
はじめに
2015年９月19日、安倍政権は、国民の多

数の反対を無視し、国会でのまともな議論を
避け、安保関連法（戦争法）を強行採決しま
した。この法律は日本が海外で戦争をするた
めの法律です。自衛隊が地球上のどこでもア
メリカ軍の戦争に参加し、武力行使が可能と
なります。すでに３月29日に施行されてい
ます。

原発再稼働、TPP、辺野古への新基地建設、
横田基地へのオスプレイ配備、消費税増税、
医療・介護保険等の社会保障理念の転換な
ど、どれをとっても城南保健生協の方針の柱
として掲げている「誰もが安心して住み続け
られるまちづくり」に相容れないものです。

2015年度、城南保健生協は総代会で確認
した「闘いの年」の位置づけをしっかり持ち、
多くの分野の団体、個人とも連帯し、国会行
動への参加、パレード、署名行動、宣伝行
動（理事会前宣伝行動は毎月）を行ってきま 
した。

城南保健生協は、安倍政権の戦争する国づ
くりへの暴走を許さず、人権としての社会保
障を目指す運動を引き続き広げていきます。

2015年度活動の特徴
❶４年連続、仲間増やし目標
　「700人超過達成！！」
・	最後まで目標達成をあきらめない「みんな

の力」で、712人の仲間が増えました。
・	３月、年度末月間では１カ月で179人の仲

間を増やしました。
・	15支部中10支部が年間目標を達成しました。
・	10月から12月の月間中の取り組みでは課

題があるものの、４年連続の達成は大きな
自信となり、今後ますます、飛躍するため
のステップとなります。
・	東京16医療（保健）生協の中で４年連続

達成しているのは城南保健生協だけです。

❷「よろず相談」が引き続き、
　地域の「駆け込み寺」として
・	大森中診療所で行っている「よろず相談」

は深刻な不況の影響もあり、毎月25 〜
35件ほどの相談があります。
・	月曜から土曜までの週６日の相談体制を確

立して生活相談、医療・介護の悩み、労災
問題など幅広く対応してきました。
・	東京南部法律事務所の弁護士による「法律

相談」は相談者も多く月３回行っています。
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城南三法人（城南福祉医療協会、城南医薬保健協働、城南保健生協）

城南３法人仲間ふやし ４年連続

絶対達成させるぞニュース
達成号！！ ４年連続仲間増やし目標

７００人超過達成！
合計７１２人

一年間、本当にお疲れ様でした
がんばった皆さん、紙面の関係でお名前を
のせられなくて、ごめんなさい

年間目標達成支部は１５支部中１０支部でした

城南保健生協は、３月３１日（木）仲間ふ
やし目標７００人を達成しました。
４年連続の目標達成です。

城南保健生協は理事会、共同組織である城南福祉
医療協会、城南医薬保健協働と「生協活動委員会」を
中心に目標達成にむけて取り組んできました。

４年連続の目標達成は、城南３法人の今後の力
になり、地域の皆様と益々共同し、運動を発展さていく
力です。

最後の最後まで、目標達成のためにご尽力いただきました、
組合員、職員の皆さん、本当にお疲れ様でした。

今後も地域と職員が一体となって、さまざまな運動を展開し
ていきましょう。 専務 横山

昨日、年度末の最終日、達成まで残り
２３人と厳しい数字を残しての取り組みと
なりました。

午前中だけで、１３人が増え、みんさんの
「絶対に達成させる」という思いが伝わって
きました。午後も勢いとまることなく声かけ
が進み、ついに目標達成です。

３月単月で１７９人増やしての達成。相変
わらず土壇場に強い城南３法人でした。

・	バスハイク（春バス４台、秋バス１台）、
新春鎌倉ハイキングやウォークラリーも引
き続き取り組んできました。
・	第４回城南文化祭は過去最多の150名の

方に参加していただきました。舞台出演は
12グループ、展示作品は17グループで、
班活動の日頃の成果を発表する場としても
好評です。グループホームみちづかの入居
者全員がコーラスで参加したり、今年は子
どもたちのピアノの演奏もありました。

・	映画上映会、グリーンコンサートなどの実
行委員会に参加し成功のために大きな役割
を果たしました。また、観劇のチケット普
及を行いました。

❻国会行動への参加、パレード、
　署名宣伝行動
・	大田区内、品川区内でのピースパレード、

原発ゼロパレードなど、いのちとくらしを
守るためのさまざまな行動に参加しました。

・	憲法をいかし、いのち守る国民集会はじめ、
多くの集会やパレードに参加しました。
・	毎月第２木曜日の理事会前宣伝行動は 

17：30 〜 18：15まで蒲田駅東口で安保関
連法（戦争法）反対の一点で行ってきました。

❼「支部の力」を強める取り組み
・	海岸八潮支部では、学習会にまだ組合員で

ない方をお誘いすることに力を入れてきま
した。テーマも「第二の人生を楽しく過ご
すために」など工夫しています。またシル
バーセンターを定期的に借りて「たまり
場」をスタートします。
・	西品川支部では、三ツ木カフェがスタート

しました。
・	ゆたか支部では、引き続きゆたか診療所内

の「ゆたかの家」での取り組みが活発です。
麻雀や書道では、品川区主催の大会に出場
し、賞をいただく組合員もいました。
・	中延旗の台支部では城南ドルフィンの活動

第４回城南文化祭

ピースパレード

・	ゆたか診療所の３階で行っている「よろず
相談」は、週２回の相談と月２回の五反田
法律事務所の弁護士による ｢法律相談」を
行っています。
・	２カ月に１度、相談担当者全員と診療所事

務長、生協本部が集まる「担当者交流会」
では、特徴的な事例等を出し合い、学び合
い、問題解決の力にしています。

❸組合員が気軽に集える活動
・	城南福祉医療協会や城南医薬保健協働と一

緒に、居場所づくりを検討する中から「お
れんじ・くらぶ」「らくだカフェ」が実現
しました。地域の皆さんに好評です。
・	「おれんじ・くら

ぶ」は大田病院
内で体操や脳ト
レ、一緒にお茶
を飲んだり気軽
に参加できる茶
の間です。ご家
族と一緒に参加
でき、参加者が
増えています。
・	「らくだカフェ」

は福祉用具の展示や介護保険の相談、いき
いき体操などを行っています。
・	ゆたかの家では、引き続き「ゆたかカフェ」

を行い、あわせてバザーや学習会も行って
います。

❹健康づくりの取り組みも
　前進しました
・	今年度はじめての取り組みとして「歯みが

きセミプロ養成講座」を行いました。９人
が受講し、大田歯科の医師、衛生士の協力
により受講生からはとても好評でした。
・	第６回となった「駅伝フェスティバル」は

年々参加チームが増えてきました。今回は
30チーム120人（過去最多）がタスキを
繋ぎました。
・	各地域での青空健康相談会も積極的に取り

組みました。
・	わくわくヘルスチャレンジや保健教室、健

康サポーター養成講座、誰でもできる健康
体操教室、脳いきいき班会など組合員さん
が楽しく参加できる取り組みを行ってきま
した。
・	定例の「班会」もさまざまな地域で行って

いますが、新しい班をつくっていくことは
引き続きの課題です。

❺文化・スポーツ活動など誰もが
　参加できるイベントも活発に開催
・	第31回大田・品川健康まつりは4,500人

の参加で大きく成功しました。さまざまな
団体と協力し、実行委員会をつくりネット
ワークも広がっています。城南保健生協は
事務局としての役割を担っています。

おれんじ・くらぶの様子
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が活発です。子どもクラスも大人クラスも
会員が増えています。記録会やセンターま
つり、夏季合宿、クリスマス会なども行っ
ており子育て支援の一翼を担っています。

・	中央池上支部では日曜サロンや本門寺朝市
での健康チェック、馬込山王支部では健康
体操班を月３回、六郷支部では定例の水門
通り青空相談会、大森西北蒲田支部では毎
週の配食サービスや健康チェック・NPO
こらぼ大森との連携、本羽田羽田萩中支部
や蒲田西支部では定例の健康体操班会、鵜
の木雪谷支部は下丸子健康体操班・健康食
事班会・久が原体操班が活発です。五反田
小山支部では毎月武蔵小山商店街で青空相
談を、大森糀谷支部は多くの班会、青空相
談会を行ってきました。

❽学習会・活動交流集会
・	「認知症サポーター養成講座」「看取り・終

末期の心構え」などに取り組んできました。
・	９月に行われた「生協組合員活動と医療・

介護活動交流会」は仲間増やし月間のス
テップの場として位置づけ、今回で７回目
となりました。
・	東京南部生協との毎月の定期協議や東京南

部法律事務所との連携の中から、さまざま
な学習会に取り組んできました。

❾経営活動と事業所の様子
・	経営では、2014年度に続き2015年度も

赤字となりました。根底には低い介護報酬
や更なる引き下げ、この間の薬価改定など
の影響が大きいのが実態です。そのような
中で、職員は奮闘し、すずらんでは、ヘル
パー研修会、学習会などを頻繁に行い職員
教育、質の向上に向けての取り組みを行っ
てきました。
・	グループホームでは、他のグループホーム

にはないボランティアのネットワークを広
げて、入居者に喜ばれる取り組みを日常的
にすすめています。また、２カ月に一度の

「運営推進会議」では大田区、さわやかサ
ポート、自治会長、民生委員にもご参加い
ただき、地域で支え合う体制を築いてきま
した。「家族会」では、ご家族の日常的な
悩みなども出し合い、職員、家族との結び
つきが強くなっています。

子育て支援の城南ドルフィン

しおかぜボランティア・フラダンス

善を求める署名などに取り組んできましたが、
引き続きの課題となります。

文化スポーツの活動 
・	委員会の定期開催ができました。
・	映画上映会では文化スポーツ委員会として実行

委員会に参加し、成功の一翼を担いました。
・	大田・品川健康まつりでは「文化スポーツ委員

会」として出店する新たな取り組みを行いました。

機関紙活動
・	年11回機関紙「城南の保健」を定期発行しまし

た。編集委員会を毎月定例で開催し、より充実
した紙面にしていくため、話し合いを進めてき
ました。 

・	組合員さんとの交流ができる紙面作りを行うこ
とを目的としたパズルの掲載を検討し、2015
年４月号より２カ月に１回掲載しました。多く
の組合員さんからパズルの解答とともにご意見
を寄せていただき、「組合員さんの声」として
掲載しています。「たまご通信」は30回を超え
る連載となり大好評です。

2015年度各委員会・ 
分野別活動の特徴

保健予防・健康づくり活動
・	６月に第６回健康体操サポーター養成講座（９

名受講）、７月にだれでもできる健康体操教室
（７名受講）、10月〜 11月に第９回わくわくヘ
ルスチャレンジ（50名チャレンジ）、３月には
保健教室（科目ごとの申込者を含めて12名受
講）などに取り組んできました。 

・	わくわくヘルスチャレンジは、取り組み自体を
まちづくりとして位置づけ、支部ごとに取り組
んでいくことが課題でしたが、前進させること
ができませんでした。各支部活動と結びつけた
取り組みが必要になります。

・	新班としては、三ツ木健康体操班、久が原健康
体操班、南大井脳いきいき班、八潮脳いきいき
班があります。「体を動かしたい」｢認知症を予
防したい｣ という組合員の要求をもとに、健康
体操サポーター養成講座の修了生、脳いきいき
インストラクター養成講座の修了生を中心とし
て誕生しました。

・	脳いきいき班会に取り組みはじめて２年目とな
り、合計で８班で行われました。半年後に終了
しても、その後の班会の内容に取り入れている
班もあります。

・	歯みがきセミプロ養成講座を初めて開催するこ
とができ、受講した方からは、「正しい歯みが
きの仕方が初めてわかった」「もっと若いうち
に、20年前に知っておきたかった」など喜びの
感想が寄せられました。

助け合い・まちづくり活動 
・	定例の委員会は毎月開催。学習会は10月に「看

取り・終末期の心構え」を行いました。
・	組合員さんが中心となって大田病院の入院患者

さんに「足湯」を
楽しんでもらうボ
ランティアを毎月
第 ２ 土 曜 日 に 開
催しています。ま
た、大田病院ひま
わり音楽隊の要請
を 受 け、 会 場 設
営・患者さんの会
場への移動などの
お手伝いを行いま
した。

くらしと
平和の活動

・	実施するべきでは
ない、という国民
の多数の声を無視
し、安保法を国会
で強行採決すると
いう安倍暴走路線
を止めるために、
毎月の理事会前駅
頭宣伝、署名行動
など運動してきま
した。しかし、暴
走を止めるには十
分な盛り上がりと
することはできま
せんでした。

・	社 会 保 障 分 野 で
は、 介 護 保 険 改
悪、介護報酬の更
なる引き下げなど
が行われる中、改

2015年度　年間主要行事の取り組み
国民平和大行進  ５月 ７日（木） 品川〜川崎
大田から原発ゼロパレード  ５月10日（日） 蒲田駅周辺　450人
春のバスハイク  ５月17日（日） めがね橋とこんにゃくパーク　116人
第13回品川健康まつり  ５月23日（土） 戸越公園　800人
福島原発事故・放射線状況学習会  ６月14日（日） 大田区消費者生活センター
春のウォークラリー  ６月14日（日） 池上七福神　15人
戦争をする国ゆるさない学習会  ６月20日（土） 池上会館
認知症サポーター養成講座  ７月 ４日（土） 鵜の木平和センター　20人
なんしんまつり  ７月18日（土） 大森中川端児童公園
西品川支部反核フェスティバル  ７月21日（火） 三ツ木診療所　50人
全国鵜の木まつり  ７月25日（土） 健康チェック・救護所など
戦争させない品川ピースパレード  ８月 １日（土） 450人
映画　夕凪の街桜の国　上映会  ８月 ２日（日） アプリコ大ホール　550人
六郷支部納涼会  ８月 ４日（火） 京浜診療所　30人
原水爆禁止世界大会　長崎大会  ８月 ７〜 ９日 城南ドルフィンから　２人
大田区ピースパレード  ８月 ９日（日） 蒲田駅周辺　700人
ゆたか支部反核ビアパーティー  ８月22日（土） ゆたか診療所　50人
城南ドルフィン夏季合宿  ８月23 〜 24日 神奈川　43人
ピースアクション広島・長崎報告会  ９月 ５日（土） 東京南部生協共催　51人
第７回生協組合員と医療介護交流会  ９月26日（土） 大田区消費者生活センター　50人
大田区生活展 10月 ３〜 ４日 大田区消費者生活センター　125人
大田区地域デビューのつどい 10月10日（土） アプリコ展示室
第９回健康講座 10月17日（土） 品川中小企業センター　60人
憲法いかし、いのちまもる国民集会 10月22日（木） 日比谷野外音楽堂　3,500人
第31回大田・品川健康まつり 10月25日（日） 池上小学校　4,500人
看取り・終末期の心構え学習会 10月31日（土） 大田区消費者生活センター　18人
歯みがきセミプロ養成講座 11月5､ 12､ 19日 大田歯科　９人
なかしんバザー 11月 ７日（土） 大森中診療所
秋のバスハイク 11月15 〜 16日 秋の越後路　29人
秋のウォークラリー 12月13日（日） 荏原七福神　13人
新春鎌倉ハイキング  １月10日（日） 鎌倉　32人
各支部新春のつどい・春のつどい  １月〜 ３月 各集会室など
第４回城南文化祭  ２月13日（土） 池上会館　150人
映画「あん」上映会  ２月23日（火） アプリコ大ホール　1,033人
第６回駅伝フェスティバル  ３月 ６日（日） 大田区多摩川　30チーム120人完走

介護支援研究会 毎月第３火曜 PIO・2016年５月で100回開催
全都一斉大気汚染測定  ６月、12月 大田区・品川区
大田くらしのなんでも相談会 隔月 蒲田駅
品川くらしのなんでも相談会 2016年 ３月〜 大井町駅

・	ゆたか調剤薬局は体制が厳しい中で薬学生
の実習を受け入れてきました。
・	2016年度はなんとしても経常黒字にする

ため、理事会、経営改善委員会等で話合い
を進めてきました。 

今年はじめての開催歯みがきセミプロ養成講座

大田病院内での足湯の様子


