第１回「協同の心・絆」川柳コンテスト 応募作品一覧
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環境と 食の安全 ＪＡと
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協同の 心と共に 米作り
餌料米は うめぇとヤギも 安倍に言う
農村の 絆は今も JAで
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TPP 日本の農業 本気ピンチ
作物の 最大の敵 放射能
JAで 夫婦の絆 取りもどす
協同が 女磨きの 居場所くれ
錆びついた 身体JAで 磨きかけ
幸せな 顔してJA 間口あけ
JAで 対角線の 絆キープ
協同が 作る女の 底力
TPP 牛と車が せめぎあい
原色の 若さ弾ける 協同力
女と男 活かして磨く JA絆
JAで 希望が弾む 音符たち
JAが 歩巾を広げよ 背中を押す
持ち味を 生かし協同土 と組む
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農協に 暮しの鍵を 預けます

21

森林手入れ 組合任せ 俺昼寝
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休耕地を 担い手者 頼み居る
離れても 事が起これば 心寄せ
絆言う 安売りのよう 今日もまた
手をつなぎ 築いていこう これからを
この願い 繋いだ手から 広がるよ
困ったな…。 そうだ!!組合に 聞いてみよ
我が家では 三世代とも 近くのJA
とりあえず 近くの農協まで 行ってくる
さなぼりで ふれあいセンター 四人一組輪投げ点稼ぐ
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T種奉公大家族が いなくなり一人暮らしし 見守りす
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北風も みんなでスクラム はね返せ
協同は いざという時 効いてくる
限界も 力を合わせりゃ 全開に
助け合い 助ける側が 助けられ
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グローバル よりも地方に 夢がある
「おいでよ」と 心をくすぐる 友の声
「今日どう？」 誘われ心も パッピーに
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美しい日本の里山や田園風景、また、国産の安心して食べられる食べ物日本の農業を支えて来たJA。未来に
つなげて行きたいものです。
大陸から米作りが日本に伝わった時代から、米作りは村人地域が一つになって行われてきました。早乙女唄や
四季折々の行事その精神が脈々と協同組合の内にあります。
現在の米政策の餌料米の増産について動物がおいしいと評価できるようになればと。安倍首相に報告するさ
ま。
農村では今でも都会に比べれば絆は強いものがあります。しかし、高齢者化、人口減少化のこの時代農村にお
けるJAの役割が期待されます。
日本に米作りが伝来して以来、日本文化伝統の基に農業がなってきました。協同の心は日本人の国民性、思い
やりの精神の原点です。
現在の農業が抱える問題・課題について真剣にとらえました。
マンネリ化した夫婦もJAのイベントに参加し、元気で仲よし
協同で女性の感性を磨いてる
地元のJAが間口を広くあけ、高齢者を迎え、元気にイベント等に参加
定年後地域デビューはJAのグランドゴルフ、他生きがいを持ち生き生きす。
地域の絆をJAで作り、それを上手に長続きするよう対角線にキープし続ける
女性部の協同の組織が女の力こぶであり底力を今、出している。
TPPそんなに急いでどこへ行くのやら
若い人たちの農業離れ 協同で若さ集めよう
女と男お互いの個性を認め合う
一人一人の人生を明るく地域も元気
生活の歩巾を広げてくれる場所にしたい
女と男の個性がキラリ、そんな協同を希望します。
農畜産物の生産、販売から金融その他生活に関する全てにおいて農協が重要な役割をもっている
山林所有者の高齢化や継続者不足に依る山林の維持管理を森林組合に依頼し山主（所有者）は安心していら
れるという意味を込めて。
後継者もなく耕作しなければ田畑は慕れはててしまいますので一石二鳥だと思います。
又、米は輸入に頼らず作付けを出来るようにすると良いと思います。
普段は疎遠でも何事か起これば助け合うのが田舎のよさですよ。近年田舎でも無関心が増えてきています。
読んで字のごとし
協同組合は人の組織であり、手をつなぐことで、自分たちが幸せを実現できることをイメージしました。
組合員にとって、組合は何事に関しても心の拠りどころ。相談相手＝組合は、いつも気軽で身近かな存在であっ
て然るべき
我が家では3世代（同居）に渡り近くのJAで貯金や共済、車の事までいろいろお世話になっています。
何か解らないことや、困ったことが起きたら、近くのJAに言って相談をしています。
田植えが終わった日（部落車四組）がふれあいセンター集まって輪投大会部落は7部落一組四名男女混合で点
が入ると部落全員大きな拍手で盛り上がります。終了後は全員で食事会。これも又楽しく思い出になりました。
私は畳屋のT種奉公に九人家族の中に入りました。
畳仕事はない時は農作業もしました、その内年頃の若い者も次々に結婚し私も婿養子に出してもらい現在に
至っております。教えていただいた方も亡くなりお嫁さんに来方が一人家を守っております。もう八十を超しており
ますので、私がお世話になった方に恩返しがしたしと思っております。
TPP等規則緩和という厳しい北風が吹いているが厳しい時こそ団結して前に進んでいくことが必要です。
東日本大震災の時に皆が助け合いの心で厳しい状況を 乗り越えたことを表現しています。
一人だけでは限界だと思ってしまうことも、協同の力で取り組めば解決できて未来が開ける という意味です
相手を助けてあげようと、助け合いの活動に参加してみたら自分が助けられてしまい、改めて協同活動のすばら
しさを実感したとの意味です。
グローバル社会では実現できないことを夏の地方創生により皆の夢を実現しましょうとい意味です。
「今日どう？」は協同と掛け合わせた仲間づくりの言葉です。皆が話し合って幸せになりましょうという意味です。

39

つながったと 感じた瞬間 協同人
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健康の あかりを灯す 友の会
JAで わたしの歩巾 広げてる
我を捨てよ ブランド物は 我にあり

43

支い合い 心と身体 蘇る
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TPP交渉と アベノミクス農業・地域社会は、 高齢化現象
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農水省大夢語り、農業所得増大だ
生活に 寄り添う絆 頼もしい
生活に なくてはならぬ 絆かな
先が読める!! TPP交渉遺伝子組換えた 日本人
協同組合員 仲間との絆で 相互扶助
飯くえば 皆んな笑顔の 家族かな
TPP交渉 組合員の絆で 自己改革
お百姓さん リクルートするなら 新自由主義
国民は 新自由主義 県民は地方創立 農民は自己改革
増えていく シワと絆と 新自由主義
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支えあい 笑顔を繋ぐコミニティ

56

つながる根 ごちそうさまの えがおみる

57

6次化で 農家の所得 救盛賞
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JAは 農家のための サポーター
田植終い 目覚めた田には若葉萌え
新妻の 老母と暮らす 幸不幸
揺ぎない 組んだスクラム 幾萬か
真心と 更なる努力は 世界まで

63

雷雨とともに 虹のかがやき 永久の基と
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ユーモアが 仲良し絆 こわしけり
政治家が 親子の絆 ちりぢりに
ささえあい 協同の力で守る ゆとり生活
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娘達 こっそり母に プレゼント
田畑が 連ぐ 親子の話題の輪
ありがとう 恥ずかしいけど 気持ちいい!!
娘との ラインで話す 楽しみよ!
昔、支所 今はATMが おるすばん♡
またきたの？ ことばのうらには うれしさが♡
厨房に 根ずくJA 皆笑顔
農協に かける農家の 意志硬し

75

守ろうよ 農家を育てる 新体制

76

農ありて 絆で結ぶ 底力
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協同活動を通じて心や思いがつながったと実感した時からみんなが仲間になれる、仲間になろうという運動的な
意味です
地域のJAで高齢者が元気で健康寿命を伸ばせたらと思う。
人生の歩巾を広げるために参加する
共同で農作物を栽培すりことは自己流でなく良き栽培している人に学んで良い品物を作ることで地域のブランド
品が出来上がるそして心のつながりが大切であると思います。
東日本大震災に避難にあった人達、又、それを支える人達が共に支え合い、助けたり助けられたり、喜んで人生
を生きることに蘇ることが出来たらいいと思います。
安倍内閣府の指導によりTPP交渉が推進され、農業の地域格差が生じ高齢者の農業への生き甲斐が失われ
る。
TPP交渉により『農業の所得増大』と語っているが論議が不足している。
食べ物だけではなく、近くには、協同病院もあり、地域にとってなくてはならないものです。
海外からの食品、遺伝子組換えに要注意しよう
国会からの状況から将来の不安定が確実になった、仲間との絆と相互扶助が重要な社会となるだろう
協同組合というところが安全な物を提供しているので題材にしました。
TPP交渉が不安であり農協の自己改革には限度があります
先祖から受継いできた土地管理が不安になり、零細農業を続ける事ができるといい時代である。
国会の流れと国民負担と時代の相違を表した
日本政府の考えは一流企業富裕層社会へ傾いている
たくさんの人が食の安心にかかわり、私達の暮しを支えてくれています。そして暮らしを豊かにし、食卓に笑顔が
あふれます。それが幸せですネ！
農家の生産物を6次化することで所得向上につなげる。高齢化が進むなかで所得がアップすれば、後継者育成
になる
TPPなどこれからの農業従事者を不安にさせる課題があるので農家を守り抜き未来に希望をあたえるがにがJA
であるらサポートして共に協力していく

何百萬もの組合員の絆は固く協同の精神は強い
熱き誠意は世界の津々浦々まで届くよう努力している
政府（天下）のTPP参加表明や規制改革が厳しさを増しているそんな中にあっても、協同組合の連帯（虹）は今
後も変わらず次の世代の基礎となっていく
仲良しの友達と冗談といいましたら怒られて仲達になりました
昔は親子三代で暮らしましたが今は核家族になり世の中が淋しくなりました
組合員の為になることなその生活を守ることだと思うし又、
一人の力ではなく協力することが絆になることだと思いました。
私の誕生日2人の娘は内緒でプレゼントを買ってきてくれました。少ないバイト代の中から買ってくれたと思うと…
うれしくて胸がいっぱいになりまいた。
農業をする楽しさを親子で味わうことを作品としました
娘が一人暮らしをはじめなかなか携帯で話している時間が無いけれど時間が空いた時ランを開き見る瞬間が楽
しみ♡
支所の統一が進む中ATMはまだ地域の人のためにと残されて灯りがついているATMをみるとほっとします。
JAさんが推進でよく顔を出してくれます。「また来たの？」とつい言ってしまいますが実はうれしいんですよね
毎月届くすてつぶ新鮮な野菜で必ず食卓に加え参考にして皆んなで喜んで居ることです。
農協と農家の硬いつながりを詠みました。
最近TPP問題は農家にとって予断を許さない状況にありて私達は先行が心配であります。此の際、本当に農と
食を守らなければまりません。本来人間は食を中心として生きて居す。それによってお互いが繋り合って生活を
営んで居ます。それには経済が伴うことです。農家の一番身近な協同組織としてJAの役割がこれからの関心事
だと思います。そう云う意味のもとに川柳コンテストに応募致しました。
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地震国 JA共済 守り神
若人は JAがあるから 頑張れる
協同は 私の愛する 羅針盤
農協は いつも我等の 灯台守
年かさね 自家用野菜 元気よく
顔のシミ 鏡うつして 老を知る
嬉しさや 自由気ままな 床返り
我が家より 筑波につづく 青田かな
農協の 協同購入 柿橈む
協同の 心は一つ 絆より

3.11の震災時にはどこの保険会社よりも素早い対応に大変感謝申し上げます。今後共より一層のご奨進をお祈
り致します
日本農業の将来を担う若人に力強い相談御指導をお願い申し上げます。
農家の行先が不安な時代にみちびいてもらう組織だと思います。
困った時迷った時、よき相談相手、やさしく導いていただく母なる存在、羅針盤、灯台守の様な協同組合を常に
信頼し愛しつづけます。
年をとっても元気に野菜つくりにはげんでいます
としはとりたくないものだ
毎月蜂にさされて注射しています、2日ぐらい氷で冷やすものです。
毎日筑波山を眺めてくらしています、すぐ前には一面の青田です。胸いっぱい青田の風を満喫しています。
農協より購入した柿が沢山実とつけています、今年の秋が楽しみです。
皆の心を合わせて大きな花を咲かせましょう。という意味を込めて作りました。
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協同の 心を合わせて 大輪に
農協は 守り神だよ オラ百姓
JAに 年金あずけて おら元気
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三世代 揃う収穫 秋日より
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早苗田の 見通り老いの 知恵まかせ
協同は 核にも勝る 抑止力
助け合う 心があれば テロはなし
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クラス会 畑が舞台 定年後

95

畑では 背中が語る 姉の愛

96

協同組合の役割が良く分かっていませんが、活動としてこうゆう事しているのかな？と思い書かせていただきま
した。
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人と人 平和、協力 助け合い
大切さ 手を取り合おう 思いやり
希望の灯 スクラム組んで 灯そうよ
この時代 思い起こせよ 原風景
あの方へ 声と心の おすそわけ
ともにゆく われらの組合 支えあい
ずっと住む 安心の街 助けあい
協同の 力で拓く 茨道
協同の 光で満ちる 常世国
おせっかい きょうどうへの みちしるべ
レインボー しあわせはこぶ かくへんだ
茨城の 協同組合 絶好調
協同の 力が支える 食と農
人と人 手と手を取って 輪を広げ
ふと気付く 協同の心が すぐそばに
協同の絆を結ぶネットいばらき
優しきは みんなで悩む 心から
きみとぼく 手をとりあって 共に行く
協同で 明日に向かって まい進む
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守ろうよ 地域の宝 子の笑顔

昨今、子ども達を取りまく状況（事件、事故、貧困等）が報道され地域の大人が見守っていくことの大切さを感じ
ました。
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頼られて 地域とともに 歩こうよ
ご一緒に 合言葉と 実行で
協同の心を持てば増す絆
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農協は我々農民のよりどころJAを利用して農家の生活を高めたい。
稲刈りの時高校2年中学2年小学6年、大人に交じってお手伝いしていまいた、その動きぶりの感動しました。
老い人達は経験豊かな老いた親父を頼り安心していることでしょう
助け合う、愛し合う心があれば核必要ないし、テロも起きる事はありません。
小中学校の同窓生が専業農業をしている。夫を亡くして一人で農業をしている所へ手伝いに同級生が集まって
来る。種まき草取り、トラクター運転と作業を覚えて2ヘクタールの畑を今でも守っています。この絆を時々畑で開
くクラス会をよんだもの
夫を亡くし、一人で細腕で畑に出ている友人の所へ時々姉が手伝いに来ている。その時、妹を思う姉がもくもくと
農作業をしている姿に感動しました。

皆で心をつないで未来にむかって頑張ろう
戦後の日本は困っている人がいたら助け合った。農家の仕事もお隣り、近所、お互いに手伝っていた、今の時代
少しでも昔の人々の気持ちに戻ってみては!!という思いで書きました。
これからも協同組合が協力しながら街づくりをすすめていこうとする様子を表現してみました。
茨城における協同組合の左右成を高めたい、という思いを込めて
人への関心でお節介が生協の原点「愛の協同」愛の反対語は「無関心」まずは他者の関心を持とう!
連携した活動をしている茨城の協同組合は最強です!!
茨城をたべようを協力してすすめる協同組合ネット
茨城の中で協同の心を大切にする協同の輪を広げていく。その事を確認して欲しいと思い作りました。
協同組合ネットいばらきの名作を広めるために
生産者、消費者をとりまく社会は激しく変化し、未来は不透明。協同の力で切り開くという思いを込めてました。
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寄り添って 心ふれあう 温かさ
協同は 幸せレシピの隠し味
協同の笑顔 ハートにキュンとくる

協同の心、絆を深めるためにはまず、相手の気持ちに寄り添うことからだと思いました。そこで、生まれてくれる
温かい気持ちがお互いに助け合って生きていく、強い絆に繋がっていくと思います。
協同は幸せな社会の土台となうものだと思います。隠し味がメインディッシュか悩みました。
みんなが笑顔であることがうれしいので協同は笑顔を作ってくれます
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震災に まけぬ茨城 みんなの和
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まけないぞ スクラム組んで レッツゴー
協同の 心はいつも 助け合い
お互いに 絆があればキズなかれ
我々は 地域の笑顔 築きます
きみとぼく 明日へと続く 一歩かな
手をとろう ともに進もう 明日へと
助け合う 協同精神 後世に
よりそって 共に歩もう 地元愛

震災でいろいろな物を失い、たくさんの人達が犠牲になった、でも人々はすばらしい心を持っている。1人1人が
協力し助け合えば必ず良い結果に繋がると思う。その願いを込めて書きました。
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県北は 移動購買 大人気
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都構想 そんなことより 嫁不足
きょうどうで ずっとおいしい なべりょうり
協同の 絆で守る 平和な世
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こんにちは 明るい笑顔で たすけあい

119

127
128
129

協同組合は常に相互扶助の精神であることから
絆と言う言葉を少しいじってみました。
私は農協職員なので、職員全体で地域社会を盛り上げていこうという気持ちでこの川柳をかきました。
みんなで手をとり協力しあっていけば、明るい未来へと続く道ができていく
地元から密接にかかわってくらしているので、これからもそんな関係が人とのつきあい方として残ってほしいとい
う思いから作りました。
JAの県北地域は山間部が最も多い。買物弱者の救済の為JA常陸は「移動購買車」の運行をしています。JAは
組合員のゆたかな暮らしと安心を地域に貢献する役割を果たしていきます。
5万円あたるといいな飲み会補助
一人暮らしの高齢者が増える中、明るい声を掛け合って、地域の絆を深め、子供やお年寄りを見守る、たすけあ
いながら暮らす。たすけあいは協同組合の精神。

