の心が地球規模で受け継がれ

の距離を超えてヒロシマに︒平

に応え︑ゲルニカから数千キロ

界の平和を願って︑自らの感性

ら頼まれたのでもなく︑ただ世

するために行動を起こす︒誰か

を結びつけて︑世界平和を促進

とを知って︑ゲルニカと広島市

ヒロシマと佐々木禎子さんのこ

21

した︒

歳の学生約２００人が参加しま

とを目指したものです︒

クトの代表となり︑その一環と カ・ルモ市の間に深い協力関係
して大規模な平和イベントを︑ を築き世界の平和を促進するこ

が世界を繋ぐ

４月 日︑スペイン内戦におけ

ゲルニカ・ルモ市に帰った

平和のための行動

折
紙り
ジョンさんは︑このゲルニカ・

12
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ヒロシマへの折り紙﹂プロジェ

4

70

８月３日、ヒロシマでの第１回ミーティング
８月３日、ヒロシマでの歓迎を受けて
８月５日、2015 ピースアクション in ヒロシマの会場で

８月３日、大勢の人が訪れる折り鶴の子の像
折り紙プロジェクト
ジョン・アンダール・ムサタディと、協同組合「TZBZ」
が立ち上げたプロジェクトで、折り鶴を折ることで平和へ
の意識を醸成し、広島とゲルニカとの関係を強化すること
を目的としている。
TZBZ
スペイン・バスク自治州にある私立大学・モンドラゴン大
学の学生 14 人が立ち上げた協同組合。コンサルティング
業務を中心に、インドにおける児童婚撲滅を目的とした教
育支援等の社会的なプロジェクトや、企業と大学とのビジ
ネス面における連携を促進するプロジェクト等を実施して
いる。バスク自治州ビスカヤ県の県都ビルバオを拠点に活
動している。

ゲルニカでの「折り紙プロジェクト」イベント
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平和の心を受け継いで

2015 ピースアクション in ヒロシマ
１分間の黙祷を捧げる

挨拶をする松井一實広島市長

2015NPT に参加した横断幕

大勢の子どもでにぎわう灯籠づくり

澤田智子お二人の被爆ヴァイオ

リン・ピアノの演奏で始まりま

した︒二つの楽器の美しいメロ

ディーと演奏は〝鎮魂〟の日に

ふさわしく︑会場内は厳粛さに

包まれました︒

続いて︑松井一實広島市長の

挨拶︑主催者を代表して日本生

協連浅田克己会長の挨拶があり

ました︒次にリレーメッセージ︑

被爆者を代表して箕牧智之さん

の話︑舟入高校演劇部﹁童心寺﹂

物語上演︑子ども平和会議の紹

介へと続きます︒

虹のひろば会場では︑各地か

ら参加した生協ブースで︑組

再検

合員相互の交流が図られていま

す︒また︑２０１５

イターの報告も︒そして︑遠く

スペインのバスク州ゲルニカ・

ルモ市からヒロシマを訪れた

﹁折り紙プロジェクト﹂の４人

が︑会場の人達と交流を図って

いるのが見られました︒

フィナーレは︑虹のひろば合

唱団の合唱で幕を閉じました︒

5

２０１５年８月５日︑ピース

アクション ヒロシマ虹のひろ

68

オープニングは︑田野倉雅秋︑

ました︒

生協１５００人の熱気に包まれ

セージに︑全国から集まった

ば会場は︑
﹃継承と創造﹄をメッ

in

討会議に出向いたジュニア・ラ

N
P
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お父さんの詩を朗読する少女

メッセージを読み上げる子ども

フィナーレは、
「虹のひろば合唱団」の合唱と朗読で

継承と創造

舟入高校演劇部演劇『童心寺』物語

被爆 年︑
そして未来へ︱

詩を朗読する司会者 被爆の絵を描いた基町高校美術部員
被爆ヴァイオリンコーナー

被爆者代表箕牧智之さんのメッセージ
スペインからも平和の仲間が

子ども平和会議

舟入高校演劇部演劇『童心寺』物語

オープニング
「被爆ヴァイオリンと被爆ピ
アノ演奏」
。
ヴァイオリン：田野倉雅秋、
ピアノ：澤田智子
主催者挨拶をする日生協浅田克己会長

集
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ジュニアライターの報告

70

特

集

８月５日︵水︶広島県立総合
体育館において︑
﹁子ども平和
会議﹂を開催し︑全国 生協か
ら 名の子どもたち︵小学２年
生〜高校２年生︶が参加しまし
た︒
この子ども平和会議は︑ピー
スアクション ヒロシマ﹁継承
と創造﹂をテーマに︑これから
の未来を担う子ども達が継承者
として平和を語り継ぐきっかけ
になればと︑長崎県生協連と広
島県生協連が被爆 年という節
目の年に企画をしました︒

参加した子ども達は︑自分た

53

in

70

14

子ども平和会議の様子

ど︑当たり前の幸せを奪ってし を創っていきます﹂
まうもの﹂
﹁正しい事を知って というアピール文を採択しまし
伝えることが大切﹂など︑さま た︒
子ども平和会議に参加した子
ざまな意見が出ました︒これら
ども達の感想には﹁他の県の
を踏まえ︑子ども平和会議では
ちの住んでいる地域で起こった ﹁二度と同じ過ちを繰り返さ 人と交流することで︑自分の知
らないことを知る事ができた︒
﹂
戦時中の話など︑事前に学習し な い た め︑ 話 し 合 い を し た
たことをグループに分かれ交流 り︑周りの人に伝えたりする ﹁命の大切さや戦争の怖さを︑
を行いました︒また︑全体学習 ことで平和への思いを訴え続 周りのひとに伝えていきたい﹂
などの声がありました︒
では︑広島平和文化センターの け︑核兵器のない平和な世界
荒瀬課長より﹁平和な世界をめ
ざして﹂と題し︑世界に対する
平和への取り組みや核兵器につ
いてのお話しを聞き︑グループ
に分かれ﹁核兵器や争いごとを
なくすために私たちができるこ
と﹂をテーマに︑意見を出し合
い発表しました︒
子ども達からは︑
﹁戦争は自
分たちにとって大切なもの︑家
族・友達・夢・希望・楽しみな

同日の午後に開催された、虹のひろばのステージで平和のアピールを発表

未来を担う若者が
核なき世界をアピール

2015 ピースアクション in ヒロシマ「子ども平和会議」・安全保障法案に対する要望書

広生協連発第 2015―035 号

2015 年 7 月 10 日

内閣総理大臣
安倍 晋三 殿

安全保障関連法案に対する要望書

広島県生活協同組合連合会
会長理事

岡村 信秀

現在、国会で審議中の新しい安全保障法制を構成する 11 法案については、これまでの「専守防衛」を

事実上撤廃するもので、憲法を超えた解釈の中で法整備が行われようとしており、拙速な国会審議に危惧
をいだいております。

安全保障関連法案は、集団的自衛権の行使を可能にすることなど、戦後日本の安全保障政策の大転換で
あり、歯止めのない集団的自衛権の行使につながることになり、戦争放棄を明確にうたう憲法９条に反し
ます。

集団的自衛権行使を可能とする安全保障関連法案に係る最大の問題は、世論調査（2015 年 5 月 30 日、
31 日実施、
「説明不足」と感じている国民の比率が 81.4％）でも明らかなように、日本の進路を大きく変
えようとする政策の転換が、国民不在のまま進められようとしていることです。まさに今回の法案と審議

の進め方は、平和国家の根幹である「立憲主義」と「民主主義」を自ら放棄するものです。6 月 4 日の衆
議院憲法審査会では、3 人の憲法学者全員が「憲法違反である」と明言したことと合わせて、共同通信社
の世論調査 (6 月 20 日、21 日実施 ) でも、安全保障関連法案が「憲法に違反していると思う」との回答は
56.7％、法案そのものへの反対が 58.7％と過半数を超えています。
安倍首相は、この専門家の意見と世論調査に表れている民意に真摯に向き合い、正面から受け止めるべき
です。

安全保障関連法案
に対する要望書

ヒロシマは 70 年前、人類史上初めて原子爆弾投下により、多くの市民が犠牲となりました。今なお被
爆者の多くは、その後遺症に苦しんでおられます。私たちの願いは、二度とそうした惨事を繰り返さない
ために、戦争も核兵器もない平和な世界を実現させていくことです。
どうか、人類の恒久平和を求めるヒロシマからの、心からの願いをお聞きいただき、安保法制関連法案
については、将来に禍根を残さないためにいったん廃案にして、国民全体でオープンな議論をしっかりと
時間をかけて行うことを要望いたします。

6

広島県生協連では、安全保障関連
法案に対する要望書を
安倍晋三内閣総理大臣及び
大島理森衆議院議長に
提出しました。

因島平和の集い・2015 ピースナイター

集いの様子
講師の小林卓也さん

日立造船因島生協

き続き︑ポートピアはぶ︵多目

３年小林卓也様に︑ご講演をい

講師には︑広島大学経済学部

会を開催しました︒

的ホール︶にて平和の集い︵講

ただきました︒小林様は︑広島
島大学消費生活協同組合学生理

２０１５

スナイターは広島の復興の象徴

イターが開催されました︒ピー

のマツダスタジアムでピースナ

８月５日︵水︶
︑広島市南区

組合員の子どもや高校生ら 名

ドに立ちました︒５回の裏には

の感謝の思いを込めて︑マウン

子さんが平和への祈りと広島へ

するプリマバレリーナの森下洋

ピースナイター開催！

でもある広島東洋カープと協力

で８回目を迎えました︒市民の

絶と平和の願いの発信を目的に

し︑プロ野球を通じて核兵器廃

ｍ の高さの赤いピースライン

び上がった︑原爆ドームと同じ

の誘導で緑に染まる球場に浮か

からなるグランドパフォーマー

森下洋子さんの始球式

２００８年から開催され︑今年

60

２０１５市民平和行進に引

演会︶を開催いたしました︒今

大学現役の学生さんですが︑広

アクション虹のひろばのテーマ

事としても活躍されており︑今
再検

年の４月〜５月ニューヨーク国

の﹁継承と創造〜被爆 年︑そ
70

して未来へ〜﹂を踏まえ︑被爆

連本部で開催された

分かり易く若者のエネルギーみ

なぎる言葉でお話をして下さい
参加者から印象的な意見が出

ました︒
されました︒先日もテレビ放送
で取り上げられていましたが︑
学校現場において︑子どもたち
に平和学習の時間が取れていな
く︑優秀な生徒でも平和に関す
る理解が乏しいとの事でした︒
継承と言う観点からも︑今後の
活動において︑子どもたちと一
緒に参加できるような企画を考
えていきたいと思っておりま
す︒今後とも皆様のご協力をお
願いいたします︒

は広島の被爆二世で世界で活躍

ました︒

廃絶と平和の願いで一体となり

上げられ︑スタジアムは核兵器

による平和のメッセージが読み

マジン﹂に乗せ︑森下洋子さん

のもと︑ジョン・レノンの曲﹁イ

25

70

年﹁若者による平和活動への
70

取り組み﹂をテーマとして講演

討会議の代表派遣団の一員とし 間でも︑平和のイベントとして
て参加されました︒講演の中で︑ 定着してきています︒今年は広
島東洋カープ 阪神タイガース

N
P
T

平和活動への取組みを始めた

N
P
T

経緯や︑
再検討会議報告︑ のカードで行われ︑両チームの
現在取り組んでいる活動など︑ 選手は袖にピースワッペンを付
けて試合に臨みました︒始球式

対

年は︑被爆 年を向え︑ピース

参加者全員で平和を願ってピース！

﹁平和を願って﹂ 因島平和の集い

集
特

５回裏のパフォーマンス

7

会員だより

福島生協病院新築オープン

理念・
﹁私たちは︑患者さんの立場に立った医療を実践します︒
﹂

装となりました︒都市部の限ら

い病院づくりをめざして︑新病

メージした落ち着いた色調の内

た福島生協病院の新築移転がい

れた敷地の中で︑病院の諸機能

院の建設運動には生協組合員も

組合員・役職員の悲願であっ
よいよ実現し︑２０１５年９月

をコンパクトにまとめ︑患者様

主体的に参画してまいりまし

この間︑利用者にもやさし

２日に新病院オープンという運

が利用しやすい設計をめざしま

た︒２０１２年９月に２００名

アップするとともに︑在宅医療

保健予防︑健康づくりをバック

充実させます︒そして︑地域の

般外来とともに慢性疾患医療を

ていきます︒また︑初再診の一

病院の身にまとっております︒ 域の医療によりいっそう貢献し

院﹂として︑誇らしい気持ちで

﹁私たちみんなでつくった新病

など︑役職員および組合員一同︑

０００人の参加者で成功させる

工記念けんこうまつり﹂を７︐

場跡地で行った﹁新病院建設着

た︑２０１４年３月に旧市民球

などを進めてまいりました︒ま

新病院外観

たいという願いに応え︑創立以

地域で最期まで安心してくらし

﹁地域包括ケア時代﹂を迎え︑

引き続き皆様のご協力をお願い

える年に新たな出発をします︒

福島診療所の開設から 年を迎

福島生協病院の出発となった

60

田代 忠晴
明るく開放的な病院内

みんなでつくった新病院

びとなりました︒この間︑ご協

した︒

集会﹂を皮切りに︑
﹁もしも組

を集めた﹁新病院建設スタート

力いただきました皆様には心か
ら感謝申し上げます︒
完成した新病院は︑地上８階

新病院では一般病棟 急( 性期 ) 病院に活かしたら⁝プロジェク
︵通称﹁もしプロ﹂
︶という
に加え︑新たに回復期リハビ ト﹂

合員３８︐０００人の英知を新

組合員と職員との意見交換会を

地域の保健予防︑健康づく
りをバックアップ
日本全国各地と世界から平和大

リテーション病棟と地域包括ケ

回行い︑医療構想や設計検討

建て︑その２階南側の窓には昭

通りに提供された樹木の緑を映

ア病棟の﹁新機能﹂を持ち︑地
そして︑建物内部も﹁森﹂を

を支援する機能を強化します︒

和 年の﹁供木運動﹂によって︑

し込み︑平和の﹁森﹂の姿を新

通って患者様が訪れることをイ

私たちの病院は︑地域住民・生

来貫いてきた無差別平等の医療

力を集めてつくった病院です︒ す︒

開院の時を迎えているところで

32

協組合員と医療者の協同の心と

11

いたします︒

新病院エントランス

を引き続き進めてまいります︒

8

福島生協病院 新築オープン！
福島生協病院 院長

事務局だより

広島県消費者団体連絡協議会「通常総会」・マイナンバー法に関する学習会・特定商取引法を知ろう

２０１５年度

11

12

12

新会長に澤井氏

所 属 団 体
（公社）広島消費者協会
ＪＡ広島県女性組織協議会
呉市消費者協議会
広島県地域女性団体連絡協議会
廿日市市消費者協会
因島消費者協会
NPO 法人消費者ネット広島
広島県生活協同組合連合会

役 職
会 長
会 長
会 長
会 長
会 長
会 長
理事長
会長理事

名
前
徳田 洋子
松本 治美
清田 清美
澤井 清子
前田 幸子
吉本田鶴子
吉富啓一郎
岡村 信秀

ける規制︑安全管理措置︑罰則

マイナンバー法に関する学習会を開催！

広島県生協連理事会は︑７月

日︑第２回理事会終了後に︑ 等︑わかりやすく解説いただい

に関して︑組織体制の変更等︑

の学習会を︑後藤紀一弁護士を

が必要であることを確認した︒

管理を行えるよう︑早急な対応

題点︑マイナンバーの利用にお

経緯から︑マイナンバー法の問

が急がれる︒

マイナンバー法の立件趣旨︑ マイナンバー法の導入への準備

講師にお招きし︑開催した︒

されている﹁マイナンバー法﹂ 個人番号や特定個人情報の安全

２０１５年度 月に導入が予定

広島県生協連役員が参加して︑ た︒特に事業者の安全管理措置

10

消費者ネット広島

特定商取引法は︑消費者トラ

れにより︑事業者による違法・

守るルールを定めています︒こ

リング・オフ制度等︑消費者を

業者が守るべきルールと︑クー

不適切な勧誘行為の禁止等︑事

態ごとに︑書面交付の義務付け・

を消費者被害から守っていただ

を知り︑自分や自分の周りの方

は深刻です︒消費者を守る法律

絶ちません︒特に高齢者の被害

ていますが︑消費者被害は後を

商法﹂について注意を呼び掛け

連日︑新聞やテレビで﹁悪質

話していきます︒

悪質な勧誘行為を防止する︑消

︵文責・事務局長 宗山隆幸︶

きたいと思います︒

この７つの取引についての説明

入﹂の７つです︒次回からは︑

務提供誘引販売取引﹂
﹁訪問購

取引﹂﹁特定継続的役務提供﹂﹁業

売﹂
﹁電話勧誘販売﹂
﹁連鎖販売

引類型は︑
﹁訪問販売﹂
﹁通信販

特定商取引法の対象となる取

す︒

費者の利益を守るための法律で

ブルを生じやすい特定の取引形

やクーリング・オフについてお

﹁特定商取引法﹂を知ろう①

⒊ ２０１５年度意識調査活動
の実施
⒋ 消費者団体活動交流会の開
催︵２０１６年２月３日開催予
定︶
これからも︑消費者のくらし
と健康︑権利を守るため︑加盟
する消費者団体が相互に連絡を
保ち︑情報交流︑学習︑研修等
に連携して取り組み︑連帯を強
めて広島県の消費者運動を発展
させていきます︒

広島県消費者団体連絡協議会 構成団体

10

通常総会開催

13

広島県消費者団体連絡協議会
広島県生協連が事務局を務
め︑広島県内の８つの消費者団
体で組織する広島県消費者団体
連絡協議会の２０１５年度通常
総会が７月 日︵月︶
︑広島県
消費生活課研修室にて開催され
ました︒以下の３議案が提案さ
れ︑審議の結果︑３議案とも満
場一致で承認されました︒
︵第１号議案︶２０１４年度活
動報告並びに決算報告の件
︵第２号議案︶２０１５年度活
動方針ならびに収支予算案の件
︵第３号議案︶役員改選の件
役員改選では︑新しく会長に澤
井清子さん︵広島県地域女性団
体連絡協議会会長︶
︑副会長に
徳田洋子さん︵広島消費者協会
会長︶
︑監事に松本治美さん︵Ｊ
Ａ広島県女性組織協議会会長︶
が選任されました︒
続 い て 第１ 回 幹 事 会 を 開 催
し︑以下の議題を協議し承認さ
れました︒
⒈ 消費者のつどい２０１５の
開催︵２０１５年 月 日開催
予定︶
⒉ 食品の安全に関する推進プ
ラン﹁食品の安全ウォッチング
活動﹂の実施︵ 月︶
消費者のつどい 2014 の一場面（寸劇）
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事務局だより

福祉・介護委員会報告

第２回福祉・介護委員会議事録

⒉ ２０１５年度課題の具体化
について
人材育成の研修会の取組みに
ついて
ボランティア・生活支援サポ
ーター養成研修の開催につい
て
日常生活圏域別の３生協の資
源情報集約の取組みについて
３．２０１５年広島県への要請
内容︵地域福祉・介護・医療の
分野︶について
４．２０１５年度のトップ視察
研修について
５．広島市の地域密着サービス
事業者募集への対応について

療︑介護・予防︑生活支援︑住
まいのサービスを充実させ︑住
民自身が住み良い地域づくりに

元々は 年前に生協内の人事異
動で福祉部門の仕事に就きまし
た︒
ここでは︑医療・購買生協の

地域や組合員のニーズに基づく
新たな事業も興していきたいと
考えています︒

医療生協と購買生協が持ってい
る事業や組合員活動の資源を持
ち寄り総合力を発揮して行く事
が地域への貢献に繋がります︒

参画していくこと︵地域包括ケ
ア︶が重要になります︒こうし
た時に︑同じエリアで活動する

事業連帯促進の仕事について︑ ていく事で︑事業効果を更に深
私の思いをお伝えします︒
める事が出来ます︒
広 島 市 内 に は２ つ の 医 療 生
またこれからの地域社会で

は︑日常的な生活エリア毎に医

談支援センターも広島市の委託
を受けています︒これらの事業
所の人材や地域でのネットワー
ク︑情報︑ノウハウを総合化し

(1)

(2)

(3)

第２回理事会報告
選任の件
⒈ 広島県農業関係施策検討会
議への派遣
⒉ 広島県環境県民局補助金等
審査会への派遣
︵第２号議案︶第 回生協大会
実施要項について
︵第３号議案︶安保法制関連法
案に関する意見書について
︵第４号議案︶２０１５年広島
県への要請について
︵第５号議案︶２０１５年度主
な役職員向け教育研修実施につ
いて

認した︒
■日 時
︵第６号議案︶一般活動報告
２０１５年７月 日︵月︶
⒈ ２０１５年度広島県生協連
■場 所
業務執行体制について
広島県生協連３階会議室
⒉ ピースアクション ヒロシ
■出 席 盛谷︑飯星︑志々目
マについて
︵広島中央保健︶
︑斉藤︑本浦︑
⒊ 県内連帯の推進について
︑乃美︵福山
⒋ 広島県協同組合連絡協議会 山本︵広島医療︶
医療︶
︑横山︑西谷︵ひろしま︶
︑
協同組合学校の開催について
⒌ ２０１５市民平和行進実施 高田︑岡崎︵広島県生協連︶
︻主な内容︼
案内
⒍ 平和の折り鶴昇華再生事業 １．経営情報集約表に基づく４
生協介護事業の事業・経営状況
支援協議会報告
⒎ 第 回中四国生協・行政合 について
４生協介護事業・経営状況報
同会議について
告
⒏ 広島県生協連賛助会員規則
報告に基づく交流
について
in

今年の４月より︑県生協連に 行っています︒生協ひろしまも
新設された医療・購買生協の １９９８年より福祉事業を実施
事業連帯担当として勤務を始め しており︑３生協を合わせると
の介護関係の事業所を運営し
た岡崎晃と申します︒３月末ま
では生協ひろしまで福祉事業部 ています︒更に２つの地域包括
門の責任者をしていましたが︑ 支援センターと１つの障害者相

27

第２回理事会議事録
■日 時
２０１５年７月 日︵金︶
■場 所
広島県生協連３階会議室
■出 席 理事 名中 名出
席︑監事２名中１名出席
︵出席理事︶岡村︑高田︑盛谷︑
岡野︑横山︑吉山︑武田︑近江︑
斉藤︑乃美︑金築︑長谷川︑戸
田︑門田︑
︵出席監事︶塩道
□議決事項
以下の項目について資料に基
づき提案説明を行い︑全員異議
44

□報告事項
各事項について資料に基づき
説明を行い︑全事項について確

14

なく承認決定した︒
︵第１号議案︶他団体の公職承
認及びコープ・アドバイザーの

(1)

(2)

57

10

17

住み良い地域づくりを⁝

31

16

協があり︑医療・介護事業を

10

晃
岡崎

新加入スタッフ紹介
福祉・介護委員会報告
理事会報告

MESSAGE

何のために私たちは働くのか

自分達が運営する CO-OP で、夢を叶え , 世界に発信

ジョンさんは弱冠 歳︑日本
でいえば︑大学を卒業し就職活
動で苦労して職に就いたばかり
の年齢だ︒つまり︑日本ではま
だ何も手につかない新人社員と
いうことになる︒ところがジョ
ンさんは︑大学時代にモンドラ
ゴン協同組合企業体を背景に︑
自分達だけで立ち上げた労働者
協同組合
︵ ※ ３︑４
参照︶に所属し︑現在では選ば
れて組織のプレジデントの席に
いる︒また︑彼は︑世界を巡っ
て︑コンサルティング業務を中
心に︑教育支援等の社会的なプ
ロジェクト等で︑数々の実績を
挙げてきている︒立派なプロの
事業家でもある︒
事業の過程のなかでジョン
さんは︑今年３ 月に日本を訪
れ︑広島の被爆の実態や︑佐々
木禎子さんの折鶴にまつわる悲
しい出来事を知り︑バスクに帰
るや否や︑
﹁折り鶴プロジェク
ト﹂を企画し︑ゲルニカ・ルモ
市と広島市とを結ぶ平和の架け
橋になることを決意し行動に移
した︒
﹁なぜ日本に来たのか？﹂と
いう問いに︑
﹁ 歳の頃日本語
を習うほど日本に憧れ日本が好
きだった﹂とジョンさんは言う︒
しかし︑日本文化︑歴史︑人︑
どれをとっても大好きだという
が︑特定のものを挙げることを
彼はしない︒今度の日本訪問は︑
もっと深い意味があるように思
える︒彼は会話中︑
﹁日本の若
い人は何のために働くのか﹂と
いう問いをこちらに発した︒
この言葉には︑経済至上主義
の今日の日本社会と︑現在の経
済優先の社会状況が当たり前だ
と考えている私達に︑一石を投
じたように思えたのである︒
少し︑ジョンさん個人につい
て紹介する︒彼のお父さんは︑
ゲルニカの労働者協同組合の普
通の職員だったが︑祖父は︑地
元で水産会社を経営し︑アフリ
カモロッコの西方に浮かぶスペ
イン領カナリヤ諸島でホテルも
経営している︒いわゆる実業一
家である︒しかし︑ジョンさん
は︑成年に達するまで祖父がそ
のような事業家であることを一
切知らなかったという︒なぜな
ら︑おじいさんは︑商売のこと
を︑特にお金のことを孫に聞か
せることをあえてしなかったの
である︒バスクの民は〝誇り高
い〟民族だといわれているが︑
自分の孫に自分が携わっている
仕事を一度も話題にしないとい
うことは普通はあり得ない︒何
だか︑日本のサムライにまつわ
る話のようだ︒バスクの人の本
質が伺えるエピソードである︒
彼が所属する
は︑モ
ンドラゴン協同組合企業体を
バックに大学生が自分達で出資
し︑しかもそこで働く人は生協

の原則である一人１票の投票権
を持つ自由平等の組織である︒
企業紹介には︑事業内容として︑
新しいビジネスイニシアチブ︑
人間中心のサービスの設計︑教
育イノベーション︑ビジネス戦
略︑国際化︑チームのコーチン
グ︑サービスの設計︑エクスペ
リエンスデザイン︑チームリー
ダーシップ等が列記されてい
る︒要はすべてのコンサルティ
ング事業が主な仕事だと言って
いい︒大学時代からジョンさん
はこの組織で︑一つの責任を持
たされ︑３年間に約２００万円
の利益を上げるというノルマを
課せられ︑協同組合とビジネス
のノウハウを学んだという︒
﹁折り紙プロジェクト﹂とと
もにジョンさんが日本の広島に
来たのは︑事業の一環だと考え
られる︒そして︑﹁これから私は︑
日本を始めとして︑一人一人の
夢を形にするための〝ジュニア・
コーポレイト〟
︵学生だけで運
︶を作りたい︵既
営する CO-OP
に日本で明治大学と東洋大学に
ワークショップを設立︶
﹂とい
うことを言葉に力を込めて話し
たのである︒そして︑若い人達
が一緒になって創成する〝ジュ
ニア・コーポレイト〟の力によっ
て﹁
〝ジャイアント・インパクト〟
を世界中に発信する﹂ことが彼
のいちばんにめざすところだと
眼を輝かす︒

ここ何年か続けて８月５日のピー

︻編集室から︼

スアクション ヒロシマの虹のひろ

人達にも目見え︑できれば大人と考

子ども達が︑父兄だけでなく一般の

くことが出来なかった︒将来を担う

に上がった︒が︑少ししか言葉を聞

ども平和会議﹂の皆さんがステージ

ばでは︑平和の担い手を継承する﹁子

言の継承が急がれている︒虹のひろ

化が取りざたされ︑多くの処で︑証

たが︑被爆の証言をする人達の高齢

か▼今年の標語は﹁継承と創造﹂だっ

次年度の良き手本になるのではない

かな会場だったのは︑好感が持てた︒

うに派手なパフォーマンスのない静

はないが︑虹のひろばが︑今年のよ

安易な言葉の使い方に思えて好きで

▼〝被爆〟○○○という言い方は︑

た人達の鎮魂となったように思えた

く者の心を和ませ︑原爆でなくなっ

とピアノの優しく哀しい調べが︑聞

でスタートだったが︑ヴァイオリン

インパクトのあるパフォーマンス等

ピアノ演奏によるスタート︒例年は︑

プニングは︑
〝被爆〟ヴァイオリン・

は何かが違った印象を受けた︒オー

ば会場を訪れている︒そこで︑今年

in

えを話し合う場面があったならば

広島県生活協同組合連合会

もっと良かったのではと思う︒
︵ ︶

生活をめざして

平和とよりよき

Y

〒 730-0802 広島市中区本川町 2-6-11
第７ウエノヤビル ５F
TEL 082-532-1300 FAX 082-232-8100
E-mail : kenren.h@proof.ocn.ne.jp
URL : http://hiroshima.kenren-coop.jp
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日々のことから
●プロフィール

Jon Ander Musatadi ( ジョン・アンダール・ムサタディ）

1993 年８月 21 日、スペインバスク自治州ゲルニカ・ルモ市に生まれる。2015 年
同州ギプスコア県・アラサーテのモンドラゴン協同組合企業体設立のモンドラ
ゴン私立大学経済学部を卒業。在学中から、労働者協同組合に興味を持ち、モ
ンドラゴン大学の学生 14 人で立ち上げた協同組合 TZBZ に所属し、現在 TZBZ
の執行役員の席にある。
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