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労協連だより研究所だより

　今年の７月も、豪雨が各地を襲い、熱海
では大災害となってしまいました。異常気
象は日本だけの問題ではなく、ドイツやベ
ルギーでも大規模な洪水被害が起こってい
ます。気候危機は目に見える形で私たちの
生活を脅かしていますが、熱海の被害も盛
土が原因のような話になってしまい、残念
ながら本質的な問題に踏み込んだ発言はほ
とんど聞かれません。もっと長いスパンで
目の前で起こっていることを考えていくこ
とが大切であると、あらためて思います。
　ようやく梅雨が明け青空が戻ってきまし
たが、今度は灼熱地獄の日々が始まるのか
と思うと気が重くなります。いよいよ東京
オリンピック・パラリンピックの開催が間
近に迫り（７月20日に執筆）、そういえば今
大会の最大の問題点は真夏の東京の暑さで
あったことを思い出しました。無観客となっ
たので、観戦者やボランティアの危険はか
なり回避されると思いますが、選手や関係
者はそうはいかないでしょう。都民は蚊帳
の外に置かれ、国内の経済効果も期待でき
ず、選手にとっては悪条件の中での競技と
なりますが、IOCや放映権を持っているア
メリカのテレビ局などは大儲けのようです。
　新型コロナウイルス・デルタ株の感染拡
大の危機に直面し、緊急事態宣言下で飲食
店ではお酒も出せず、交通規制などの不利
益を被りながら、たくさんの税金が投入さ
れ開催されるオリパラに対して、私たちに
何の発言権もないのは納得がいかないこと

です。各調査でも約６割の人が開催すべき
でないと回答していることから、多数の意
見が無視されていることになります。都議
会議員選挙でも、都民の意思は示されてい
ます。その地に暮らす当事者の意見が反映
されないなら、もはや民主主義社会とは言
えません。
　他方で、労協法の制定とともに、話し合
いによる意思決定を大切にする協同労働が
俄かに注目されています。対等・平等の関
係で意見を出しあって物事を決めていく協
同労働の現場では、民主主義を働きながら
身をもって体験することになります。この
ことが人々の意識にどのような変化をもた
らすのか、協同労働が社会に広がることで
生まれる波及効果の一つとして、私が最も
期待している部分でもあります。

　さて、今年度の協同総研総会で役員体制
も大きく変わり、大高研道先生に理事長を
お願いすることになりました。これまでも
深い理解と愛情を持って協同総研の研究活
動を後押ししていただきましたが、もう一
歩近くに寄り添ってもらいながら協同を探
求する歩みを共に進めることができること
を嬉しく思います。来年には労働者協同組
合法の施行を控え、いよいよ協同労働が社
会の表舞台に登場する今だからこそ、大高
先生をはじめとする理事の皆さんにも積極
的に関わっていただきながら、より深く広く
研究活動を進めていく必要を強く感じます。

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（2021.6.16〜7.15）

16日（水）
17日（木）

18−20日（金‐日）
19日（土）
21日（月）
22日（火）
23日（水）

24日（木）
25日（金）

26日（土）
29日（火）
30日（水）

1日（木）
2日（金）

3日（土）
5日（月）

6日（火）
7日（水）

8日（木）
9日（金）

10日（土）
12日（月）

13日（火）

中西麻由子さんと懇談（産業医による協同労働の組織化）
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
千葉大学第２ターム第２回収録
総会記念フォーラムコーディネーターと事前懇談、新快塾
ぐるぐるプロジェクト会議、田村政司会員と懇談、組合員アンケート検討委員会
未来人材部会、現代座訪問（研究会、タスクフォース会議、ワーカーズの芝居他）、
Nukadoko Club ランチミーティング
統合本部社会連帯委員会会議
協同ではたらくガイドブック実践編打合せ、気候危機アクションチーム会議、三
鷹まちづくり研究員ラボ相良報告
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
協同ではたらくガイドブック実践編打合せ
協同組合等研究組織交流会実行委員会（JCA主催）、ガイドブック実践編作成委員会

未来人財部部会
協同総研事務局内部会議、同志社大学山森ゼミ報告打ち合わせ、社会連帯活動オ
ンライン企画「古都コトKOTO何の音？」
地域未来創生概論報告会、JYCフォーラム総会・理事会
第99回国際協同組合デー記念中央集会、文化学習協同ネットワーク佐藤洋作代表
と懇談
当事者研究全国交流会、日本社会連帯機構事務局会議、ゼミ発表
労協連合同５役会議、同志社大学山森ゼミ報告（荒井）、大高研道理事長打合せ、
Nukadoko Club ランチミーティング
センター事業団本部長・事務局長会議、つくばみらい市高大連携事業FW
労協連理事会、千葉大学第２ターム第６回収録
竹取物語活動
島村菜津さんと懇談、第5回川崎平右衛門研究会実行委員会、ガイドブック事務
局打ち合わせ、Climate live Japan打ち合わせ、子育ちパンフ撮影
ガイドブック実践編打合せ、労働者協同組合を知る講座打合せ【武蔵野プレイス主
催企画】、合縁奇縁HP打ち合わせ、日本社会連帯機構理事会

６月

７月
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今後の活動予定（2021.7.16〜9.30）

16日（金）
17日（土）
19日（月）

20日（火）
21日（水）
23日（金）
24日（土）
26日（月）
27日（火）
28日（水）
29日（木）
30日（金）
31日（土）

1−3日（日‐火）
2日（月）
3日（火）
4日（水）
5日（木）
6日（金）
7日（土）

13日（金）
16日（月）

17−18日（火‐水）

季刊『労働法』末永氏と懇談、武相協同組織研究会（日本大学）
センター事業団新所長研修、小平労協法制定市民フォーラム
労協法推進委員会、センター事業団35年史編纂委員会、社会福祉推進事業打合せ、
東京ぐるぐるプロジェクト会議、気候危機アクションチーム会議
千葉大学第２ターム寄附講座第７回オンタイム講義、福井協同労働推進フォーラム
現代座タスクフォース会議
日本協同組合学会秋大会企画会議
北上市の後藤誠子さん懇談
社会的企業研究会総会・研究会、千葉大学第２ターム寄附講座第８回収録
協同組合等研究組織交流会実行委員会（JCA主催）
きょうどう歯科藤野健正さんと懇談
903シティファーム推進協議会金野美香さんと懇談
自然堂ワーカーズコープ学習会（荒井）、統合本部社連会議
第２回劇場と協同の多摩研究会（現代座）、下北園藝部活動

ガイドブック取材（津山）、天然住宅田中優さん訪問
2021年度第１回協同総研常任理事会
労協連合同５役会議、未来人財部部会、2021年度第１回常任理事会
現代座訪問（センター新人全国事務局員候補研修）、Nukadoko Club ランチミーティング
ゼミ全体発表、地域未来産業進捗報告会
現代座訪問（センター新人全国事務局員候補研修）、ガイドブック実践編作成委員会
2021年度第２回協同総研理事会
沖縄国際大学寄附講座打合せ
沖縄国際大学寄附講座オンライン出講（相良）
つくばみらい市高大連携事業2021

７月

８月

14日（水）
15日（木）

ガイドブック実践編作成委員会、沖縄国際大学寄附講座打合せ
センター事業団全国事業所長会議（16日まで）、社会福祉推進事業で厚労省と懇談、
社会的企業研究会運営委員会
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研究所活動日誌・今後の予定

17日（火）

18日（水）
23日（月）
24日（火）
25日（水）
26日（木）
30日（月）
31日（火）

1日（水）
5日（日）

7日（火）
8日（水）

10日（金）
18−19日（土‐日）

沖縄国際大学寄附講座オンライン出講（古村・相良）、川崎平右衛門研究会実行委
員会、日本社会連帯機構事務局会議
現代座「風は故郷へ」舞台稽古
新快塾、合縁奇縁協同の發見誌アーカイブサイト打ち合わせ
千葉大学第３ターム第１回
千葉大学第３ターム第２回
センター事業団理事会
島村菜津さんと懇談
神戸大学協同組合論（北川太一先生）出講（相良）

千葉大学第３ターム第３回
聞いて、知って、判断する法人設立「NPOに活かす！新法人『労働者協同組合を
知る』」出講【武蔵野プレイス主催企画】（相良）
労協連合同５役会議、千葉大学第３ターム第４回
千葉大学第３ターム第５回
労協連理事会
日本協同組合学会秋季大会

９月
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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


