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「2017 市民平和フォーラム」で
演奏する Carp Jazz

広島県生活協同組合連合会は
今年創立 50 周年を迎えます

特集

広島県生活協同組合連合会創立 50 周年企画

『2017 市民平和フォーラム』開催

岡村会長理事は︑ 年の広島
県生協連の歴史を振り返るとと
もに︑近年の私たちを取り巻く
数々の社会事情・国際情勢にふ
れ︑
﹁本日のフォーラムは︑広
島の被爆復興・カープとお好み
焼︑記念講演︑被爆者からのメッ
セージの３つのテーマを盛り込
んでおり︑戦争も核兵器もない
平和な世界を目指し︑皆さんと
広島県生活協同組合連合会 一緒に考えたい﹂との思いを述
は︑今年創立 周年を迎えまし べ︑挨拶を終えました︒
た︒広島の地にあって︑原爆投
続いて︑来賓の松井一實広島
下︑終戦と戦後の復興という苦 市長の祝辞︒松井市長は︑生協
難の歴史を経験しながら︑生 のこれまでの市政に対する協力
協︵生協連︶は一貫して﹁平和 への感謝の意とこれからも協力
とよりよい生活のために﹂をス に期待する旨をのべ︑祝辞を終
ローガンに 年という歴史を刻 えました︒
んできたのです︒
会の冒頭の挨拶が終わり︑今
この 周年を記念して︑広 日のフォーラムの主題﹁広島の
島県生協連は︑ 月 日︵木︶
︑ 被爆復興・カープとお好み焼﹂
広島市中区広島県民文化セン と題して︑広島市立大学特任教
ターホールにおいて︑
﹃２０１７ 授國本善平氏の﹁何故広島にお
市民平和フォーラム﹄を開催し 好み焼があるのか﹂
︑続いてＮ
ました︒フォーラムに先立って︑ ＨＫ広島放送局報道番組ディレ
主催者を代表して岡村信秀会長 クター鈴木昭弘氏の﹁何故︑
カー
理事が挨拶︒
プは市民に愛されるのか﹂の講
演︒続いて︑広島市立大学平和
研究所教授直野章子氏の記念講
演︑最後は被爆者からのメッ
セージとして広島県原爆被害者
団体協議会副理事長箕牧智之氏
の﹁私の証言﹂によって締めく
くられました︒何れの講演も開
場の大勢の聴衆の心を引きつ
け︑会場に熱い余韻を残したよ
うです︒
︵文責 Ｙ︶
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開会の挨拶をする岡村会長理事

祝辞を述べる松井広島市長
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講

講

演

なぜ︑広島に
お好み焼が
あるのか

お好み焼、カープ、郷土愛を通じて

演

なぜ︑カープは
市民に愛される
のか

﹁なぜ︑カープは市民に愛さ
れるのか﹂というフレーズで壇
上に登場した鈴木氏は︑司会の
玉田陽子さんとのやり取りで︑
カープが初優勝の時は自分は６
歳︵？︶だったと言います︒
今年︑リーグ２連覇を成し遂
げた広島カープは︑残念なが
らクライマックスで横浜ベイス
ターズに敗れ︑日本シリーズ出
場はならなかったものの︑広島
カープファンを興奮の渦に巻き
込みました︒
そのカープが︑なぜ︑市民に
愛されるのか？ 壇上に登場し
た鈴木氏は︑映像でカープの歴
史を振り返りながら︑そのこと

﹁なぜ︑広島にお好み焼があ
るのか﹂というタイトルを掲げ
て講演する國本氏は︑最初に︑
﹁これは学術研究ではありませ
ん︒私的・個人的な意見です﹂
︑
﹁個人のＴＶ・ＣＭだと思って
ください﹂と︑冒頭で会場を埋
めた人たちの肩の力を抜かせ︑
会場をリラックスムードに︒
國本氏の講演は︑最初に︑広
島のお好み焼のルーツがネギ焼
きと呼ばれる〝一銭洋食〟にあ
ることを説明します︒そして︑
会場を埋めた聴衆に︑広島のお
好み焼の普及が︑世界で初めて
原子爆弾の被害を受けた広島の
復興の象徴になったことを︑映

の要因を示していきます︒
カープが市民から愛されるの
は︑まず︑原爆で壊滅した広
島の復興とともに誕生したこと
にある︒何もないところから立
ち上がった︑地方の１球団カー
プは︑戦後の生活困窮にあえぐ
人々の心の支えでもあったので
す︒そして︑そのカープ球団の
礎を築いたのが初代監督となっ
た石本秀一氏の存在だったと力
説します︒また︑
貧乏球団のカー
プを経済的に支えた〝樽募金〟
は︑カープと市民の絆の象徴だ
とも︒そして︑この球団と市民
との絆が︑広島の復興の証でも
あったと話を結びました︒

像や図解︑データによって紹介
していきます︒
國本氏は︑被爆した広島市民
が食糧難で飢えていたところ
に登場したお好み焼が︑人々の
飢えを満たしたことを紹介︒そ
して︑自宅の小さなスペースを
活かしたお好み焼の店は︑原爆
や空襲で多くのものを失った人
の家計を助け︑ひいては広島と
いう町の復興に陰ながら貢献し
たということを強調︒また︑お
好み焼の店は︑貧しい人々のコ
ミュニティ空間でもあったこと
を説明し︑お好み焼の普及が広
島の復興につながったことを改
めて証明しました︒
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國本 善平 氏
広島市立大学 特任教授

鈴木 昭弘 氏
NHK 広島放送局報道番組ディレクター
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広島県生協連合会創立 50 周年企画『2017 市民平和フォーラム』

講

︿被爆体験﹀
の行方

記念講演

ひろしまの平和の意味を考えてみました。
演

私の証言

直野 章子 氏
広島市立大学 平和研究所 教授

箕牧 智之 氏
広島県原爆被害者団体協議会 副理事長
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広島県生協連合会 50 周年企画『2017 市民平和フォーラム』

投下直後の広島市に入り被爆し
ました︒また︑その時に目にし
た光景は︑忘れようにも忘れら

われた女性が立ち寄り︑母親が
桃の缶詰を空けて差しあげたこ
とを覚えているといいます︒そ
して︑箕牧さんは数日後︑原爆

ます︒まず箕牧さんは︑３歳で
あった原爆投下時に︑広島市の
郊外の自宅に︑原爆の惨禍に遭

被爆者である箕牧さんは︑現
在︑広島県原爆被害者団体協議
会の副理事長という立場にあり

直野氏は︑被爆者の体験に触
れたことから話を始めます︒そ
して︑
〝原爆の絵〟①横川橋の
上の大勢の被爆者︑②川に浮か
ぶ膨らんだ被爆者の死体︑③本
川を埋め尽くす動員学徒の負傷
者・死者︑④橋の上から川面に
浮かぶ死体に向かって呼びかけ
る家族︑⑤橋の上の死者の山︑
⑥掘られた穴に放り込まれ油を
かけられて火葬されるたくさん
の死体︑⑦一瞬で燃え尽きた電
車から這い出た黒こげの死体︑
⑨行方不明の弟の死体がマネキ
ンのような光沢だった︑ ⑩見
つけた我が子の死体を火葬する
父親︑等々について説明します︒

いが︑
﹃核兵器禁止条約﹄の国
連での採択に繋がり︑運動の母
体であるＩＣＡＮのノーベル平

広島県原爆被害者団体協議会の
副理事長としての平和運動・原
水爆禁止運動についての状況を
語りました︒多くの被爆者の願

お金の最初の買い物は︑お母さ
んへの洗濯機のプレゼントだっ
たと言います︒そして︑近年︑

分は︑旋盤工として鋳物工場に
就職し︑貧しい暮らしから脱却
するために懸命に働き︑稼いだ

原民喜はこれを﹁新地獄﹂と称
し︑直野氏は︑被爆者の証言を
聞きながら︑﹁何と残酷な⁝﹂と︑
胸をえぐられたと言います︒そ
れが︑被爆者の日常の生活の今
でも︑時おり思い出すのだと︑
被爆者の持続する苦しみを語り
ます︒とくに︑原爆の絵は︑こ
んなに酷いことがあったこと
だけでなく︑人間として死ねな
かった死者の思い︑また︑
﹁二
度とこんな思いを世界の人々に
してほしくない﹂という被爆者
の思いを強調している︒後世の
私たちは︑この被爆者の無念さ
と思いを代弁して語り継いでい
く必要があると強調しました︒

れないと言います︒また︑箕牧 和賞に繋がったことを︑
﹁夢の
さんは︑戦後の自分達を含め︑ ようです﹂と言葉を結びました︒
日本国民の貧窮生活を語り︑自
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記念式典＆レセプション

市民平和フォーラム終了後
は︑会場が中区のメルパルク広
島に変わり︑ 周年記念式典・
レセプションを開催︒
記念式典は︑列席者 人で埋
まった会場で︑司会者の玉田陽

お礼の言葉を述べる高田専務理事

子さんの紹介によって︑主催者
を代表して岡村会長理事の挨拶
で式典が始まりました︒続いて︑
来賓を代表して湯﨑英彦広島県
知事︑松井一實広島市長︑
︵Ｈ
ＪＣ︶広島県協同組合連絡協議
会籾田清会長の挨拶︒引き続い
て︑永年の功績をたたえて︑広
島中央保健生協初代診療所長元
副理事長中本康夫氏︑広島県生
協連前会長理事故冨田巖氏ご息
女冨田千穂︑広島県生協連元副
会長・虹友会会長吉本政治氏︵欠
席︶三方の功労者表彰があり︑
満場の拍手で讃えられました︒
式典の締めくくりは︑代表者
６名による鏡開き︒かけ声とと
もに木槌が振り下ろされ鏡が開
いた後は︑日本生活協同組合連
合会嶋田裕之専務理事の乾杯の
音頭︑会場はカープジャズの生
演奏とともに一気に食事と歓談
の場に︒そして︑
﹁ 年のあゆ
み﹂と題されるＤＶＤが上映さ
れ︑生協連の歴史が紹介されま
した︒最後に︑広島県生協連高
田公喜専務理事のお礼のあいさ
つで︑盛況であった式典は幕を
閉じました︒
︵文責 Ｙ︶
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功労者表彰された中本氏と冨田前会長ご息女

50 周年を祝っての鏡開き

50 年のあゆみと題される DVD も上映された

大勢の出席者と来賓を前に挨拶する岡村会長理事
祝辞を述べる湯﨑広島県知事
祝辞を述べる松井広島市長
祝辞を述べる HJC 籾田会長
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広島県生協連合会創立 50 周年企画・記念式典＆レセプション
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創立 周年を迎えた広島県
生協連は︑ 月 日︵木・祝︶
︑
周年の企画の一環として︑第
回メディア芸術祭マンガ専門
部門優秀賞ほか各メディアのラ
ンキングでも１位を獲得した︑
こうの史代原作﹁この世界の片
隅に﹂の上映会・トークショー
を開催しました︒
会場は︑広島市中区基町のＮ
ＴＴクレドホール︒会場は今年
最大の話題を呼んだ作品の上映
13 50
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会とあって︑７００名近い観客
で埋め尽くされました︒
上映される映画のストーリー
は︑１９４４年︵昭和 年︶２
月︑広島市の江波に住む 歳の
すずが︑突然持ち上がった縁談
によって︑広島市のとなり︑軍
港の街呉へとお嫁に行くことか
ら始まる︒嫁ぎ先の新しい家族
は︑夫・周作︑そして周作の両
親と義姉・径子︑姪・晴美︒
すずが嫁いだ昭和 年は︑太
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大勢の観客で埋まった上映会場
大勢の観客で埋まった会場、映画への期待が高まる
総合司会の玉田陽子さんと栩野幸知さんのトークショー
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広島県生協連合会 50 周年企画「この世界の片隅に」上映会・トークショー

「この世界の片隅に」冒頭シーンと片渕須直監督のメッセージ

「この世界の片隅に」上映会・トークショー開催

平洋戦争も末期︑次第に日本の
敗戦の色が濃くなり︑配給物資
がだんだん減っていく中でも︑
すずは持ち前の工夫を凝らして
食卓をにぎわせ︑衣服を作り直
し︑家族の生活を維持していく︒
また︑そうした中で︑時には好
きな絵を描き︑毎日の暮らしを
積み重ねていくのである︒
１９４５年︵昭和 年︶に入
ると︑呉は︑空を埋め尽くすほ
どの艦載機による空襲で壊滅状
態になり︑すずが大切にしてい
たものが失われていき︑すず自
身も落とされた時限爆弾によっ
て姪と自分の片腕を失う︒そし
て︑８月６日︑広島に原爆が投
下される︒ 歳で呉に嫁いだす
ずを通して︑戦争の悲惨さ︑原
爆投下︑食糧難︑敗戦へと到っ
た当時の様子が描かれている︒
この映画は︑派手さはないが
一人の女性を通して︑戦争の悲
惨さを訴え︑
﹁平和の尊さ﹂と︑
﹁かけがえのない日常生活﹂を
送ることの大切さを︑改めて考
えさせてくれる︒
映画上映のあとは︑この映画
で︑方言指導と︑憲兵︑船頭さ
ん︑闇市のおばあさんなど６役
の声を担当した︑呉市出身の栩
野幸知さんと総合司会の玉田陽
子さんのトークショー︒玉田さ
んの軽快な問いかけに︑栩野さ
んは︑この映画の魅力と︑声優
としての役割の裏側を明かして
くれました︒
︵文責 Ｙ︶

「この世界の片隅に」のワンシーン
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Ａと協議を重ね︑ヒバクシャ国

り︑被爆者７団体︑広島ＹＭＣ

クシャ国際署名︶の推進にあた

器廃絶国際署名﹂
︵通称 ヒバ

ナガサキの被爆者が訴える核兵

推進連絡会準備会﹂立ち上げ
広島県生協連は︑
﹁ヒロシマ・

﹁ヒバクシャ国際署名広島県

にも署名活動に参加いただき︑

和文化センター小溝泰義理事長

た︒この街頭署名には︑広島平

義を訴え︑署名をお願いしまし

市民にヒバクシャ国際署名の意

と一緒に︑街頭署名に︒一行は︑

広島市内で被爆者団体の皆さん

オールヒロシマで取り組む
街頭署名の様子

ヒバクシャ国際署名

際署名広島県推進連絡会準備会

参加者 人が 分で１１８筆の

記者会見終了後︑準備会は︑

︵以下︑準備会︶を９月 日に

政記者クラブで︑準備会の記者

立ち上げ︑９月 日に︑広島市

19

署名を集めた︒

広島県内の署名筆数は︑９月

末現在 万２︐０００筆︵会員

方法︑広島県生協連や広島ＹＭ

る効果︑現在の署名筆数や集約

法︑準備会を設置することによ

からは︑他団体への呼びかけ方

などについて説明があり︑記者

標筆数は︑これまでの署活動の

ている︒１４０ 万筆という目

著名人の呼びかけ人をお願いし

シャ国際署名を広めるために︑

進連絡会準備会では︑ヒバク

ヒバクシャ国際署名広島県推

いる︒

ＣＡのヒバクシャ国際署名の取

実績からは︑達成が厳しい目標

心の高さが伺えた︒今後︑ヒバ

テレビ局５社の取材があり︑関

ヒロシマで被爆者の願いである

けパンフレットを作り︑オール

署名広島県推進連絡会で呼びか

筆をめざす︒

にして︑呼びかける︒

会では︑県民の過半数１４０万 ﹁核兵器廃絶﹂への思いを一つ

クシャ国際署名広島県推進連絡

出された︒当日は︑新聞社６社︑ であり︑今後はヒバクシャ国際

り組み内容などについて質問が

準備会の果たす役割︑目標筆数

記者会見では︑この間の経緯︑ 生協分 万３１３筆︶となって

会見を開いた︒

30
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6

25

11 16

21

呼びかけ人（左から広島県生協連岡村会長理事、広島県被団協
佐久間理事長、広島県被団協箕牧副理事長

被爆者７団体代表のみなさん
街頭署名の様子

Ⅱ
集
特

ヒバクシャ国際署名

会員だより

応える生協としての発展をめざ

す一環として︑ひとつの生協で

10

けんこうチャレンジ
２０１７

報( 告 広島県生協連 藤代えり︶

月 日︵土︶
・ 日︵日︶
︑
福山市でボランティア全国
フォーラム２０１７が開催︑全
国から７４０人が集いました︒
１日目は︑
﹁ボランティア活
動・ 市 民 活 動 の 展 望︵ 総 論 ︶
﹂
をテーマに︑同志社大学上野谷
加代子教授より基調講演があり
ました︒続いて﹁ボランティ活
動・市民活動の展望﹂と題した
シンポジウムで︑広島県生協連
高田公喜専務理事が︑生協の歴
史や地域コミュニティの大切さ
について報告しました︒そして︑
地域から生協を見る必要性があ
り︑良質の共生社会づくり・地
域のセイフティネットづくり・
地域社会づくりが課題であると
強調︒また︑災害ボランティア
︵東日本大震災︑広島土砂災害︑
熊本地震︶の活動︑地域の居場
所づくりの実践事例︵福山医療
生協の居場所づくりからお弁当
のお届け︑生協ひろしまの寄っ
てこ〜家・ふれあい食事会︑広
島医療生協の子ども食堂︶の報
告もおこないました︒
２日目は︑７つの分科会が開
かれ︑活発な議論が行われまし
た︒

18

19
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11

はできない事業課題を３生協の
共同の力で実現し︑組合員をは

協力を誓う４人

シンポジウムの様子

パネリストの皆さん

分科会の様子

左から、広島中央保健生協藤原秀文理事長、生協ひろしま惠木尚理
事長、広島医療生協青木克明理事長、広島県生協連岡村信秀会長

じめ地域の人々が安心して住み
今年のけんこうチャレンジ
続けられるまちづくりに貢献す
は︑話題の映画﹁この世界の片
ることとし︑以下３点を掲げて
隅に﹂の主人公すずさんのイラ
います︒
ストでパンフレットの表紙を飾
①〝地域と組合員ニーズへの総 ることにこだわりました︒キッ
合的対応力の強化〟を行う︒
ズ用のパンフレットを作成し
②そのために︑相互の事業や資 小学校にアタックすることに
源を組み合わせて組合員のニー こだわり︑目標にしていた７︐
ズ に 最 も フ ィ ッ ト す る 商 品・ ０００名の普及を期限内に達成
することにこだわり続け︑つい
サービス︑情報や応対などを切
に８︐０００名を超える申し込
生協ひろしま︑広島医療生協︑ れ目なく提案し提供する︒
みがありました︒
広島中央保健生協の３生協は
③地域支援事業への対応を軸
毎年のことでどのコースに取
月 日︑地域における事業と活 に︑地域づくり︑組合員活動の り組もうかと悩みながら参加さ
動の連携を本格的に推進する協 面でも︑３生協での組合員の共 れた方︑子どもや孫と一緒にと
家族ぐるみで取り組まれた方︑
定書に調印した︒調印式には３ 同活動︑連携を進める︒
生協の理事長と専務理事︑及び
︵報告 広島県生協連 岡崎 晃︶ ちょい足し運動で柔軟性が増し
た方︑すこしお生活で減塩が習
立会人である広島県生協連の会
慣化した方等々︑いろいろな声
長理事︑専務理事が出席した︒
をお寄せいただいています︒さ
今回の協定は︑２０１５年度
らに今年は広島県のヘルスケア
から開始した３生協の〝共同事
ポイントとも連動し︑健康寿命
業３ケ年計画︵ロードマップ︶
を延ばす取り組みとして県民へ
健康づくりの輪を広げる一躍を
づくりの経過を踏まえ︑具体的
担いました︒
な連携や共同事業化を継続して
来 年 は１ 万 人 の 参 加 を 目 指
推進していく為のものです︒
し︑継続して参加することを呼
３生協共同事業化の目的とし
びかけるだけでなく︑取り組ん
ては︑くらしの要求に総合的に
だ結果にもこだわるけんこう
チャレンジをめざします︒
10

３生協が事業と活動の
８０００名 ボランティア全国フォーラム
連携推進の協定書を調印 突破！
２０１７開催！

３生協協定締結式・けんこうチャレンジ 2017・ボランティア全国フォーラム

7

会員だより

介護の日フェスタ・憲法問題学習会・健康まつり

78

12

広島医療生協
40

着る体験など︑楽しそうな参加
者の姿が印象的でした︒台風接
近中にもかかわらず１︐０００
人の来場者があり︑賑やかなま
つりとなりました︒
月 日にはふれあいセン
ター協同にて﹃協同ふれあいま
つり﹄を開催︒この日も台風の
影響で雨模様でしたが︑４００
人が参加︒やきそばや豚汁︑班
サークルで作った小物︑健康
チェックなどのブースが多数並
びまつりは大盛況でした︒
づくりセンター 山本・尾形︶

︵報告 広島医療生協健康まち

29

日

︵報告 広島県生協連森畠哲司︶

う感想があった︒

ても分かりやすかった︒
﹂とい

す︒
﹂
︑
﹁立憲主義の説明が︑と

すい説明で︑今後の活動にいか

できてよかった︒
﹂
︑
﹁分かりや

らは︑
﹁知らない事を知る事が︑

会終了後︑学習会参加者か

３．意思表示をしていくこと

２．話し合うこと

１．学習すること

を紹介しました︒

として︑小熊氏は︑以下の３つ

今後に向けて大切にすること

ていないことを説明︒

ながら︑小熊氏はあまり知られ

今回の改憲の重要な問題であり

﹁加憲﹂
︒特に
﹁緊急事態条項﹂
が︑

が︑﹁立憲主義﹂
﹁緊急事態条項﹂
︑

キーワードとして紹介されたの

今回の学習会では︑３ つの

加しました︒

と論点﹂学習会には︑ 名が参

テーマは︑
﹁憲法をめぐる情勢

法問題を考える﹂学習会を開催︒

小熊竹彦部長を講師に迎え︑
﹁憲

︵木︶日本生協連政策企画部の

広島県生協連は︑９ 月

広島開催！﹁憲法問題を考える﹂
学習会を開催

︵報告 広島県生協連藤代えり︶

らの健康チェックとなりました
が︑介護相談もあって︑たいへ
ん好評でした︒
グルメブースでは広島県生
協連がお茶とコーヒーの販売
︵あっという間に売り切れ︶
︑
ハートランドの野菜販売︵石焼
き芋の試食︶が大盛況︒
ステージでは︑
﹁介護の日﹂
ポスター表彰式︑ケアマネマイ
スター広島認定式も執り行わ
れ︑福祉車両の展示や︑介護施
設訪問バスツアーなど︑介護の
日フェスタならではの企画も満
載でした︒

in

10

28

介護の日フェスタ
﹁ 月 日は介護の日﹂
︑今年
も広島県主催の﹁介護の日フェ
スタ 広島﹂が 月 日︵日︶
に開催され︑７︐０００名を超
える人が訪れました︒
天候にも恵まれ︑カープグッ
ズの当たる抽選会と︑巨大わ
たあめで話題となっているトッ
ティキャンディーファクトリー
には大行列が︑グルメブースも
大いに賑わいました︒
昨年に続いて広島中央保健
生協と広島医療生協は︑健康
チェックコーナーを設け︑ 名
の来場がありました︒ステージ
横のブースで大音量と闘いなが
11

月 日︑共立病院開院 周
年﹃健康まつり２０ １７﹄を
開催︒ジュニアマリンバアンサ
ンブルの元気な演奏でスタート
し︑太極拳やフラダンス︑空手
の演武︑風船アート︑落語等多
様な催しで屋内ステージは大盛
り上がり︒屋外はフードテント
を中心に︑健康チェックやス
ポーツ体験︑煙防災体験︑景品
抽選会など様々な催しがあり︑
会場はどこも活気であふれてい
ました︒薬剤師等職員によるお
仕事体験は特に盛況で︑白衣を

8

11

22

25

11

in

10

講師の小熊部長

熱心に聞き入る会場の様子

質問する学習会参加者

フェスタ会場入口
グルメブース（飲料と野菜の販売）

雨の中︑２つの健康まつり賑やかに
協同ふれあいまつり（上）
健康まつり「フラダンス」
（左）

協専務理事という役がまわって

毎日奮闘していた私に︑学校生

互いの立場を理解し︑共に伸び

う皆さんの心の広さでした︒お

妥協するところは妥協するとい

の内容を理解できないこともあ

せたなら︑それまでとは違った

ました︒この経験を教育に生か

たことは︑主張すべきは主張し︑ い貴重な経験をさせていただき

りましたが︑理事会に出て感じ

教師になっていたのではなどと

学校現場では学ぶことのできな

た現在も生協に惹かれるのはな

役員をやめて二十年あまり経っ

さではないかと考えています︒

とは︑仲間を思う優しさと厳し

います︒皆様に共通しているこ

生にとって大事な宝物となって

方々と触れ合うことによって︑ せていただいたことは︑私の人

小学生の子どもたちを相手に

きたのは︑後２年で定年退職を

考えたこともありました︒

たからだろうと思います︒〇〇

タートさせたことでした︒学校

協ひろしまとの事業連帯をス

在任中の最大の思い出は︑生

し︑発展し続けることを願わず

け継ぎ︑連帯の輪を一層強固に

わってこられた皆様の思いを受

広島県生協連が︑これまで関

ではないでしょうか︒

い何かを生協が持っているから

ぜなのか︒一口では言い表せな

ていこうという連帯の心があっ

それまでの私と生協のつなが

ファーストの心では 年という
歴史を刻むことは出来なかった

現場に増えつつある生協ひろし

にはいられません︒

ひろしまの皆さんの仲間を思う

ができません︒この陰には生協

調印に至ったことは忘れること

話し合いの結果を経て︑連帯の

協を交えた三者が︑三年に及ぶ

るようにとの思いから︑高校生

学校生協の経営にもプラスにな

まの班を維持しながら︑尚且つ

生協の仲間の優しさ

迎えるという時でした︒
りと言えば︑学校訪問された指
定店の方から︑
﹁給料引きでい

のではないでしょうか︒

れて︑商品を購入したり︑職場

にできた生協ひろしまの班に加

入して食料品を購入したりする

ぐらいで︑生協に関する知識は

ほとんどありませんでした︒

新しい出会い
最初は広島市東区光町の事務
所に出勤しても何をして良いか
さっぱりわからず︑当分は借り
とを思い出します︒専務理事と

した︒競争社会を生き抜くとい

私の人間性を広めてくださいま

じめとする多くの皆様と交わら

が︑この間に故中郷会長様をは

四年間という短い期間でした

定店会の皆さんとの出会いも︑ と感謝しています︒

広い気持ちがあったからこそだ
いう立場から︑広島県生協連の

う厳しい世界を歩いておられる

てきた猫のような状態だったこ

理事会にも出席しました︒初め

学校生協独自の組織である指

いのだから﹂という言葉にひか

50

のうちは他の理事の皆様方の話

広島県生活協同組合連合会は
今年創立 50 周年を迎えます

福原 陳安
広島県生協連虹友会（ＯＢ会）幹事
（広島県生協連元常務理事・広島県学校生協元専務理事）

50

教師から専務理事へ

広島県生協連創立 周年に寄せて

50 周年に寄せて

ふれあい

事務局だより

9

事務局だより

被害にあったときの対処法に

害にあうことがないよう︑また

在しています︒情報を知り︑被

者トラブルは身近なところに存

の被害が後を絶ちません︒消費

ターネットを悪用した詐欺など

近年︑振り込め詐欺やイン

あり︑合計で５万円ほど支払っ

の後も手数料等の名目で請求が

号を写真に撮って送信した︒そ

ト券をコンビニで購入して︑番

プリペイド型電子マネーのギフ

ると言われ︑指示されるままに

け取るには登録料１万円がかか

消費者トラブルの
手口を知ろう④
広島県生協連の出席者

永局長はじめ鳥越部長︑今井課 ついて︑日頃から備えておきま てしまった︒返金してほしい︒
︵ 歳代 男性︶
長︑各部署から総勢 名の方に しょう︒
ご出席いただいた丁寧な対応へ
の感謝と︑地域に適した細やか ﹁数億円当選した﹂はずが５万 ひとこと助言
な対応等︑行政と連携を強化し 円の支払いに！ 迷惑メールは ★﹁有料サイトの料金が未納﹂
て地域づくりをすすめ︑豊かで
無視しましょう
﹁当選したのでお金がもらえる﹂
安全・安心な地域社会の実現に
︵２０１７年７月 日 独立行政 などの心当たりのないメールや
向けて貢献することを述べて終
法人国民生活センター 見守り ＳＭＳが届いても︑絶対に開か
了しました︒
ず︑すぐに削除してください︒
15

︵環境県民局長との懇談︶ 消費者ネット広島

広島県の出席者

森永智絵環境県民局長、鳥越直樹県民生活部長、今井洋消
費生活課課長、西川貴則危機管理課主査、渡邉真功消防保
安課主査、坊田祐基平和推進ＰＴ主幹、谷本綾子環境政策
課主査、田坂芳枝こども家庭課主査、山根一人がん対策課
主査、菊池和子食品生活衛生課主幹、木村秀則医療介護人
材課参事、角田寛治地域包括ケア・高齢者支援課主幹、音
成敏文地域包括ケア・高齢者支援課主幹、辰巳広司国保県
単位化推進担当主査、渡辺克己消費生活課主幹

広島県生協連 出席者（8 名）

岡村信秀会長理事、高田公喜専務理事、難波隆宏常務理事
（広島県学校生協専務理事）、盛谷博文常務理事（広島中央
保健生協 専務理事）
、岡野龍広常務理事（日立造船因島生
協常勤顧問）
、横山弘成常務理事（生協ひろしま専務理事）、
岡勝行常務理事 （全労済中四国統括本部専務執行役員）、
福島守事務局長

電子メールやＳＭＳ︵ショート

携帯電話やパソコン等に届く

ります︒メールの内容には反応

を聞き出されたりする危険があ

金銭を要求されたり︑個人情報

★不安を感じたときや困ったと

メッセージサービス︶を利用し
例︼

数億円当選したとのメールが

ください

の消費生活センター等にご相談

で︑本当に当選したかもしれな ︵消費者ホットライン１８８︶

スマートフォンに何度も届くの

申し込んだ覚えはないのに︑ きは︑早めにお住まいの自治体

︻事

しないようにしましょう︒

★安易に連絡をしてしまうと︑

60

た架空請求が後を絶ちません︒

︵報告 広島県生協連 福島 守︶ 新鮮情報第２８５号より︶

広島県 出席者（15 名）

広島県への要請

16

した︒
続いて︑７分野︵地域福祉・
介護・医療・地域包括ケア︑貧
困と格差︑消費者行政︑平和行
政推進︑災害対策・防災︑食の
安全・安心︑環境・エネルギー︶
項目の要請の趣旨説明を高田
専務理事がおこない︑その後︑
出席した広島県の各課長︑主幹
クラスから全要請項目に対して
丁寧な回答があり懇談が行われ
ました︒
要請を受けて森永環境県民局
長より︑
﹁毎年︑気づかないこ
とも含めて問題提起していただ
いていることに感謝している︒
課題を発見し︑解決に向けてご
協力をお願いしたい︒広島県と
しては消費者に対して選択でき
る情報を提供し︑消費者の立場
に立った行政を行なっていく︒
﹂
とまとめのご挨拶をいただき︑
最後に︑高田専務理事から︑森

11

いと思い返信した︒当選金を受

10

広島県生協連は︑ 月 日︑
広島県庁環境県民局長室にて広
島県に対して２０１８年度に向
けた要請を行いました︒
広島県生協連は毎年︑広島県
に対して政策的な要請を行って
います︒広島県生協連が進めて
いる課題に対して︑協力を求め
る内容が主な要請事項です︒
岡村会長の挨拶︑広島県生協
連出席者８名の自己紹介があ
り︑森永環境県民局長へ要請書
の受け渡しをおこないました︒
要請書を受けて︑森永環境県民
局長より︑
﹁地域には様々な課
題があるが︑誰も置き去りには
しない︒生協連の消費者のくら
しへの貢献の長年の取り組みに
敬意を表する︒地域包括連携協
定締結の話も進んでおり︑今後
も連携をお願いしたい︒
﹂とご
挨拶をいただき︑広島県からの
出席者 名の自己紹介がありま
要請文の受け渡し、右が森永局長、左が岡村会長

消費者ネット広島
広島県への要請

15

11

15

MESSAGE

ま考えている︒そういった意味

本格的に俳優を再開したいとい

で︑
﹁この世界の片隅に﹂とい

ジャンルに出演させてもらっ
た︒この世界が本当に水にあっ

う映画での声優の仕事は︑自分

てきた︒一方︑母の実家は︑建

は子供心に父を生涯尊敬し憧れ

だったという︒それだけに︑私

の作戦参謀にまで上り詰めた人

いのに尉官となって︑戦艦長門

た︒というと︑まぐれ当たりの

ちらの方で忙しくなってしまっ

ろ︑当人の思惑を超えて︑そ

トコーディネータを始めたとこ

に︑劇用刺青師・ガンエフェク

に活動の舞台を移す︒同時期

官の一部を手術して︑
﹁金管楽

は︑若い頃喉の病気で︑発声器

が大事だと言われるが︑私の声

の声を担当した︒男の俳優は声

頭︑闇市のおばあさんなど６役

自分は︑方言指導と︑憲兵︑船

る︒この映画では︑地元出身の

の一つの節目の出合いだと思え

ていたのだと思う︒

私は︑広島県の呉市出身だ︒ に活動︑商業演劇のあらゆる
１９５２年︵昭和 年︶の生ま
れだから︑ほぼ 年を昭和の時
代に生きた︒父は海軍の軍人
代に入ると︑映画の世界

設関係の仕事だった︒そのため

だったが︑海軍兵学校出ではな

か︑私は呉市に生まれながら︑ ように第三者には思われそうだ

募し︑東映京都作品﹁仁義なき

学在学中にニューフェイスに応

が好きだったこともあって︑大

う で は な か っ た︒ 私 は︑ 映 画

風満帆のように思えるが︑そ

こう書くと︑自分の人生は順

く︑ということをよく聞くが︑

つの個性でその俳優人生を貫

俳優というと︑一般的に︑一

める〝凝り性〟なのだと思う︒

く自分は︑一つのことを突き詰

に立ったということだ︒とにか

たことが︑その世界で大いに役

も︑とことんまで追求し勉強し

刺青に関しても︑ガンに関して

いる︒

立したのかもしれないと思って

自分の中では︑新しい世界を確

も︑６役をこなせたのだから︑

広島の国泰寺中学・高校に入り︑ が︑そうとも違う︒というのは︑ 器の音﹂しか出せない︒それで

戦い頂上作戦﹂で俳優としてデ

私の場合は別で︑役にはこだわ

大学は関東の千葉工業大学建築

ビュー︒その後︑一度大学に戻

らないで︑何でもやってみたい

ンポルノ作品の主役にスカウト

のオーディションで︑別のロマ

ですよ︑役者みたいなクサイ芝

に︑若いスタッフから︑
﹁ダメ

近は︑役者として出演するたび

のは拒まず﹂ということだ︒最

けれど︑ふるさとのにおいと色

会えた︒人や街は様変わりした

年ぶりである︒懐かしい顔にも

俳優の世界に入って以来︑故

※処女小説﹁元禄自衛隊員﹂
の評判が意外と良かったので︑２冊目を刊
行︒尊敬し憧れの父が所属した海軍の極秘
物語だ︒

学部を卒業した︒

るが︑同級生がシャレで応募し

され︑そのまま〝のほほん〟の

居しちゃ﹂と︑まるで出たがり

﹁来るも
た日活作品﹁嗚呼 花の応援団﹂ というところがある︒

言葉通り︑ 年︑マネージャー

の役者と思われている︒

は変わらず︑すずさんの生きた

あって故郷に帰ってくるのは
もタレント事務所にも縁のな

還暦を過ぎて︑名実共に﹁お

︻編集室から︼

広島県生協連の 周年企画の
一環で︑
﹁この世界の片隅に﹂の
映 画 を 見 る こ と が で き た︒ 改 め
て︑戦争というものは悲惨なもの
だということがよくわかった▼自
分は︑終戦の翌年の２月生まれな
ので︑戦争の悲惨さを体験するこ
とはなかった︒が︑何故か幼い頃
よく見た夢は︑艦載機の機銃掃射
から必死に逃れようとする怖いも
のだった︒後年︑母にそのことを
訊ねたら︑母は︑
﹁終戦の年︑お
前を身ごもっておなかが大きい時
に︑呉市を襲った艦載機の空襲か
ら逃げ惑った﹂と語っていた︒幼
い子どもが︑経験してもいないの
に︑ そ う し た 怖 い 夢 を 見 る と い
うことはどういうことなのか︑今
でも不思議に思う▼﹁この世界の
片隅に﹂の映画では︑原作のすば
らしさ︑また︑原画の線の優しさ
と美しさを知ると同時に︑街並や
自然の情景描写の正確さに驚かさ
れた︒呉市の高校を卒業した私に
とって︑画面に出て来る人々の日
常生活︑街並や自然風景は︑懐か
しさと同時に︑戦争は︑それらを
一瞬に奪う残酷なものだというこ
とを改めて教えてくれた︒
︵Ｙ︶
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〒 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

ゆきとも
とちの

27

い︑俳優人生で現在に至ってい
る︒

広島県生活協同組合連合会

30

じいちゃん﹂の年齢となったが︑ 世界は︑やはり私の心を打つ︒

30

俳優・声優

栩野 幸知

■ プロフィール
1952 年（昭和 27 年）５月広島県呉市生まれ。少年時代を、お好み焼きとカープ
の本拠地、仁義なき街ヒロシマ市で育つ。大学在学中に、東映京都作品「仁義な
き戦い頂上作戦」
で俳優デビュー。30 代で劇用刺青とガンエフェクトコーディネー
ターをはじめたところ、大当たり。60 歳を過ぎた今、また俳優を本格的に再開し
たいと考えている。
「この世界の片隅に」では、方言指導と、憲兵さん、船頭さん、
闇市のおばあさんなど６役の声を担当。

50

その間︑ 代は主に舞台中心

生活をめざして

平和とよりよき

30

20

日々のことから
30 年ぶりに見たすずさんの生き
た故郷の姿は、やはり心に残る…

11

