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○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2020年 1 月16日㈭　11時45分～12時25分
Ⅱ．場　　所� 都シティ大阪天王寺　 5階「信貴の間」
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（23名中、19名出席、 4名欠席）
⑵　監事（ 3名中、 1名出席、 2名欠席）
⑶　オブザーバー（ 1名中、 1名出席）
⑷　陪席（ 1名中、 1名出席）

Ⅳ．議　　長� タン会長理事
Ⅴ．議事の経過と要領とその結果

○審○議○事○項
1 　第59回通常総会の件

　小山事務局長より、2019年度活動報告及び2020年度方針（ 1次案）について提案がされた。また会員概況
の原稿執筆の分担について提案がされた。
　討議の結果、2019年度活動報告及び2020年度方針については、各役員の意見を集約し、次回第 5回理事会
にて第 2次案として継続審議すること、会員生協概況原稿の執筆者について全員異議なく承認された。

2 　2020年度年間日程（ 2次案）の件

　小山事務局長より、2020年度年間日程（ 2次案）について提案がされた。
　討議の結果、2020年度年間日程（ 2次案）への意見は別途集約し、次回第 5回理事会にて継続審議するこ
とが全員異議なく承認された。

3 　新年講演会当日運営の件

　小山事務局長より、新年講演会の当日運営、懇親交流会の理事・監事のテーブル分担等について提案がされた。
　討議の結果、全員異議なく承認された。

○報○告○事○項
　報告事項に関して下記の報告がされ、全員異議なく、承認された。

報告事項

【大阪府生協連】

1 ．講座「生協10の基本ケア」開催報告
2．健康チャレンジ第 9回実行委員会開催報告

【日本生協連、他生協等】

3 ．日本生協連全国方針検討集会参加報告
【会員及び友誼団体等】

4 ．連携組織設立準備会議参加報告
5．消費者支援機構関西報告
6．なにわの消費者団体連絡会報告
7．全大阪消費者団体連絡会報告

大阪府生協連　2019年度第 4回理事会開催報告
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　 1月16日㈭、都シティ大阪天王寺（大阪市）にて、2020年新年講演会を開催しました。

　今年の新年講演会は、二宮金次郎（尊徳）から七代目の子孫である中桐万里子さんを講師に

お招きしました。

　タン会長からの新年と開会の挨拶の後、さっそく中桐さんのご講演に入りました。「二宮金次

郎は180センチを超える大男だった」と、小学校にあった像からは想像もつかない二宮金次郎の

容姿から、すべてのことを「よく見る」、「ただ見る」ではなく「よく見る」ことが大切。金次

郎の「報徳」とは、「徳をすれば報われる」ではなく「特に報いる」という意味。生きている自

分たちはあらゆるものから恩恵を受けて生きている。日々の「徳」に感謝し、その「徳」を自

らの力に変えて報いていくなどの金次郎の教えを語っていただきました。中桐さんのお話を受

け、席の近くの人で小グループをつくり、感想などの交流をしました。

2020年新年講演会を開催しました

開会挨拶　タン会長 中桐さんの講演

色んな生協の人でグループ感想交流 112名が参加
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　 1月19日㈰、「2020ニューイヤーコンサート」を、演奏「日本センチュリー交響楽団」、会場

「NHK大阪ホール」にて開催しました。

　午前・午後の 2回公演（ 1公演　定員1,399人）に、14生協から4,778人の申込があり、午前・

午後とも抽選となりました。また東日本大震災の避難者を21名ご招待しました。

　「オーケストラで心躍る新年の幕開け！」とのサブタイトルをつけ、音楽の都・ウィーンで新年

のお祝いに定番といわれている「シュトラウス」の代表的な曲や、2020年に生誕250年となるベー

トーヴェンの曲、またフィギュアスケートの演技曲やディズニーの映画の音楽など、クラシック

の名曲から聴きなれた曲まで盛りだくさんの演奏を楽しみました。そして、今回のコンサートで

はハイライトとなる子ども達に大人気の「パプリカ」をみんなで歌って盛り上がりました。

［演　　　奏］　日本センチュリー交響楽団

［指揮とお話］　関谷　弘志　氏

［プログラム］

◦オープニング

シュトラウス 2世：春の声

◦楽器紹介

オーケストラの仲間たち

◦生誕250年　ベートーヴェン

「アテネの廃墟」～トルコ行進曲

宮川彬良編：シンフォニック・マンボ№ 5

◦フィギュア・スケートの音楽

ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲～スイス軍の行進

◦ディズニー映画の音楽

「アナと雪の女王」よりLet�it�go

「アラジン」メドレー

◦みんなで歌いましょう

米津玄師：パプリカ（NHK2020年応援ソング）

◦ニューイヤーこんさーといえばこれ！

シュトラウス 2世：美しき青きどなう

◦アンコール

シュトラウス 1世：ラデツキー行進曲

「2020ニューイヤーコンサート」を
� 開催しました
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　 1月31日㈮～ 2月 1日㈯に、13生協と大阪府生協連から27名の参加により、第 2回東日本大

震災被災地視察研修を福島県で実施しました。

　福島県生活協同組合連合会の佐藤専務理事のご案内で、一日目は浪江町の請戸小学校、中間

貯蔵工事情報センター、塩屋埼灯台を見学し、小名浜魚市場で海産魚介類のモニタリングや試

験操業の状況などについて学習しました。

　二日目は、双葉郡の情報発信スペース「ふたばいんふぉ」、東京電力廃炉資料館を見学し、東

京電力の案内で、福島第一原子力発電所の構内をバスから見学し、廃炉作業の状況などについ

て説明を受けました。

第 2回東日本大震災被災地視察研修を開催しました

中間貯蔵工事情報センター 小名浜魚市場モニタリング室 塩屋埼灯台

バスで第一原発の見学 1 号機 2 号機

₃ 号機 ₄ 号機 汚染水貯蔵タンク
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セミナーを開催しました

団体リレートーク ブースで活動紹介

第27回ワン・ワールド・フェスティバルに参加しました

　西日本最大級の国際協力のイベント「第27回ワン・ワールド・フェスティバル」が、 2月 1

日㈯・ 2日㈰に、カンテレ扇町スクエア、北区民センター、扇町公園で開催されました。

　大阪府生協連は、JA大阪中央会、大阪府森林組合、ワーカーズコープ・センター事業団関西

事業本部、大阪労働者福祉協議会、近畿労働金庫、大阪ボランティア協会と協同し、セミナー

の開催と、活動紹介ブースを出展しました。

　セミナーは「SDGs達成に向けた協同組合と非営利協同セクターの役割」をテーマに開催し

ました。コミュニティ・サポートセンター神戸の中村理事長から、「居場所づくりから見える課

題」として、誰ひとり取り残さない地域づくりに向け、各団体の連携が重要であるとの問題提

起がされました。

　そのあと、団体リレートークでは、近畿労働金庫、JA大阪中央会、大阪府森林組合、ワー

カーズコープ、大阪ボランティア協会から、SDGs達成に向けた取組みが報告され、意見交換

をしました。

　また活動紹介ブースでは、各団体で担当時間を分担し、大阪府森林組合が製作された2018年

の台風21号で倒木被害を受けた高槻市のヒノキを材料とした木製SDGsバッジの普及と、各団

体のSDGsの取り組み等について紹介しました。
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　 2月12日㈬、大阪府の「令和元年度大阪府消費生活協同組合優良役職員知事表彰」の授与式

が、大阪府府民文化部男女参画・府民協働課の会議室にて実施されました。

　今年度は、会員 3生協からご推薦いただいた 6名と、会員外の生協から 2名が授賞されました。

　各受賞者の生協の発展に寄与された功績に敬意を表しますとともに、皆様のますますのご活

躍をご期待します。

【会員生協の受賞者】

大阪いずみ市民生活協同組合　　糀
こうじ

　　泰
やす

夫
お

　さん

大阪いずみ市民生活協同組合　　宮
みや

下
した

　淳
じゅん

子
こ

　さん

北大阪医療生活協同組合　　　　尾
お

小
こ

山
やま

廣
ひろ

子
こ

　さん

北大阪医療生活協同組合　　　　木
き

村
むら

　英
えい

二
じ

　さん

関西大学生活協同組合　　　　　三
み

輪
わ

田
だ

正
まさ

博
ひろ

　さん

関西大学生活協同組合　　　　　吉
よし

村
むら

　幸
ゆき

男
お

　さん

後列左から、タン会長、糀さん、会員外生協の 2 名の受賞者、川口課長（男女参画・府民協働課）
前列左から、三輪田さん、吉村さん、岡本部長（大阪府府民文化部）、尾小山さん、木村さん

※宮下さんは所用により欠席

令和元年度大阪府消費生活協同組合

優良役職員知事表彰授与式が開催されました
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受賞者紹介およびご本人からのコメント

　約15年に渡り共同購入センターにて配送担当、グループリー

ダーの任を務め、基本業務の習得とマネジメント業務を通し組織、

組合員へ貢献した。1998年 7 月より2005年 2 月まで運営管理、改

革の担当として、配送センターの配送支援、配送パート（メイト）

の育成等、人材育成にも関わる。その後2007年 3 月まで配送セン

ターにて副センター長として、センター全体のマネジメント業務

の中で課題推進、実務管理において経験を活かし貢献した。

　2007年 3 月より組合員活動を担う部署に着任し、地域組合員の

活動のサポートや企画、また活動を担う人材の発掘、育成にも尽

力。また行政との調整など活躍は現在も多岐にわたる。

〈ご本人からのコメント〉�

　この度は、栄えある優良役職員知事表彰を頂き、誠にありがとうございます。
　生協へ就職して35年、組織共同購入担当や営業部門、店舗部門、組合員活動スタッフ等の業務を通じて様々
なことを経験しました。この私の経験が少しでも生協の発展に役立つよう、生協職員としての残りの期間を奮
闘するとともに、次の世代の人たちに伝えていく努力をしていきたいと思います。
　最後になりますが、これまで自分を指導し育てていただいた先輩社員の皆様と、自分を支えてくれた職場の
仲間に感謝申し上げたいと思います。

　約 9年に渡り共同購入センターにて管理業務を担った。事務局

担当としてセンターの円滑な運営及び配送支援、組合員対応まで

幅広く活躍。その後、1990年より自動振替業務の立ち上げとあわ

せ、口座管理の担当者として貢献。

　その管理能力等も活かし、2001年からの 1年半は運営管理・改

革担当としてCSセンター（コールセンター）業務の運営に関わ

り、業務改善に力を発揮し、2003年より現在に至るまで経理部担

当として、出納業務、資産管理等の部門で活躍し、正確な決算業

務を行ううえで力を発揮。

〈ご本人からのコメント〉�

　この年齢になってからまさか表彰されることがあるなんてという驚きと、本当に私なんかがいただいていい
のだろうかという戸惑いがありますが、長い間働き続けた自分へのご褒美だと思ってと言われたこともあり、
ありがたくいただくことにしました。ありがとうございます。
　何度もやめたいと口癖のように言ってきましたが、『仕事辞めたら人間として腐っていくよ』と言われ、自
分の食い扶持を自分で稼ぐことのありがたみを実感することもあり、何より不甲斐無い私をまわりの方が支え
てくださったから今まで来れたのだと思います。本当にありがとうございます。まだしばらく働いていきたい
と思っていますので、これからもいろいろとよろしくお願いします。

糀　　泰夫 さん
大阪いずみ市民生活協同組合　

組合員活動部
堺・泉州地区　組織スタッフ

宮下　淳子 さん
大阪いずみ市民生活協同組合　

経理部財務グループ
本部スタッフ
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　20年の永きにわたり、急性期・慢性期病棟を有する十三病院に

て、患者の看護介護に従事し、常に業務の改善・向上を図り看護

部の中心としての役割やチーム医療に尽力。糖尿病療養指導士、

介護専門員の資格を活かし後進看護師への指導を行った。

　また、地域における生協組合員健診に積極的に取り組み、地域

活動の中で、糖尿病健康教室（フットケア）の講師を務めるなど

組合員の予防活動を推進。信頼される看護、専門性を活かした看

護の提供を続けてきた。

　十三病院での経験を基にして、医療療養型病床の照葉の里箕面

病院において、2013年より 6年間にわたり、長期療養の高齢患者（組合員）の看護介護にあた

りとともに、管理職・病棟師長として、「心の通う医療、愛される病院づくり、チーム医療の向

上」の方針のもと、臨床の現場で医療安全対策、特に認知症、褥瘡対策の委員として研鑽、知

識を深め医療の向上に努めた。

〈ご本人からのコメント〉�

　この度、大阪府消費生活協同組合優良役職員に選出頂き、誠にありがとうございました。
　北大阪医療生活協同組合に入職以来、今日に至るまで多くの方々にご指導、ご協力を頂きました事に感謝と
御礼申し上げます。
　昨今の医療情勢を見る時に、「新型ウイルス問題」「2025年問題」など様々な問題を抱えていますが、先ずは目
の前にいる患者様と真摯に向き合い、疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた場所で療養し、その人らしい生活が
続けられるように医療・介護の関係機関と連携し、患者様にとってより良いケアを提供できる様に努めて参ります。
　今後ともよろしくお願いいたします。

　大学病院、民間病院で皮膚科、内科の専門意識を 7年経験のあ

と、永きにわたり、創立時より地域医療を担ってきた十三病院に

おいて、組合員のいのちと健康を守る医療生協活動に常勤内科医

師として貢献。患者（組合員）への適切且つ丁寧な診療で信頼も

厚く、また健診活動予防治療に貢献した。

　2009年十三病院内科部長、2016年十三病院副院長、2019年十三

病院院長として「まごころ医療」「こまわり医療」の十三病院の

モットーを遵守し、組合員の健康の維持増進をきめ細かく進めて

きた。近年は十三病院の慢性期・医療療養病床機能の役割を活かし、近隣の急性期病院との連

携を図り、組合員の要望に応えるべく地域医療を推し進めている。

〈ご本人からのコメント〉�

　この度は優良役職員知事賞を頂き、誠にありがとうございます。医学部時代の同級生に北大阪医療生活協同
組合十三病院を紹介してもらい、心臓が専門であれば心臓だけをみるのではなく、全身をみることで患者様の
治療方針を幅広くじっくりと考えていける病院だと説明を受け、勤務させて頂くことに決めました。小さな病
院ですが大病院にはないとてもアットホームな雰囲気で、いろいろな部門の病院スタッフとも気軽に話しあえ
る環境も26年間続けてこられた要因のひとつだと思っています。これからの医療は多くの分野にわたって様々
な問題を数多く抱えていますが、病院スタッフと共に地域の医療を守るべく頑張っていく所存であります。

尾小山　廣子 さん
北大阪医療生活協同組合　 

照葉の里箕面病院 
病棟看護師長

木村　英二 さん
北大阪医療生活協同組合 

十三病院　病院長　常勤理事
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　前所属である天六支部（書籍部）での経験を活かし、購買部門

での受発注等の担当や、販売業務に於ける効率化や創意工夫を凝

らしたシステム作りなどに取り組んだ結果、労働時間削減や供給

高の増額に多大な貢献をした。

　コンビニ部門に於いて、関連商品や売れ筋商品等の日々の研究

やスタッフ間での情報の共有、創意工夫など徹底する事で運営の

安定化に貢献出来ている。また、近年はPOSシステムを効率的に

取り入れ、業務体制の精査や商品管理、更には人員の配置など運

営の細部に渡って関わりを持ち、重責を担っている。

〈ご本人からのコメント〉�

　この度は優秀職員知事表彰に選出を頂き、光栄に感じております。
　たいへん栄誉なことであるだけでなく、入協以来の二十数年を振り返るよい機会となりました。これまで書
籍店・購買店・飲食店と勤務をさせていただき、充実した仕事をさせていただきました。先輩方やスタッフの
皆様からさまざまなことを教わり、経験をさせていただいてきたお陰であると、感謝しております。今後も新
たな諸課題にもしっかりと向き合い、お客様に喜んでいただける店舗づくりに向けて、努力していきます。こ
の度は誠にありがとうございました。

　衣料品の企画・制作販売に従事した前職の経験を活かし、購買

部門で文具・雑貨および日用品担当の中心的なスタッフとして従

事。その後オフィス用品・家具等についても主担当となり、学生

向けのみでなく、大学の教職員や事務室のニーズにも十分に対応

することで、当生協の発展に貢献してきた。

　非常に生真面目な性格であり、一切手間を惜しまず取り組む姿

勢は高く評価できる。担当している製品に関する知識・造詣は深

く、同僚や顧客からの評価も高い。目立たないがコツコツ努力す

るタイプであり、当生協になくてはならない人材である。

〈ご本人からのコメント〉�

　この度は大変光栄な表彰を頂き誠にありがたく思っております。
　入協以来ずっと当業務に携わってきましたが、特に近年は主に100円ショップやネット通販を相手とする苦
戦の連続で、私に受賞資格が有るのか悩むところでした。
　しかし、そんな私を支え続けてくれた同僚や上司、家族、何よりも店舗をご利用頂くお客様のお陰で続ける
ことができ、受賞に至ったのだと思い直し、感謝を以って恩返しのつもりでこの先も頑張り続けたいと思いま
す。
　本当にありがとうございました。

三輪田　正博 さん
関西大学生活協同組合　 

飲食事業部マネージャー 
（コンビニ店舗担当）

吉村　幸男 さん
関西大学生活協同組合　 
物販サービス事業部 

購買店アシスタントマネージャー
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　 2月20日㈭、大阪市の阿倍野区民センター大ホールで「～おおさかまるごと～健康チャレン

ジ2019ゴール集会」を開催し、216名が参加ました。

　ヘルスコープおおさかの吉田さんの司会で開会し、医療生協かわち野の宮井さんから健康チャ

レンジ全体の取り組み報告がありました。はじめは個々の生協で取り組んでいたものを、2016

年度から、10医療生協と大阪府生協連で実行委員会を作り、大阪全体の取り組みとして行って

きました。最初の 2年は参加目標の 1万人に届きませんでしたが、回を重ね、実行委員会で取

り組みの交流や課題への対策を進めていくことで、 3年目から 1万人を超え、今年度は 1万 2

千人を上回る参加となりました。

　全体報告の後に、大阪みなみ医療福祉生協（和田さん）、大阪きづがわ医療福祉生協（青野さ

ん）、けいはん医療生協（岡さん）から、支部や地域、小学校などでの取り組み事例の報告があ

りました。

　続いて、メイン企画の記念講演です。講師は京都大学ご出身の異色の大道芸人「たっきゅう

さん」です。本業の大道芸のほか「笑いと健康講演講師」としてもご活躍されています。バルー

ンアートやジャグリング等のパフォーマンスで会場を盛り上げて、後半はスライドを使って、

笑いの効用について、ユーモアたっぷりにお話していただきました。

　ゴール集会は、取り組みのまとめと、先進的な事例を共有し、また健康に関する学びを行い、

次年度の健康チャレンジに繋げていくことを目的に開催しました。

　記念講演で大笑いした後、15名に防災グッズが当たる抽選会を実施し、なにわ保健生協の菊池

さんの閉会のご挨拶、そして最後に全員でSDGsの目標を掲げた記念撮影をして閉会しました。

「～おおさかまるごと～健康チャレンジ2019ゴール集会」を開催しました

開会挨拶

記念講演

取り組み報告

抽選会

事例報告

閉会挨拶

記念講演

全員で記念撮影
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 �  大阪府生協連ジェンダーフォーラム協議会

サラダボウル
　～ひとりひとりが輝いて～

人にやさしい協力し合う社会

ワークライフバランスについて考える

生活協同組合コープ自然派おおさか

組合員理事　相良　淳子

　2020年 2 月16日に社会保険労務士の三田村勇人氏をお招きして『仕事と介護の両立学習会』

が行なわれ参加させていただきました。

　最初に日本の現状をお話ししていただき、日本人口は戦後高度成長期からピラミッド型が続

いたが今は釣り鐘型へと型が変わって、75歳以上の高齢者数の急速増加で、やがて、一人の若

者が一人の高齢者を支えるという厳しい社会が訪れるのを知りました。それは高齢化がスピー

ドアップし、介護を必要とする要介護高齢者も増加すると、年金や医療費などの社会保障が増

大するということで、仕事と介護の両立をきちんとしていかなければ、支える現役世代の一人

当たりの負担が大きくなり苦しめることになる。

　そこで、介護支援にはどういうものがあるのか？データを踏まえての支援の在り方を教わり

ました。

　介護は育児と違い、いつ始まりいつ終わるのか予測が難しく深刻です。だからこそ一人で抱

え込まないで、介護サポートをかしこく利用して自らよく知りよく話し合うことが介護への第

一歩だと思います。介護にはイレギュラーはつきものです。予定通りに物事が進まなくても状

況に応じて対応を変えるなどのスキルが少なからず必要だとおっしゃっていました。

　介護と仕事を両立するための体制を整えるには、例えば介護保険の給付を受ける手続きをし

たり、介護サービスを選定したり、施設の見学や入所の手続きなどが考えられます。また、仕

事と介護の両立の準備をするための介護休業（家族 1人につき通算して93日まで 3回を上限と

して分割して休業を取得できる）の目的は介護するだけでなく、準備・看取りのための利用も

有りで休業期間を延長して職場復帰が難しくならないよう心がけることが必要です。

　さまざまなことが考え得るだけに、相談できる窓口を有効に活用し、精神面・肉体面・経済

面の負担を少しでも楽になれば介護離職が少なくなるような気がします。社会を構成するすべ

ての人が仲間であるという意識を持って会社、公共サービス、民間サービス、地域・ご近所、

きょうだい・親族が協力し合えば幸せな人生が実現できるのではないでしょうか。
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ス ケ ジ ュ ー ル

3 月

5 日㈭	 消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会

7日㈯	 ボランティア・防災・減災学習会　開催中止

8日㈰	 第 3 回くらしクリエイトフォーラム㏌関西　開催中止

10日㈫	 健康チャレンジ実行委員会

11日㈬	 2019年度第 1回生協大会実行委員会　開催中止

12日㈭	 第 5 回理事会

13日㈮	 第 3 回近畿地区生協府県連協議会（滋賀）

16日㈪	 会報№345発行

16日㈪	 NPT大学生派遣者　広島研修（～17日）　開催中止

18日㈬	 2019年度第 1回文楽・コンサート実行委員会　開催中止

25日㈬	 第 5 回組織活動委員会　開催中止

26日㈭	 消費者支援機構関西（KC’s）第12回理事会

29日㈰	 NPT再検討会議学習会　開催中止
※開催中止は新型コロナウイルス感染拡大の影響による

4 月

2 日㈭	 日本生協連地区別総会議案検討会議・関西地連第 5回運営委員会

3日㈮	 健康チャレンジ実行委員会

9日㈬	 消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会

15日㈬	 会報発行

15日㈬	 第 2 回文楽・コンサート実行委員会

22日㈬	 第 2 回生協大会実行委員会

23日㈭	 消費者支援機構関西（KC’s）理事会

5 月

8 日㈮	 健康チャレンジ実行委員会

13日㈬	 消費者支援機構関西（KC’s）差止訴訟検討委員会

20日㈬	 第 6 回組織活動委員会

21日㈭	 理事推薦委員会、監事推薦委員会

28日㈭	 消費者支援機構関西（KC’s）理事会
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