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全国協同集会2017実行委員会事務局

電 話

〒540-0036 大阪市中央区船越町1- 6 -2 アズタビル5Ｆ　ワーカーズコープ・センター事業団 関西事業本部内　

※第21～23分科会（移動分科会）は別の場所・タイムスケジュールとなるため、別途費用がかかります。
　定員もございますので、参加ご希望の方は事務局へお問い合わせください。

※ 学生・障がい者は 2日参加 2,000円、1日参加はそれぞれ上記の半額となります。　

●滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 滋賀県大津市打出浜15-1
　 JR「大津」駅より徒歩20分 [バス5～7分]
　 JR「膳所」駅より徒歩15分／京阪「石場」駅より徒歩3分
 [交流会会場]
●びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市におの浜4-7-7

●龍谷大学 瀬田キャンパス 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1番5
　 JR「瀬田」駅よりバス8分
※日曜日のため、当日は構内のコンビニの営業予定が無く、近隣にも
食事のできる店舗等がありません。
お手数ですが昼食は予めお弁当を注文されるか、ご持参ください。

2日目は20を超える分科会に分かれての開催を予定しています。各分野で実際に活動さ
れている皆さんの実践や気づきについてご発言いただき、持続可能な地域づくりと協同
の可能性を考えていきます。ご興味ある分野の分科会にご出席ください。

分科会の詳細は中面をご覧ください

2日目のみ 2,000円1日目のみ 3,000円2日間通し 4,000円

9：30～15：30（開場9：00）
10  8（日）  分科会

● 11：30 開場
● 12：30 オープニングイベント

● 12：45 開会（共同代表、来賓あいさつ）

● 18：00 終了
● 19：00 大交流会（びわ湖大津プリンスホテルにて）

市民が協同で拓く地域と
コミュニティ経済の可能性

12：30～18：00（開場11：30）
10  7（土）  全体会

山極 壽一 氏
京都大学総長

人間社会の
起源から
協同の価値と
希望を探る

● コーディネーター
   藤井 絢子 氏
    NPO法人 
     菜の花プロジェクトネットワーク 代表

● コメンテーター
   広井 良典 氏
     京都大学 
    こころの未来研究センター 教授

嘉田 由紀子 氏
びわこ成蹊スポーツ大学

学　長
前滋賀県知事

永戸 祐三 氏
 日本労働者協同組合
（ワーカーズコープ）

 連合会 名誉理事

● パネリスト
   

豊岡和美 氏
一般社団法人
徳島地域エネルギー
事務局長

山口美知子 氏
東近江

三方よし基金

武村幸奈 氏
はたけのみかた
代表取締役

上村俊雄 氏
ワーカーズコープ・
センター事業団 
但馬地域福祉
事業所 所長

記念講演

パネルディスカッション

総括セッション

参加費

会  場

いま、「協同」が創る 
2017全国集会　
実行委員会

フリガナ

名　前

ご住所　〒

E -Mail 所　属

TEL FAX

参加日 参加希望
分科会

交流会（7日夜） 弁当（8日）

男  ・  女

□ 10月7日（土）　   □ 10月8日（日）

□ 参加する     □ 参加しない □ 必要     □ 不要

第1希望　第（　　　　）分科会
第2希望　第（　　　　）分科会

申し込み
問合せ先

06-4790-7171

当日

090-3228-9471

Fax
06-4790-7172
E-mail

kyodo2017@
    roukyou.gr.jp

 滋賀県生活協同組合連合会 会長 北川 紀子 ／ 滋賀県農業協同組合中央会 会長 中川 清之 ／ （株）なん
てん共働サービス 取締役会長 溝口 弘 ／ （特非） 菜の花プロジェクトネットワーク 代表 藤井 絢子 ／ 一般社団法人 滋賀県労働
者福祉協議会 専務理事 花房 正信 ／ 日本協同組合学会 会長 石田 正昭 ／元「抱きしめてBIWAKO」実行委員会 事務総長 細谷 卓
爾 ／日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会 名誉理事 永戸 祐三　（順不同、敬称略） 
　　　
 滋賀県生活協同組合連合会、ＪＡ滋賀中央会、（一社）滋賀県労働者福祉協議会、滋賀地方自治研究セン
ター、（福）しみんふくし滋賀、（特非）菜の花プロジェクトネットワーク、（特非）宅老所 心、（株）なんてん共働サービス、（特非）縁活
おもや、油藤商事（株）、（特非）元気な仲間、近畿ろうきん、京都高齢者協同組合くらしコープ、（特非）釜ヶ崎支援機構、さいたまフロ
ンティアネットワーク、ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟、北海道労働者協同組合、（特非）工房・虹と夢、日本労働者協同
組合（ワーカーズコープ）連合会、日本高齢者生活協同組合連合会、協同総合研究所、（一社）日本社会連帯機構、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
　　　
 滋賀県・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・高島市・
東近江市・米原市・日野町・竜王町・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・滋賀県中小企業家同友会（予定を含む）

実行委員会

後　援

共同代表（敬称略）

※ 於：びわこ大津プリンスホテル　参加費：6,000円 ※ 別途お弁当代（1,000円・お茶つき）をいただきます。

×

連絡先 電話

MAE G BAND登場　
大会記念ソング「ターンオーバー ～琵琶湖の深呼吸～」を
歌います。

この印刷物は再生紙を使用しています

石場駅
京阪
膳所駅
ぜ ぜ　　

島ノ関駅浜大津駅

JR琵琶湖線

京阪電車

名神高速道路大津I.C

県庁

西武大津
ショッピングセンター

大津パルコ

NHK
コラボしが21

県警本部
琵琶湖ホテル

大津駅 膳所駅

琵 琶 湖
びわ湖ホール

びわ湖大津
プリンスホテル

1日目 JR琵琶湖線

東海道新幹線

滋賀医科大

瀬田駅

滋賀県立
近代美術館

2日目 

瀬田I.C

京滋バ
イパス

龍谷大学
瀬田キャンパス

名神高速道路瀬田公園
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全体会 10/7（土） 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール
分科会 10/8（日） 龍谷大学　瀬田キャンパス会場

10  7（土）・8（日）

この全国集会は国連の SDGsを踏まえ「誰一人取り残さない社会」を考えます。



C講
C講
パ

荘保　共子 （NPO法人地域包摂こども支援センターこどもの里）
生田　武志 （野宿者ネットワーク）
今村　雅夫 （NPO法人 大津夜まわりの会）
仲野浩司郎 （羽曳野市　保健福祉部　福祉総務課）
松本　賢二 （ワーカーズコープ [日胆]）
山本　宏子 （ワーカーズコープ [豊中まーる]）
加美　嘉史 （佛教大学社会福祉学部 教授）
奥平　明子 （ワーカーズコープ [姫路]）

コ

中西　大輔
（滋賀地方自治研究センター）
「我が事・丸ごと」地域共生
社会のとらえ方と、少しず
つ起きている小さなとりく
みへのエール、それらの社
会的な背景を理解する。

成瀬　和子
（（福）しみんふくし滋賀）
「抱きしめて琵琶湖」の
後に誕生した”しみんふ
くし滋賀”の、志（こころ
ざし）や取り組み、その
理念をお聞きする。

村田　美穂子
（NPO法人 宅老所 心）

介護保険制度ができる前から居
場所を作ってきた。小規模多機能
事業所を草津市で2か所運営。質
の高いケアと、地域で元気に暮ら
すための思いをお聞きする。

基調
提起

記念
講演

蒲池　卓巳 （おてらおやつクラブ）
お寺の地域で果たす役割が大きく変わり、日本中のネット
ワークにまで広げてこられた、「おてらおやつクラブ」の仕
組みと宗教家の想いや取り組みをお聞きする。

北川憲司
（滋賀地方自治研究センター）

コ

中西　大輔 （滋賀地方自治研究センター）
亀山　芳香 （米原市役所くらし支援課）
蒲池　卓巳 （おてらおやつクラブ）
谷　仙一郎 （NPO法人 元気な仲間）
中島てるこ・西本麗子・山田登喜子 
　　　　　　  （守山「地域のあるもの探しの会」）
東　　深幸 （ワーカーズコープ [徳島・西山そらの学校]）

野中　鉄也 （京都大学大学院工学研究科 教授）
田中　陽介 （ファンキーファーム）
中村　清作 （滋賀県漁連青年会）
金﨑いよ子 （認定NPO法人びわこ豊穣の郷）
岡元ルミ子 （ワーカーズコープ [鹿児島・国分ほのぼの]）
中本　英宏 （ワーカーズコープ [山口]）
堀部　祐輝 （龍谷大学農学部3回生）
杉田　健一 （NPO法人縁活）

島川　武治 （環境レイカーズ）
三浦　美香 （（一社）比良里山クラブ）
西澤　彩木 （せた森のようちえん）
越間　聡美 （ワーカーズコープ [奄美・森の家くっかる]）
竹森　幸太 （ワーカーズコープ [宮城登米]）

島村　恒平 （あいとうふくしモール）
上村　俊雄 （ワーカーズコープ [但馬]）
日野　貴博 （非営利活動団体Atlas）
里　　優美 （ワーカーズコープ [長崎・おたくさキッズ]）
小倉由香里 （森のまんまるようちえん）
福島　孝一 （（福）こなんＳＳＮ）
野々村光子 （東近江圏域 働き・暮らし応援センター”Tekito-”）
南出　吉祥 （岐阜大学地域科学部 准教授）

講
パ

コ

谷　　一之 （北海道下川町長）
豊岡　和美 （（一社）徳島地域エネルギー）
井上　博成 （飛騨五木株式会社企画研究室/
　　　　　　　京都大学大学院経済学研究科博士課程）
佐々木郁子 （あぐりーんみやぎ）
辻本　善郎 （市民生活協同組合ならコープ 
　　　　　　　経営管理室 環境・エネルギー担当）
豊田　陽介 （認定NPO法人気候ネットワーク）

奥村　　繁

小石　哲也

C

コ

講
報 ①

報 ②
報 ③
報 ④

島村　　博 （協同総合研究所）
角野　淑枝 （JA福井市殿下ふれあい支店）
北出　順子 （福井大学医学部）
西山　　実 （滋賀県生協連）
尾添　良師 （ワーカーズコープ神奈川事業本部）
川端　　均 （JAおうみ富士　食育園芸部）
石田　正昭 （龍谷大学／日本協同組合学会）
前田　健喜 （JC総研）
相良　孝雄 （協同総合研究所）


