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労協連だより研究所だより

　少し冷たい風が秋の訪れを知らせてくれ
るようですね。９月の協同総研の大きな
ニュースといえば、大高理事長の席を用意
したことです。現状では離れ小島の席と
なっており、レイアウトの変更を急がねば
と思っています。席の増加とともにパソコ
ンが１台必要となったため「ZERO PC」
という使用済みパソコンを再生したものを
購入しました。中身を入れ替えることで新
品のパソコンをつくるために排出される
CO2の９割を削減できるエシカルパソコン
です。それと同時に、日本にいる難民の方
の就労の場ともなっています。難民認定の
結果を待つ間というのは、条件の悪い仕事
に就かざるをえなかったり、社会的に孤立
してしまう現状があるそうです。
　このZERO PCの存在を知ったのは、統
合本部の一人の組合員の関心からでした。
社会連帯活動委員会では、地域や社会に役
立つ活動に統合本部の一人ひとりの組合員
が関わることを目標にしています。その委
員会で、現総合企画開発本部の新舘さんか
らZERO PCの工場見学への参加の提案・
呼びかけがありました。そこに参加した方
たちによって、現在では「みんぐる」とい
うチームがつくられ、ZERO PCの普及や
本部の廃棄パソコンの活用を目指す活動が
始まっています。労協センター事業団の事
業所や個人のパソコン購入の選択肢の一つ
としてZERO PCを選んでもらえるようチ

ラシや動画が作成されています。協同総研
のZERO PCの開封・設置のようすも映像
素材の一つとして使ってもらえることにな
りました。また、廃棄パソコンの部品の取
り換えを行いシェアハウスの大学生に４台
のパソコンが送られました。これは、情報
システム部の松井さんがみんぐるメンバー
の一人だから実現したものです。自分の関
心や仕事の経験などが生きる社会連帯の萌
芽がこの池袋の地でも生まれています。

研究所だより 岩城　由紀子
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研究所活動日誌・今後の予定

研究所活動日誌（2021.8.16〜9.15）

16日（月）
17−18日（火‐水）
17日（火）

18日（水）
19日（木）
20日（金）

23日（月）
24日（火）

25日（水）
26−27日（木‐金）
26日（木）

27日（金）

28日（土）
29日（日）
30日（月）
31日（火）

1日（水）

2−3日（木‐金）
2日（木）
3日（金）
5日（日）

6日（月）

沖縄国際大学寄附講座オンライン出講（相良）、埼玉大学寄附講座打合せ
つくばみらい市高大連携事業2021（→緊急事態宣言発令のため11/8‐9に変更）
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、労協法推進委員会
現代座「風は故郷へ」舞台稽古、自然堂ワーカーズ学習会打ち合わせ
未来人財部採用・配属会議、CLJ協力団体オンライン顔合わせ
社会的企業研究会協同労働部会会議、気候環境アクションチーム会議、LFCコン
ポストミニ学習会、ガイドブック打ち合わせ
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タームインターンシップ第1回（立教大学サービスラーニング他共
催）出講（相良）
千葉大学第３ターム第２回（立教大学サービスラーニング他共催）、ガイドブック準備会
センター事業団本部長・事務局長会議
社会的企業研究会協同労働部会会議、つくば市役所「地域が主役のまちづくり」、
ワーカーズコープ若手オンライン交流会
協同組合等研究組織交流会実行委員会、自然堂ワーカーズコープ学習会（荒井）、
労協法成立記念事業PJ
現代座『風は故郷へ』舞台
現代座『風は故郷へ』舞台
ガイドブック打ち合わせ
名嘉憲夫さん取材、神戸大学協同組合論（北川太一先生）出講（相良）、統合本部社
会連帯会議、CLJ撮影、ガイドブック実践編釧路本間さんオンラインインタビュー

千葉大学第３ターム第３回（立教大学サービスラーニング他共催）、第２回協同組
合白書編集委員会、東京ぐるぐるプロジェクト会議
センター事業団新所長研修（発展編）
気候・環境アクション委員会
ガイドブック表紙打ち合わせ、コンセプトルーム会議、フードバンクいたばし運営委員会
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】（相良）
愛知高齢協保見ケ丘取材、労協法制定記念YEAR事務局会議、事務局打合せ

８月

９月
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今後の活動予定（2021.9.16〜11.30）

16日（木）
17日（金）

18−19日（土‐日）
21日（火）
22日（水）
23日（木）
24日（金）
27日（月）
28日（火）
29日（水）
30日（木）

1日（金）

salesforce�打ち合わせ
気候環境アクションPJ会議、日本協同組合学会理事会、現代座「風は故郷へ」振
り返り会議
日本協同組合学会秋季大会
労協法制定記念YEARプロジェクト会議
労協法推進委員会、気候環境アクションチーム会議
第５回川崎平右衛門研究会プレイベント「武蔵野の歌が聞こえる上映」（小平）
日本社会連帯機構事務局会議、salesforce�打ち合わせ
労協法制定記念YEAR事務局会議
ワーカーズコープ立ち上げ懇談（三鷹）、川崎平右衛門研究会実行委員会
自然堂FW&懇談会
協同総研事務局会議、コンセプトルーム打ち合わせ、CLJ学習会事前打ち合わせ

センター事業団新人事務局員候補内定式、労協法制定記念YEARキックオフイベ
ント、東京ぐるぐるプロジェクト会議

９月

10月

7日（火）

8日（水）

9日（木）

10日（金）
13日（月）

14日（火）

15日（水）

労協連合同５役会議、日本社会連帯機構理事会、千葉大学第３ターム第４回（立教
大学サービスラーニング他共催）
労協連理事会、千葉大学第３ターム第５回（立教大学サービスラーニング他共催）
出講（相良）、我流者「時の法令」執筆打合せ
愛知高齢協保見ケ丘ケアセンター取材、未来人材部会、社会福祉推進事業事務局
会議、JCA協同組合白書打合せ
社会的企業研究会運営委員会、酒田こもれび取材
第２回協同総研常任理事会、日本協同組合学会常任理事会、ガイドブック表紙打
ち合わせ
センター事業団鳴海美和子さん取材、ガイドブック３章打ち合わせ、気候環境ア
クションダイアローグ打ち合わせ、労協法制定記念YEAR事務局会議、東洋大堀
本ゼミ東京DEW視察同行
協同組合等研究組織交流会実行委員会、島村菜津さんと懇談



92   No.346／ 2021. ９

研究所活動日誌・今後の予定

3日（日）
4日（月）
5日（火）
6日（水）
7日（木）
8日（金）
9日（土）
10日（日）
12日（火）
13日（水）
14日（木）
15日（金）
16日（土）
19日（火）
21日（木）
30日（土）
31日（日）

5日（金）
6日（土）

13−14日（土‐日）
19日（金）
20日（土）
26日（金）

CLJ�online�学習会【食糧】ワーカーズコープ九州エリア報告
第２回社会福祉推進事業調査検討委員会
合同常勤５役会議
労協連拡大広報戦略会議、韓国社会的企業振興院「社会的経済創業入門課程」出講
センター事業団本部長・事務局長会議（東日本）、武相協同組織研究会
センター事業団理事会
ガイドブック入門編懇談会
第４回首都圏若者サポートネットワークシンポジウム
働きながら学ぶ、生産学校研究会
全国未来人財会議、新潟大学ワーカーズコープ寄附講座出講（相良）
全国未来人財会議、ガイドブック入門編懇談会、
センター事業団本部長・事務局長会議（西日本）
Climate�Live�Japan
首都圏若者サポートネット運営委員会
センター事業団35年史編集委員会
みんなのおうち全国交流会
JYCフォーラム理事会

第３回協同総研常任理事会、全国事務局員会議（３カ年が対象者）
全国事務局員会議
協同労働実践交流全国集会
第５回川崎平右衛門研究会（小平）
2021年度第３回協同総研理事会
労協連理事会

11月



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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