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労協連だより研究所だより

　2021年度が始まりましたが、みなさんは
いかがお過ごしでしょうか。COVID-19の
感染拡大から１年が経ちますが、変異株が
各地で確認され、気の抜けない日々が続い
ています。ちょうど１年前の４月号（329号）
の研究所だよりでは、ソーシャル・ディス
タンシングが求められる中の課題や、働き
方や暮らし方の変化がもたらす私たち一人
ひとりの価値観の変化が、社会の変化に繋
がればと書きました。その変化の中に、「協
同」が位置付いていくようにという思いは、
昨年12月の法成立で具体化したように思い
ます。
　労協法の成立は、世界的格差拡大や気候
変動といった地球規模の課題が深刻化する
中での“必然”だったという言葉がよく聞か
れます。１年前までは恐る恐るだった「オ
ンラインで繋がりあうこと」が、今ではも
うすっかり“当たり前のこと”になっている
ことを考えると、外的要因がもたらす価値
観の変化は、案外難しいことではないのか
もしれません。
　ところで、この春は、いつもの春とは少
し違う毎日を過ごしています。大学卒業時
から胸に抱いていた大学院への進学を、本
当に多くの方の支えや理解をいただいて、
選択することができました。筑波大学大学
院理工情報生命学術院システム情報研究群
社会工学の近未来計画学研究室で、ワーカー
ズコープに代表される住民主体の地域組織

が地域社会で担っている役割を、まずは公
共サービスのあり方に関連する指標の検討
ということで研究を行っていく予定です。
　修士１年は講義が多く、社会学専攻から
理工分野への進学になり、統計分析のツー
ルは使ったことのないものばかりで戸惑う
ことも多くありますが、ゼミの仲間の連帯
にとても助けてもらっています。矛盾を受
け入れて、失敗を恐れず、研究に励みたい
と思います。
　未知のウイルスの到来に翻弄されていた
昨年と違い、この春はゆっくりと桜を楽し
めたように思います。１年前、「失われた春」
という言葉がよく聞かれたくらい、私たち
はたやすく環境に翻弄され、目の前にある
ことでも見えなくなってしまいます。「自
分の感受性くらい 自分で守れ ばかもの
よ」という茨木のり子さんの詩を思い出す
今日この頃です。

研究所だより 荒井　絵理菜
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研究所活動日誌（2021.3.16〜4.15）

16日（火）
17日（水）
18日（木）
19日（金）
22日（月）
23日（火）
24日（水）
25日（木）
26日（金）
27日（土）

28日（日）
29日（月）
30日（火）

31日（水）

1日（木）

2日（金）

5日（月）
6日（火）
7日（水）

8日（木）

9日（金）
10日（土）
12日（月）

エシカル打ち合わせ、本部シンポシオン
現代座タスクフォーム会議準備企画会議、気候危機アクションチーム準備会
ぐるぐるプロジェクト会議、顧客管理システム（ZohoCRM）説明会
第１回劇場と協同多摩研究会（木村快代表×永戸祐三さん）
協同ではたらくガイドブック実践編企画会議
組合員くらしのアンケート委員会、エシカル打ち合わせ
第１回コミュニティ事業・就労支援条例検討委員会、法推進委員会
労協連理事会、山梨県立大学訪問
センター事業団理事会
JCA労協法研究会「労働者協同組合法と協同組合ネットワークの再構築」、社連活
動竹取物語での山の訪問
社会的企業研究会　柳澤敏勝先生退職記念集会
埼玉大学安藤先生、曽さんと懇談、CLJ×ワーカーズコープ打ち合わせ
日本協同組合学会新理論研究会「協同組合と教育－大学と大学生協の取り組みを
中心に」相良コメンテーター、協同総研事務局会議、社会連帯カレッジ第２回
第４回現代座タスクフォース会議

センター事業団新人事務局員候補入団式、コトノネ×ワーカーズPJ事務局会議、
日本社会連帯機構事務局会議
finocal内山大志さんと懇談、第５回川崎平右衛門研究会　実行委員会、JA教育部
内学習会出講（相良）、ロゴ事務局会議
新人事務局員候補研修「よい仕事」出講（相良）、共同売店に関する研究会
労協連合同５役会議、協同労働推進議員連盟設立総会
エシカルワークス打ち合わせ、Nukadoko�Clubランチミーティング、フードバン
クいたばしパントリー
労協連本部プラットフォーム会議、社会的企業研究会協同労働部会打合せ、くら
しのアンケート委員会
センター未来人財部部会
新潟協同集会、JYCフォーラム理事会
センター拡大広報会議、気候危機アクションチーム打ち合わせ、CLJ×Workersオ
ンラインインスタライブ配信（荒井）、日本協同組合学会常任理事会

３月

４月
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研究所活動日誌・今後の予定

今後の活動予定（2021.3.16〜6.30）

17日（土）
17−18日（土‐日）
19日（月）
20日（火）
22日（木）

22−23日（木‐金）
26日（月）
27日（火）
28日（水）

8日（土）

10日（月）
11日（火）
12日（水）
17日（月）
22日（土）
25日（火）
28日（金）
29日（土）

1日（火）
17日（木）

18−20日（金‐日）
26日（木）

協同総合研究所春季事務局合宿
Earth�Day�Tokyo�2021
くらしのアンケート委員会
大石学さんと懇談
次なるパンデミックを回避せよ！環境破壊と新興感染症コロナ禍の先を考える
センター事業団理事会
協同ではたらくガイドブック実践編検討会議
コニュニティ就労支援条例会議、統合本部社連会議
ぐるぐるプロジェクト会議、フードバンクいたばしパントリー

法政大学大学院『連帯社会とサードセクター』出講（相良）、第１回みんなのおう
ち全国交流集会開催
明治大額地域創造総合講座（大高副理事長）
労協連合同５役会議
本部協同労働プラットフォーム会議、日本社会連帯機構事務局会議
センター未来人財部部会、労協法推進委員会
2020年度第５回協同総合研究所理事会、研究会
日本社会連帯機構理事会
労協連理事会
センター理事会、日本協同組合学会春季大会

労協連合同５役会議
労協連理事会、センター事業団理事会
労協連総会、センター事業団総代会
第９回一般社団法人協同総合研究所総会（通算31回）、総会記念フォーラム

４月

５月

６月

13日（火）
14日（水）

15−16日（木‐金）

新人事務局員候補研修「協同総研」出講（相良）
全組合員会議、労協法推進委員会
センター事業団全国事業所長会議



















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
下記の太太枠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。
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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

〒 -
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✓
✓

“

”



協協同同のの發發見見誌誌活活用用ププロロジジェェククトト 

一一般般社社団団法法人人 協協同同総総合合研研究究所所 

冊 円

販売中

実実践践・・研研究究のの宝宝庫庫 
今今、、知知りりたたいい情情報報とと問問いいたたいいテテーーママががここここにに!!!! 

のの

「「協協同同」」 

■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
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