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会 員 関 係 の お 知 ら せ



2 　� 　

大阪府生協連　2021年度第 2回理事会開催報告

○開○催○概○要
Ⅰ．日　　時� 2021年10月 7 日㈭　15時～16時45分
Ⅱ．場　　所� 大阪府社会福祉会館 4階403
Ⅲ．出 席 者

⑴　理事（総数24名中、21名出席、3名欠席）
⑵　監事（総数 3名中、 1名出席）
⑶　陪席（ 1名出席）
　　・事務局長　小山正人

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 　会員生協脱退の件

　小山事務局長より、桃山学院大学生協から、同生
協の2021年 9 月末をもっての解散に伴い大阪府生協
連に脱退届が提出された旨報告がされた。
　全員異議なく承認された。

2 　2022年新年講演会の件

　小山事務局長より、2022年新年講演会について、
コロナ禍の先行きが見通せないことから開催を見合
わせる旨提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

3 　大阪府生協連2021年度上半期決算報告の件

　中村専務理事より、大阪府生協連の2021年度上半
期決算状況について報告がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

4 　近畿労働金庫「エイブル・アートSDGsプ
ロジェクト2021」への協力の件

　小山事務局長より、近畿労働金庫からの要請を受
け、同金庫主催「エイブル・アートSDGsプロジェ
クト2021」を後援する旨提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

5 　和歌山市断水に関する和歌山県生協連から
の要請の件

　中村専務理事より、和歌山県生協連からの要請を
受け、水道橋崩落による和歌山市北部の断水に対し
て、飲料水500箱（ 1箱 2ℓ× 6本）の物資支援をす

ること、緊急性かつ要請数量等を考慮し、大阪いず
み市民生協に物資手配を依頼した旨報告がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

6 　大阪市廃棄物減量等推進審議会委員の推薦
の件

　小山事務局長より、大阪市からの大阪市廃棄部減
量等推進審議会委員推薦の要請を受け、現在委員を
務めている飯田容子理事（おおさかパルコープ）を
推薦する旨提案がされた。
　討議の結果、提案の通り、全員異議なく承認された。

○報○告○事○項
報告事項 報告者

【大阪府生協連】
1 ．�コロナ禍により生活困窮している大
阪府内大学生への食の支援第 3弾

中村・後藤

2．�大阪府男女共同参画推進財団
（ドーン財団）への協力結果

中村

3．社会福祉問題研修会 小山
4．第 1・ 2回理事・監事研修会 小山
5．�Zoom学習会「オンラインで会議上
手になろう！」

小山

6．各委員会
　⑴　組織活動委員会 若江
　⑵　生協大会実行委員会 吉川
　⑶　ジェンダーフォーラム協議会 羽多野
　⑷　文楽・コンサート実行委員会 小山・秋山
　⑸　大規模災害対策協議会 森本
　⑹　健康チャレンジ実行委員会 小山
【日本生協連、他生協等】
7 ．日本生協連 中村
8．近畿地区生協府県連協議会 小山
【会員及び友誼団体等】
9 ．消費者支援機構関西（KC’s） 中村
10．なにわの消費者団体連絡会 中村
11．全大阪消費者団体連絡会 小山
12．おおさか災害支援ネットワーク 中村
13．日本協同組合連携機構（JCA） 小山
14．OCoNoMiおおさか 小山
15．�大阪府下避難者支援団体等連絡協

議会（ホッとネットおおさか）
小山
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第 6回幹事会

　［日　　時］　　2021年 9 月 9 日㈬　10時～12時10分

　［場　　所］　　オンライン

　［出席団体］　　一般社団法人大阪労働者福祉協議会

　　　　　　　　大阪府漁業協同組合連合会

　　　　　　　　大阪府森林組合

　　　　　　　　大阪府生活協同組合連合会

　　　　　　　　大阪府農業協同組合中央会

　　　　　　　　近畿労働金庫

　　　　　　　　社会福祉法人大阪ボランティア協会

　　　　　　　　日本赤十字社大阪府支部

　　　　　　　　日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団関西事業本部

　　　　　　　　〈オブザーバー〉

　　　　　　　　日本協同組合連携機構（JCA）

　　　　　　　　認定NPO法人大阪NPOセンター

　［開催概要］　　⑴　2021年国際協同組合デー＆OCoNoMiおおさか 1周年講演会のまとめ

　　　　　　　　　　◦�参加状況及び参加者アンケートの結果を共有し、各自から感想が出さ

れた。

　　　　　　　　　　◦�次年度企画の検討課題として、「参加者を広げる為の広報等について」

「オンラインとリアルのより効果的な活用について」等が出された。

　　　　　　　　⑵　�第29回ワン・ワールド・フェスティバルへのセミナー開催とブース出展

について

　　　　　　　　　　◦�オンラインセミナーをテーマ「SDGs×気候変動」で開催する。講師

と報告団体は、世話役団体から個別調整し、次回幹事会で報告・確認

する。動画撮影日は11月上～中旬頃。

　　　　　　　　　　◦�オンラインブースは見合わせる。

　　　　　　　　⑶　日本協同組合連携機構（JCA）企画のご案内

　　　　　　　　　　◦以下の企画を案内した。

　　　　　　　　　　　第 3回協同組合の地域共生フォーラム（10/ 2 土）

　　　　　　　　　　　第 4回都道府県協同組合連携機構　全国交流会議（11/ 5 金）

　　　　　　　　⑷　OCoNoMiおおさか活動への提案と各団体からの情報提供

　　　　　　　　　　◦OCoNoMiおおさかへの提案はなかった。

　　　　　　　　　　◦各団体から近況や今後の予定等について情報提供がされた。

　　　　　　　　⑸　次回第 7回幹事会は10月下旬～11月上旬で日程調整する。

OCoNoMiおおさか
（大阪府協同組合・非営利協同セクター連絡協議会）
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第 7回幹事会報告

　［日　　時］　　2021年10月27日㈬　15時～16時10分

　［場　　所］　　オンライン

　［出席団体］　　一般社団法人大阪労働者福祉協議会

　　　　　　　　大阪府漁業協同組合連合会

　　　　　　　　大阪府森林組合

　　　　　　　　大阪府生活協同組合連合会

　　　　　　　　大阪府農業協同組合中央会

　　　　　　　　近畿労働金庫

　　　　　　　　社会福祉法人大阪ボランティア協会

　　　　　　　　日本赤十字社大阪府支部

　　　　　　　　日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団関西事業本部

　　　　　　　　〈オブザーバー〉

　　　　　　　　日本協同組合連携機構（JCA）

　　　　　　　　認定NPO法人大阪NPOセンター

　　　　　　　　〈見学〉

　　　　　　　　愛知県生活協同組合連合会

　［開催概要］　　⑴　第29回ワン・ワールド・フェスティバルへのセミナー開催について

　　　　　　　　　　◦�オンラインセミナー動画撮影日11月12日㈮　13:30～16:30

　　　　　　　　　　　講演講師 :地球環境市民会議（CASA）・宮崎�学�事務局長

　　　　　　　　　　　セミナー詳細・役割分担、動画撮影スケジュールを確認した。

　　　　　　　　⑵　日本協同組合連携機構（JCA）第 1回都道府県協同組合連携

　　　　　　　　　　�組織担当役員・幹事長会議2022年 1 月21日㈮　10:00～11:30について参加

者調整し、参加する。

　　　　　　　　⑶　OCoNoMiおおさかによる関大大学商学部寄附講座の開講について

　　　　　　　　　　◦�各団体から意見、質問が出され、開催することを確認した。

　　　　　　　　　　◦�OCoNoMiおおさかの印鑑を作成する。

　　　　　　　　⑷　各団体からの情報提供

　　　　　　　　　　◦各団体から近況や今後の予定等について情報提供がされた。

　　　　　　　　⑸　次回第 8回幹事会は2022年 1 月上旬で日程調整する。
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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～

性の多様性について考える学習会　最終回を終えて

� 大阪いずみ市民生活協同組合
� 理事　池辺　真紀

　ジェンダーフォーラム協議会は 5月・ 8月・10月と 3回連続の「性の多様性について考える

学習会」を開催しました。 5月はLGBTQの基本的知識。 8月は日本社会の現状と課題、欧米

諸国等との違い。最終回の10月は行政の取組みを学習し、ジェンダーについて理解を深めてき

ました。

　日本は、世界経済フォーラムが公表するジェンダーギャップ指数で、156か国中120位と、先進

国の中では最低レベルです。しかし、前向きにとらえると、まだ伸びしろがあります。大きく出

遅れてはいますが、SDGsを通じ多くの人にジェンダーという言葉は届き始め、国や企業の取組

みは身近な存在になってきました。そして、私たち自身も学び・知る機会が増えてきています。

　最終回は「大阪市のLGBTなど性的マイノリティに関する取組」について、大阪市市民局ダ

イバーシティ推進室人権企画課　廣原さんからお話を伺いました。

　大阪市は淀川区長の「LGBT支援宣言」をきっかけに、性的マイノリティの取組みを始めま

した。「LGBT研修会」の設置、「LGBT支援サイト」の立ち上げ、「パートナーシップ宣誓証明

制度」「事業者向けガイドブックの作成」「LGBTリーディングカンパニー認証制度開始」と続

き、平成29年度には、全職員にLGBTに関する人権研修を実施。理解を深め、その後も毎年新

人・中堅・管理職に向け研修を続けているそうです。研修を実施した特徴として、若い世代で

はLGBTなど性的マイノリティへの理解度が高く、逆に中高年の男性は拒否感が強く、女性は

柔軟にとらえているという印象を述べられていました。若い世代の高い理解力は、学校教育で

も取組みが進んでいる事、そしてTVなどの影響力を挙げられていました。

　お話を聞きながら、自分の住んでいる行政の取組みをあまり知らないことに気づき、身近な

ところにも目を向けるべきだと思いました。全 3回の学習会に参加することで、「LGBTQ～性

の多様性～」という枠組みにとらわれず、人の個性・価値観・性別・年代・全てにおいて「人

権」が根底にあると気づきました。

　今回の学習はきっかけの一つです。大切なのは「知る」「聞く」「共感する」という事ではな

いでしょうか？行動に起こすことも大切ですが、簡単なようで難しいです。「耳を傾ける」この

小さな一歩から始めてみてはどうでしょう。私たちジェンダーフォーラム協議会は皆さんのは

じめの一歩に寄り添いながら、学習を通じジェンダーについて共に理解を深めていきたいと思

います。
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ス ケ ジ ュ ー ル

11月
4 日㈭	 大阪府検査
5日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
5日㈮	 JCA第 4回都道府県連協同組合連携組織　全国交流会議
10日㈬	 第 3 回大規模災害対策協議会
11日㈭	 第 3 回ジェンダーフォーラム協議会
15日㈪	 会報発行
17日㈬	 第 3 回組織活動委員会
17日㈬	 なにわの消費者団体連絡会幹事会
24日㈬	 生協大会
24日㈬	 消費者支援機構関西（KC's）理事会
25日㈭	 日本生協連第 3回県連活動推進会議・関西地連第 3回運営委員会
26日㈮	 関西災害時物資供給協議会広域応援訓練（実動）

12月

3 日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
6日㈪	 オンライン組合員活動交流会
8日㈬	 第 8 回文楽・コンサート実行委員会
14日㈫	 消費者支援機構関西（KC's）理事会
15日㈬	 なにわの消費者団体連絡会幹事会
16日㈭	 第 3 回理事会
20日㈪	 会報発行

1 月

7 日㈮	 健康チャレンジ実行委員会
10日㈪	 日本生協連全国方針検討会議（～12日）
18日㈫	 ホッとネットおおさか（大阪府下避難者支援団体等連絡協議会）定例会
19日㈬	 なにわの消費者団体連絡会幹事会
19日㈬	 第 6 回生協大会実行委員会
20日㈭	 第 4 回理事会
26日㈬	 第 4 回組織活動委員会
27日㈭	 日本生協連第 4回県連活動推進会議・関西地連第 4回運営委員会
27日㈭	 消費者支援機構関西（KC's）理事会


