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わたしたち生協は いのちに敏感
でいたい

【ものづくり 人づくり 地域づくり】 

10/17 インド洋ベンガル湾でおこなわれた⽇本・⽶国・インドの
海上合同訓練「マラバール」。⽶空⺟ルーズベルトを護衛する海上
⾃衛隊（上）

⽶戦闘機に乗って笑顔の安倍⾸相と中⾕防衛相

海⾃護衛艦から⽶原⼦⼒空⺟を拝む軍事３兄弟。
中⾕防衛相、⿇⽣副総理、安倍⾸相（10/18）

安保法成立から１ヶ月安保法成立から１ヶ月

米原子力空母ロナルド ・ レーガンに乗って ・ ・ ・米原子力空母ロナルド ・ レーガンに乗って ・ ・ ・

　　　　　　　　　　　何をしたいの？　　　　　　　　　　　何をしたいの？

⽶原⼦⼒空⺟が平然と相模湾に
⼊って来て（⽶海軍横須賀基地）
安倍⾸相が公然と乗り込んでゆ
く・・・

原⼦⼒空⺟艦⻑のボルト⼤佐が
右⼿を挙げてＧＯ！
思わず⾒上げて
背筋を伸ばす安倍⾸相（10/18）
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２０１５．９．１９を忘れない　　　継続した討論 ・ 意見交換を

「けんぽう教室」 が寄せ合って、 11/7 （土） ケンポーおしゃべり広場

茨城県内の 「九条の会」 が連絡会を設立　　11/1 記念のつどい

 これまで茨城県内各地で結成され活動さ
れてきた「九条の会」が、作曲家の池⼾さ
ん、元美浦村⻑、前阿⾒町⻑、元つくば市
⻑、前東海村⻑村上さんらの呼びかけで「九
条の会茨城県連絡会」を結成しました。
 その「設⽴記念のつどい」が開かれ、記
念講演として⼩林節⽒（慶応⼤名誉教授 /
⽴憲デモクラシーの会）、⼆⾒伸明⽒（元
公明党副委員⻑）の講演があります。

　１１／１ （日） 14:00 ～

　 市民ホールやたべ

　2015 年 9 月 19 日安保法案が 「成立」 しましたが、

それ自体が憲法違反の疑いとされ、 国会承認手続きも

正当性を欠くものでした。 政府は既成事実化をすすめ

米の原子力空母に乗り込んでみたり、 インド洋で合同

演習をはじめています。

　安倍首相が 「時が経れば間違いなく理解は広がる」

と言った意味は 「大衆の理解力は小さいが、 そのかわ

りに忘却力は大きい」 （ヒトラー） という支配理論にもと

づくとされています。

　憲法九条は大きく歪められましたが、 これを機に 「民

主主義って何だ」 （シールズ）、 「誰の子どもも殺させ

ない」（安保関連法に反対するママの会）の声のように、

これまで空気のような存在だった平和憲法が、 国民の

中で世代や性別を超えてその存在のリアリティーが認

識されるようになりました。

　先日生協で開かれた 「けんぼう教室」 などの勉強会

も各地で開催されて、 その人々がまた力を寄せて若手

女性弁護士さんを呼んで 「おしゃべり会」 を開催して

ゆきます （11/7）。

　また茨城県内各地で活動してきた 「九条の会」 がひ

とつにまとまって 「連絡会」 が結成されるなど、 主権を

取り戻す動きがはじまってきました。

　生協の中でも議論 ・ 意見交換をはじめませんか。 紙

面でのおしゃべり会ができたらと思います。 レポートで

も、 意見欄でも、 メールでも結構です。
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「キャンバスは私の心　走る筆」　

組織部営業チームご指南役、 金田茂さんのこと

　皆さんご存知でしょうか！金田茂さん、恐

らく、きっとあの人と想像できる多くの皆さ

んがいらっしゃることと思います。常総生協

加入へのお勧めに、熱い意気を注ぎ続けてく

ださっています。

　どうしてそうなっての今があるのでしょ

う！一説によると、とある日に常総生協に電

話をかけた時、電話対応の声の主から熱いも

のが響いてきたというのです。ここだ、私の

行くところはここと、心惹かれて飛んできて

くださったという次第です。

　それ以来、幅広く奥深くの間違いのない渾

身振りの継続があります。そうです。美し気

の白髪に落ち着きが映えるあの方です。その

方は、立て替えした新たな建物に幾つかの見

事な絵画を贈呈してくださいました。

　落成式にご参加願った方々にはお披露目が

ありましたが、組合員全体には改めてのご紹

介の場がなく、ずっと私の心の奥に立てこ

もったままのこだわりとなっていました。本

日僅かながらですがご案内をさせていただき

ます。

　さて、その金田さんといつもご一緒メン

バーの一言メッセージをご紹介します。

「安心できるお父さん。」「一つごとをお尋ね

すると、お返事はいっぱい膨らんで返ってき

て嬉しいです。」「知識の宝庫、食の図書館み

たい。」「食の辞典のよう、人生の大先輩さん

です。」「優しいおじいちゃんって感じかな。」

「営業のプロと思います。」「温かくソフトで

心の広い人。」「器が大きく優しい感じの人生

の先輩。」等でした。

　そして、あの３. １１東北大震災時復旧に

は現場を見せたいと、ご子息を伴ってのご尽

力をいただきました。また、職員とともに㈱

まるたか水産さん訪問時には、海の上、カキ

の水揚げ作業に奮闘する船上スケッチが絵画

となり贈呈へのご縁をいただきました。

　それからというもの、二階事務所に入るや

左斜め正面に鎮座する筑波山。続いては会議

室の。またのもう一つは場所設定予定中の玄

間入り口、そしてのもう一つは組合員室の壁

にと、お預かりをさせていただいている状況

です。皆様にご協力を願って素敵なロマン空

間にしたいですね。皆様のご意見ご提言、大

歓迎です。よろしくお願い致します。

　それでは早速の一番に目に入る絵画は筑波

山。そこには見つめるほどにじっと向き合っ

ている金田さんが居て、描かれたその筑波山

が私たちをじいっと見やってくれています。

鑑賞後には金田さんのご家族もその脇に居て

くださる気がする、とした感想も耳にしまし

た。

　金田さんは静かにお話しされました。目に

映る光景が心が絵にして現して来るんです。

夢で描きたいと見ることもあると。現地で描

くことを基本にしています。自身が描いてい

るけれど、その空間に居ることで空気や色合

いや姿形、行き交う物々までもが筆のタッチ

に関与していくんです。中身が段々に変化す

るとおっしゃいます。簡易ながらのご案内は

これにておしまいとさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　

　時には生協にお出かけをいただき、ご鑑賞

とご歓談をお待ち申します。語り不足の続き

もどうぞです。

「届けたい 心の種の宝物」理事長　村井和美

伝えたい あの日 あの時　ありがとう　　

常総市⽔害復旧⽀援に⼊る⾦⽥さん親⼦常総市⽔害復旧⽀援に⼊る⾦⽥さん親⼦
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タイトル 観た
⼈数

観た場
所 観た組合員さんの感想（お礼の⾔葉は⼀部省略しました）

フードインク

50 幼稚園 日本の実態はどうなっているのだろうか？母親として食べ物を選ぶ責任を感じた。

4 ⾃宅 食べ物が食べ物に見えないシーンがあり、 変な感じであった。  選ぶためには、 選ぶ
目を持たなければならない。

未来の食卓

1 ⾃宅 農業のこと、 添加物のこと、 信じられないことが世界中で起きているのだと実感させら
れました。 子育て中のお母様には観ていただきたい。 ワインの好きな方も必見。

8 ⾃宅
オーガニックなものが身体によいと理解しても実生活に取り入れるのは難しい。 この
DVD 見ると、 難しかったことが少しづつ出来るようになると思います。

放射能廃棄物
おわらない悪夢    

3 ⾃宅 なぜ電力は原発でなければ ？日々あまりに便利に過ごしている事で子張たちや孫た
ち時代につけが回ってこないか？本当に悪夢になる前に原発廃止を考えるべきです。

祝の島 ２ ⾃宅 島の皆さんに大切にされて、 のびのびと過ごしている子どもたちがうらやましいです。 自
然と共に豊かに暮らしている人々の生活を奪う権利は誰にもないと思います。

六ヶ所村
ラプソディー

４ ⾃宅 3. 11 以前の話だと思うと さらに胸をうたれます。

１ ⾃宅 2004 年再処理工場建設当時は無関心だった自分が恥ずかしいです。 国民全体の問
題 なのに、周辺地域の人達だけに押し付けてしまっているようで、申し訳なく思います。

チェルノブイリ
ハート

１ ⾃宅 再び身の引き締まる想いでした。 多くの人に観てもらいたく、 実感してほしいと思いま
した。  子供たちの姿に、 大人として出来ることを考えました。

はだしのげん
誕生物語

２ ⾃宅 原爆の恐ろしさをあらためて感じました。 絶対に戦争はしてはいけません。 主人は泣
けたと言ってました。

誰も知らない
基地のこと

１ ⾃宅

驚異、 恐怖の一言です。 人の為、 子供達の為に基地は有ると映像の中で米軍は言
います。 莫大な資金の投入、 自然破壊、 普通の生活を奪う基地。 あまりに大きな力
ににことばがない。 このお金と力をなぜ平和な生活のために使えないのか？お母様方
ぜひご覧になって！

２ ⾃宅

米軍基地は本当に 「平和と安全を守る」 ための存在なのか？冷戦時代に生まれ、 そ
の後も新たな敵を見つけ出しては世界中に居座り、 それぞれの地域を痛めつけてい
る巨大な怪物。 イタリアでは、 基地拡大反対運動が国によって握りつぶされた。 この
映画は二人の 2 人の若手イタリア人監督が製作したもので、 テロではなく 「抵抗」 を
貫く沖縄の人々への共感と敬意があふれている。 軍用機の爆音に耳を塞ぐ幼児の姿
に、 本土の人聞は目を塞いでいないか。 「本土」 の身代わりに辛酸をなめさせられた
70 年前から、 沖縄は常に戦時であることを忘れていないか。 今、 叫ぶ時だと思う 「 
沖縄の人々に、 沖縄を返せ！」 と。

モンサントの不
自然な食べ物

１ ⾃宅 モンサントというより、 アメリカ FDA の認証制度に幻滅しました。 認証されているものが
本当に安全かどうか、 何を信じたらよいのかわからなくなりました。

２ ⾃宅 ここまで分かっていて、 誰も気にせず食べていると思うとぞっとします。

ミツバチからの
メッセージ

2 ⾃宅
農業で生計をたてている人にも見てほしい。 目先の利益だけでなく、 食べ物を作るこ
との意味の大切さを多くの人が考えてほしい。 消費者にわかるような農薬の表示が義
務づけられると便利だと思います。

３ ⾃宅

自分が気をつけていても外食や学校給食 ・ ・ ・ 避けて通ることが出来ない。  安いも
のを求める主婦も多く、 どうしても薬漬けのものが買われてしまう。 EU では禁止になっ
た農薬が日本では OK になるというニュ スを見て、驚いています。 私達は国にモルモッ
トにされていると言う思いで、 怒っています。

２ ⾃宅

農作業 、 農薬については何にも知りませんでした。 子育ても終わり、 土地を借り、 菜
園を始めてから人間らしい気付きがありました。 関心が自然と身体へうつり、 今夏なが
ら （原発問題が大きい） 学びだしたところです。 この作品は分かり易く、 よく理解でき
ました。 子や孫の世代に見せたいと思いました。

ミツバチの羽音
と地球の回転

２ ⾃宅
島を守りたい、 祝島の方々の思いが伝わってきました。 住民を無観した、 電力会社の
卑劣 なやり方が許せません。 豊かな自然を活かした、 エネルギー政策をしてほしい
です。

1 ⾃宅 6 歳児は魚の取りかたなど、 違う方面に興味が行っていましたが、 人間の介入で自然
環境が大きく変化してしまうことが良く分かつたようです。

赤とんぼのいな
い秋

⾃宅
農薬の恐ろしさを知りました。 知らないことは怖い事です一人間と小さな生き物たちと
のつながりの大切さを感じました。 自然を大事にしてゆきたいです。 安全な食をのぞ
みます。

サクリフィス

１ ⾃宅
ロポットが壊れて作業できないほど高線量の場所に人を投入すると言う。 その作業に
1260-80 万人もの人々が従事していたのが驚愕でした。 福島第一原発の事故処理で
も一般には知らされていない事実があるのではないかと考えさせられました。

２ ⾃宅 あまりにも原始的な作乗をびっくり。 福島でもやはり同じ状態だと思う。 作業員の方々に、 こ
の映像 （事実〉 を知 らせたい。

「小さな上映会だより 2015」 （生協ＤＶＤ貸出状況）　脱原発とくらし見直し委員会


