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　11月29、30日に「いま、『協同』が創
る2019全国集会 in kanagawa」が開催さ
れた。協同総研も実行委員会参加団体と
して、２つの分科会事務局などを務めた。
参加者の感想を聞く限り、得るものが多
く今後の神奈川における多様な団体・人
びとの間の協同の深まりを期待できる集
会となったと思う。
　初日は、川崎を拠点に活動するラッパー
FUNIさんのオープニングパフォーマン
スで幕を開けた。フォトジャーナリスト
の安田菜津紀さんからは、内戦で傷つき
ながらも懸命に生きるシリアの人々の姿
を通して、平和な世界をつくるために一
人ひとりが関心を持つことの大切さが語
られた。パネルディスカッションも含め
て、多様な人々、多様な場所、多様な生
き方が交錯する時間と空間が現出した。
　２日目は、20の分科会がおこなわれた
が、いつものことながら、興味深いテー
マが盛りだくさんで、一つの分科会しか
参加できないのはもったいないと思う。
希望者が殺到して定員オーバーとなった
分科会もあったようで、希望通りの参加
がかなわなかった人もいたと聞く。
　私が事務局を担当した第１分科会「協
同組合と社会的連帯経済」も教室がいっ
ぱいに埋まり、熱を帯びた議論が展開さ
れた。韓国社会的企業振興院のソ・ジョ
ンシュクさんの講演をはじめ、イタリア、

スペインの社会的連帯経済の取り組み、
そして神奈川における実践から市民によ
る地域づくりの可能性を学んだ。
　『協同の發見』２月号が報告集となる
予定なので、お楽しみに。

　12月４日、ペシャワール会の中村哲医
師がアフガニスタンで銃撃され亡くなる
という衝撃的なニュースが入ってきた。
中村医師の功績はあらためて述べるまで
もないが、貧困や格差が蔓延し、絶望的
な思いを抱えてテロへと誘導されていく
人々が後を絶たない世界にあって、私た
ちはどのような態度でのぞみ何をするべ
きなのか、身を持って示してきた方だと
思う。
　12月５日、世界的なロックバンドU2
のボノは来日公演のライブ中に、「偉大
な中村医師を追悼するひとときを持と
う」と呼びかけ、スマホをキャンドルに
変えて観客と共に追悼をおこない、「彼
らは命を奪ったが、誇りまでは奪うこと
はできない」と歌った。
　中村医師の活動は、人びとが平和に生
きていくためには、まともな仕事、必要
なだけの食べもの、安心して暮らせる住
まい、仲の良い友人・家族…、本当にあ
たりまえの幸せが必要なんだと教えてく
れた。そして、決して武力によって平和
を手にすることができないことを。

研究所だより 利根川　德
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研究所活動日誌・今後の予定

研究所活動日誌（2019.11.16〜12.15）

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）
5日（木）
6日（金）

8日（日）
9日（月）
10日（火）

11日（水）
12日（木）
13日（金）
14日（土）

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ドブック』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、創
造集団440Hz取材
労協連理事会、中央労福協70周年記念レセプション
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出講（相良）、協同総研ホームページ事務局打合せ
センター事業団暮らしのアンケート委員会
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（枝廣淳子氏講演）
月歩双書創刊記念イベント報告報告（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、黒田夏香会員と懇談、社会福祉推進事業ア
セスメントツールモデルWT会議
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座
センター理事会、就労支援養成研修
日本社会連帯機構　総会
センター全国事務局員会議

11月

12月
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今後の活動予定（2019.11.16〜2020.3.31）

16日（月）
17日（火）
18日（水）
19日（木）

23日（月）

24日（火）
25日（水）
26日（木）

27日（金）
12月28日（土）−
2020年1月5日（日）

6日（月）
7日（火）
8日（水）
9日（木）
10日（金）
14日（火）

15−16日（水‐木）
15日（水）
16日（木）
18日（土）
20日（月）
21日（火）
24日（金）
25日（土）
27日（月）

明治大学�地域活性化論B�実習受け入れ、社会福祉推進事業アンケートWT会議
協同総研ホームページ開発会議、未来人財部　部会
埼玉大学ワーカーズコープ論寄附講座出講（相良）
センター事業団暮らしのアンケート委員会、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、人づくりに関す
る意見・情報交換会（日本協同組合連携機構）
佐々木聡会員と懇談
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、協同の発見誌１月号特集本
部長・地域事業団代表　座談会
福井県立大学北川太一先生講座出講（相良）
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）
労協連合同５役会議、協同の発見誌１月号掲載分大高ゼミと座談会
協同総合研究所　中間監査、協同総研事務局会議
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
全国協同集会�in�kanagawa事務局会議
労協連事業推進会議
協同組合関係研究所等交流会実行委員会（日本協同組合連携機構）
桃山学院大学ワーカーズコープ論出講（相良）
第３回協同総合研究所理事会、協同総合研究所会員新年会
和歌山大学ワーカーズコープ論出講（相良）
全国協同集会�in�Kanagawa実行委員会
労協連理事会、日本協同組合学会常任理事会
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）

12月

2020年１月
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研究所活動日誌・今後の予定

29日（水）
30日（木）

4日（火）

10−14日（月‐金）
13−14日（木‐金）
15−16日（土‐日）
20日（木）
26日（水）
28日（金）
2月29日（土）−
3月1日（日）

3日（火）
9日（月）
14日（土）

埼玉大学ワーカーズコープ寄附講座
第５回社会福祉推進事業　調査検討委員会

労協連合同５役会議、協同組合関係研究所等交流会実行委員会（日本協同組合
連携機構）
琉球大学ワーカーズコープ寄附講座
センター事業団理事会
JYC全国若者・ひきこもり交流実践交流会�in�とちぎ
全国未来人材会議
労働関係研究所座談会
日本社会連帯機構理事会
全国よい仕事研究交流集会2020

労協連合同５役会議
協同組合関係研究所等交流会実行委員会（日本協同組合連携機構）
第４回協同総合研究所理事会

２月

３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

新年会のご案内
会員の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。年明けに、会員

同士の懇親を深める新年会を企画しました。シンポシオンとしまして、様々にご活動されてい
る皆さまの意見交流会としたく、ステージにマイクをセットし、自由にご発言していただける
形式を取ろうと予定しております。
会員の方でしたらどなたでもご参加いただけますので、どうぞお気軽にご参加くださいます

よう、お願い申し上げます。

日時 年 月 日（土） ： ～
場所 日本労働者協同組合 ワーカーズコープ 連合会

階フリースペース
（ 東京都豊島区東池袋 タマビル）

会費 円

〈参加申込〉 年 月 日（金）まで

メール又は、 、お電話にてお申し込みください。
尚、当日の飛び入り参加も受け付けますので、お気軽にご参加ください。

お名前

ご所属先名

連絡先電話番号

会場までの交通費はご負担いただきますようお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ 一般社団法人 協同総合研究所



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

〒 -

✓
✓
✓

“

”




