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年頭のご挨拶

組合員の皆様への 3 つのお願

神奈川高齢者生活協同組合
理事長 星野 宗吾

暗い闇夜に「起きよ

光を放て」

新年おめでとうございます。神奈川高齢者生協を代表して、利用者、組合員、職員の方々に
新年のご挨拶を申し上げます。
旧年 12 月 17 日午前 10 時 20 分頃、大阪市北区曾根崎新地１のビル 4 階の「西梅田こころと
からだのクリニック」で、通院患者・谷本盛雄容疑者（61）による放火殺人事件で院長・西沢
弘太郎医師（49）を含む 25 名の方が亡くなられました。容疑者自身が重篤なため、犯行動機
は不明ですが、容疑者の自宅とされる民家からは「大量殺人」の手書き紙片、京都アニメーシ
ョン放火殺人事件（36 人が死亡）を報じる新聞紙面、徳島市内の雑居ビルで発生した殺人未遂
事件（2021 年 3 月）を伝える新聞記事が見つかっています。入念な準備をしてこの忌まわしい
事件を計画したようです。
精神障がい者、精神科通院患者への「怖い、危ない」という先入観、偏見が助長されること
を懸念いたします。
一方、2019 年後半から新型コロナウィルス感染の拡大が始まり、2021 年 9 月までに第 5 波
を経て、私たちの生活は大きな影響を受けました。国内・海外の旅行制限、飲食店の営業時間
短縮、集会・イベントの中止、在宅勤務増、Zoom による職場会議・打合せへの移行等、これま
で経験したこともない変化に対応していくことを求められています。そんな中、感染力がより
強いとされるオミクロン株感染の拡大防止が喫緊の課題になっています。
神奈川高齢者生協の現場では、在宅一人暮らし高齢者、障がい者の方々の感染、重症化、介
護職員・家族への感染、通所施設でのクラスター発生への心配等、命に対する不安、地域社会
に対する不安、自分・家族の人生に対する不安等があり、一向に元気になれません。暗く寒い
どん底の闇夜が続いています。
この暗い闇夜は新年になってもなくなることはありませんが、その闇の中から光が輝き出れ
ば大きな希望になります。神奈川高齢者生協に関わるお一人おひとりが、ご自分に与えられた
場で、与えられた役割を精一杯果たしていくとき、周りを輝かす光となります。暴言を吐く、
無視する、付き合いを制限するといった行為を排除し、貧困、孤独、病と闘っておられる人に
寄り添う支援をしていくとき、私たち自身が元気になり、地域社会に光が戻ってまいります。
「起きよ 光を放て」（聖書より）
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公告

住所不明となっている組合員の方を、定款に基づいて、
「みなし脱退」として整理させて頂きます
2021年11月22日第4回理事会の議決に基づいて、転居などで住所が不明となっている組合
員の方を、2022年3月31日付をもって「みなし脱退」とさせて頂きます。該当する組合員は
下記の方です。ご本人、もしくはご家族から住所変更や、「法定・自由脱退」などのお申
し出があれば、「みなし脱退」を取り消し、お申し出いただいた通りに変更させて頂きま
す。

組合員の皆様へお願い
転居先などをご存じの方は、
生協本部（045-663-8825）までご連絡をお願い致します 。
(敬称を略させて頂きます)

地区
川崎南
川崎北

横

浜

相模原

厚木

みなし脱退予定組合員のお名前
加古

和代

小久保 ヨネ、宮澤 徹、小原 愛子、岡部 志都子、齋藤 好子
熊耳 幸康、北川 まり子、海端 真一、今村 幾雄、大神 省吾
葛西 和江、櫻井 淑子、杉山 栄子、北村 一明、石井 睦美
佐久間 昭一、小川 高弘
原
長田
加藤
保坂
齊藤
岸野
井上
坂本
小松
堀

稔、馬場

初子

治枝、浅野井 万吉、浅野井 繁子、土居 和子、田畑 カズ子
正治、秋本 美智子、池田 みゆき、佐藤 彦助、中新井 ミツエ
和夫、阿部 初枝、川島 汪元、富田 利光、永井 英治
正勝、横塚 りゑ、原口 雪、田代 久子、佐藤 明生、蓮實 義雄
コト、境 里子、小関 光子、森 誠、伊藤 定次、金子 民雄
久夫、峰尾 靖彦、伊藤 幸子、斎藤 勲、西尾 末久、滝井 江子
絹子、鈴木 憲治、山田 友行、小澤 たけ子、藤本 健
知明、竹内 新、石川 喬、富澤 久江
庄一郎
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「私の大切にしている 1 文字」「2021 年の漢字」
神奈川高齢者生協のデイサービスでは、年末年始のレクリエーションの一つとして、ご利用いただいて
いる利用者の方に「私の大切にしている 1 文字」や「今年の漢字」を書いていただいているところがあり
ます。今回は、その作品をお寄せいただきましたので、ご紹介します。

デイあやとり（私の大切にしている一文字）

地球上に生あるもの

すべて助け合っ

て生きるには、生態系をくずさず、和や

自分も助けられたり助けたり
（M.O さん）

かに生きたい（M.N さん 89 歳）

歩いて皆さんに
「ありがとう」と
全てのことを愛する（A.H さん）

伝えたい（M.S さん）

【同じ漢字を書かれた他の方のコメント】
大好きな一言（T.M さん 86 歳）
愛が大事だと思います（T.I さん

86 歳）

皆様のことが大好きだから
（Ｋ.Ｓさん 90 歳）
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ケアステーションいたど通所（2021 年の漢字）

1 年間明るく過ごせました（S.F さん）
歩くことを目標にした一年だったから
（K.H さん）

【同じ漢字を書かれた他の方のコメント】
1 年が明るく（R.S さん）
世の中が明るくなりますよう（S.N さん）

いたどで皆さんと話すことが
毎日が楽しいから（T.S さん）

一番でした

（Y.N さん）

ケアステーションいたどでの

【同じ漢字を書かれた他の方

（F.A さん）

のコメント】
新しい生活が始まった年で、娘
と二人の時間が持てて楽しか
った（K.N さん）
毎日楽しくいたいから
（F.K さん）

1 年間病気が多かったの
で・・・自分との葛藤
（S.K さん）

1 年笑顔で過ごせたらと思っ
て

（H.M さん）
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2021 年度第 4 回理事会 11 月 22 日 13 時 30 分～15 時 50 分 会場：本部会議室
議決事項
1. 2021 年度みなし脱退処理組合員名簿
住所が不明となっている組合員 133 名について、定款第 10 条に基づいて「みなし脱退」の
手続きを行うことを決めました。
「かがやいて」1 月号で公告し、ご本人や家族からのお申し出
があった場合は、ご希望する手続きを行います。「みなし脱退」は年度末に処理させて頂きま
す。
2. 文書管理規則改定
文書管理規則を補強するため、組合員関係帳票、特定個人情報の取扱について、追加するこ
とを決めました。
3. 川崎北部訪問介護ステーションはなみずき江川所長の管理職定年延期について
12 月に管理職の定年年齢を迎えますが、後任所長の異動の予定が決まるまで、定年を延長す
ることにしました。
主な協議・報告事項
1. 中間監査指摘事項への改善報告
監事会による中間監査所見の 9 項目について、改善内容を報告しました。
2. 上半期のまとめと下半期の課題
（1）組合員の拡大は新規加入者 119 名、脱退 69 名、実増 50 名、9 月末組合員数は 3，156 名。
出資金は 2，909 口増加、445 口の減少で 9 月末出資 42，950 口となりました。
（2）利用高は 28，100 万円（予算比 103％、前年比 111.2％）
、事業剰余 3，155 万円（予算比
100.5％、前年比 110.5％）
、経常剰余 850 万円（予算比 130.1％、前年比 213％）となりま
した。
（3）下半期の課題として、①通所事業所の利用者数と稼働率、②所長交代した 3 事業所の円滑
な事業所運営と業務改善、③新型コロナ感染防止・蔓延のための対策の継続、④内部監査
による指摘事項の改善、⑤「相談制度」の再周知と「職場のルールづくり」
、などに引き続
き取り組んでいきます。

経営報告

2021 年度 11 月の経営結果

組合員数 11 月末組合員数 3,145 名
3. 2020 年4～11 月累計加入数 182 名、同脱退数 143 名。累計計画 146 名に対し 39 名の実増。
11 月末出資金額 4,235 万円
出資金額
ました。
4～11 月累計増資額 413 万円、同減資額 226 万円。
累計計画 281 万円に対し 187 万円の実増。
利 用 高 11 月 4,883 万円 予算比 106.4％ 前年比 110.6％
4～11 月累計実績 37,792 万円 予算比 104.0% 前年比 110.9%
経常剰余 11 月 97 万円 予算差 ▲7 万円
4～11 月累計実績 1,132 万円 予算差 242 万円
利用高は超過達成ですが、剰余は予算未達成となりました。累計では剰余を生み出せ
る経営改善が進んできています。

