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研究所だより

みなさんは、「しあわせ」を、どうイメー
ジするだろうか。
　先日、気持ちのいい秋晴れの明治学院
大学横浜キャンパスで「しあわせの経済
国際フォーラム2019」が開催された。準
備に向けた実行委員会で、メインビジュ
アルの議論がされていた際、間中ムーチョ
さん描きおろしの迫力ある絵を前に、実
行委員長の辻信一さんは、「このフォーラ
ムでいう『しあわせ』は、優しくてふわ
ふわしたものではなく、もっと力強くて
エネルギッシュなもの」だと話していた。
　社会的ウェブメディアgreenz.jp企画
の、「ローカル経済をどうつくっていく
か」をテーマにした分科会で、経済学者
で社会起業家のマイケル・シューマンは、
経済をローカルにする基本的なステップ
を話した。まず、統計データから地域外
に出ていっているお金の額を把握し、若
者、お年寄り、障害や出所者を含めた地
域の起業家たち（名人達人）の力を知る。
そして地域で重要な役割を持つ個人や機

関の消費を変えていくこと。ワーカーズ
コープの実践と引き付けながら、地域で
お金を循環させるためには、現状どのく
らいのお金が地域外の大資本に吸収され
ているかを把握することで、説得力のあ
る活動が行えると感じた。
　世界中から熱い思いをもつ仲間がつど
い、「ローカリゼーション」「しあわせの
経済」をキーワードに学び合い、実際に
地域でどう取り組むかを具体的に考え、
新しいネットワークを広げていくその場
は、辻さんの話していた「力強くてエネ
ルギッシュ」な「しあわせ」を、体感で
きるような時間だった。
　もう年末の足音が聞こえてくる時期に
なった。慌ただしさも相まって、ぐんぐ
ん と ス ピ ー ド を 増 し て い く 毎 日 に、
ニュースサイトには国内外不安になるよ
うな記事ばかりが流れ、目まぐるしく変
化させられる自分の感情に疲れた時に思
い出したい時間が、しあわせの経済国際
フォーラムには流れていた。

マルシェでワーカーズコープのブースに、
ガイドブックも並んだ。

報告をするイギリスLocal�Futures創設者
ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ

研究所だより 荒井　絵理菜
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研究所活動日誌（2019.10.16〜11.15）

16日（水）
17日（木）

17−18日（木‐金）
21日（月）
23日（水）

24日（木）
25−26日（金‐土）
28日（月）
30日（水）

31日（木）

1−2日（金‐土）
1日（金）
2日（土）

3−4日（日‐月）
5日（火）
6日（水）
7日（木）
8日（金）

8−10日（金‐日）
9日（土）
11日（月）
12日（火）
13日（水）

14日（木）
15日（金）

厚生労働省社会福祉推進事業ヒアリング調査WT（千葉県富里市）
全国協同集会�in�kanagawa�実行委員会、本部情報戦略連携会議
映画「Workers被災地に起つ」上映、川崎平右衛門顕彰会・研究会（東京小金井）
社会福祉推進事業アンケート調査WT会議
厚生労働省社会福祉推進事業アセスメントツールモデルWT会議（大阪市立大
学：梅田）、広井良典理事懇談（京都大学）、立命館西川幸穂常務理事と懇談
地域未来産業会議（11月号取材）
労協連全国代表者会議、法制化推進フォーラム
第３回社会福祉推進事業　調査検討委員会、協同総研事務局会議
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座【未来の働き方シンポジウム第１回実行
委員会】、第５回よい働き方研究会
センター事業団組織検討委員会

全国事務局員候補等合同研修会
センター事業団おーぷんはうす金町取材（11月号）
JYC関西シンポジウム
第６回生活困窮者自立支援全国研究交流大会
東レ経営研究所　研究会参加
新潟大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
『協同ではたらくガイドブック』出版記念イベント準備・設営（農文協）
社会福祉推進事業ヒアリング調査（北海道釧路市）
しあわせの経済国際フォーラム
埼玉大学ワーカーズコープ寄附講座（深谷フィールドワーク）
本部シンポシオン、社会福祉推進事業アンケート調査WT会議
労協連合同５役会議、日本社会連帯機構理事会
協同組合関係研究所交流会実行委員会、『協同ではたらくガイドブック』出版
記念イベント準備・設営（農文協）
センター事業団おーぷんはうす金町再取材、440Hz打合せ
全国協同集会in�kanagawa　第13分科会　Link�Line神原薫会長と打合せ、ホー
ムページ開発会議

10月

11月
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研究所活動日誌・今後の予定

今後の活動予定（2019.11.16〜2020.1.30）

16日（土）
19日（火）

21日（木）

22日（金）
23日（土）
25日（月）
26日（火）
28日（木）

29−30日（金‐土）

2日（月）

3日（火）

4日（水）
6日（金）

8日（日）
9日（月）
10日（火）
11日（水）
12日（木）
13日（金）
14日（土）
16日（月）
18日（水）
19日（木）
23日（月）

社会福祉推進事業アセスメントツールモデルWT会議（大阪市立大学：梅田）
社会福祉推進事業ヒアリング調査（島根県邑南町）、新宿若者サポートステー
ション受入（21日、22日）
『協同ではたらくガイドブック』出版記念イベント（農文協）、センター事業団
ふじみ野そらまめ訪問、第６回よい働き方研究会
全国協同集会　事務局会議
市民電力講座
労働関係研究所座談会、本部全組合員会議、社会福祉推進事業アンケートWT会議
センター事業団事務局員候補説明会、よい仕事研究交流集会2020打合せ
労協連理事会
全国協同集会�in�kanagawa（１日目�全体会、２日目�分科会）

厚生労働省社会福祉推進事業ヒアリング調査（広島県広島市）、広島市協同労
働プラットフォーム事業訪問
労協連合同５役会議、駒澤大学NPO論（松本典子教授）出講（相良）、協同総研
事務局会議
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座出講
専修大学「社会運動論」（内山哲郎教授）映画「Workers�被災地に起つ」上映、
エコプロ2019
月歩双書創刊記念イベント報告（利根川）
厚生労働省社会福祉推進事業ヒアリング調査（高知県高知市）
事務局員制度検討プロジェクト
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座【第２回実行委員会】
センター理事会
日本社会連帯機構　総会
センター全国事務局員会議
明治大学　地域活性化論B実習受け入れ（まめの樹）
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
桃山学院大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
第４回社会福祉推進事業調査検討委員会、協同労働研究会

11月

12月
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25日（水）
26日（木）

12月28日（土）−
2020年1月5日（日）

6日（月）
9日（木）
10日（金）
16日（木）
18日（土）
20日（月）
25日（土）
27日（月）
30日（木）

新潟大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
労協連就職氷河期プロジェクト、労協連望年会
研究所　閉所

仕事はじめ、和歌山大学ワーカーズコープ論出講（相良）
桃山学院大学ワーカーズコープ論出講（相良）
労協連新春交換会
桃山学院大学ワーカーズコープ論出講（相良）
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座、公開講義【未来の働き方シンポジウム】
和歌山大学ワーカーズコープ論出講（相良）
協同総合研究所理事会、研究会
和歌山大学ワーカーズコープ論出講（相良）
第５回社会福祉推進事業　調査検討委員会

2020年１月
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協同の發見誌活用プロジェクト

一般社団法人 協同総合研究所

冊 円

販売中

実践・研究の宝庫
今、知りたい情報と問いたいテーマがここに!!

の

「協同」

■年 会 費：個人会員／購読会員 12,000 円

学生・障がい者 6,000 円 団体会員 30,000 円

■会員サービス：会員の方は、総会への参加(年 1回)及び下記のサービスが受けられます

・所報『協同の發見』誌（毎月 1回）の会員価格適用での頒布

・各種研究会への参加費の会員価格適用

・書籍購入の際の会員価格適用

会員募集中

特別価格



一般社団法人 協同総合研究所
TEL E-mail: kyodoken@roukyou.gr.jp

※お名前、ご住所などの個人情報の記入欄を設けてありますが、個

人情報は書籍の発送・請求以外の目的に使用することはありません。

また、ご本人の同意なく第三者に提供することもございません。

ご注文 番号
下記の太枠に必要事項をご記入の上、協同総合研究所にお送りください。

所属先

- -

こ
ち
ら
の
コ
ー
ド
か
ら
も

ご
注
文
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
注
文Q

R

コ
ー
ド

ふりがな

ご氏名 購入部数

電話番号 メールアドレス

送付先

定価： 円（税込）
会員・組合員： 円（税込）

部

〒 -

✓
✓
✓

“

”




