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第３８期生

東京都漁業協同組合連合会

専務理事 塚本 亨

それが私の漁協人としての始まり？

時が経つにつれ、漁協系統の職員としての役割が記

「水協法第４条言ってみろ！」

されている第4条を見事答えさせて、「さすが、組合学
校で勉強したね！」と褒める機会を与えてくれていた

40年以上も前、組合学校を卒業し、東京
都漁業協同組合連合会 資材課に配属、程
なく何かの会合の時である。

紹介され、前専務理事のМ氏に挨拶した途
端「水協法第4条言ってみろ」。私は
「・・・」答えられなかった。
その後の対応は、覚えていないが、面食
らいドギマギし答えられない恥ずかしい思
いをしたことは覚えていて、今でも悔やん
でいる。
しかし、その出来事が、水産業協同組合

のでは？と思うようになりました。
その時のⅯ前専務の思いは、後者の私に期待した質問
だったと信じている。 その後、お会いする機会もな
く、今更、確かめる術はないが。
期待に対して、役割を演じられなかった、若き自分
に、大きな気付きの場を与えて戴いた、Ⅿ前（当時）専
務理事に「その節はありがとうございました。」
と・・・。
在学生の皆さんは、組合学校で勉強した事柄を自分
の知識として身に着け、恰好良く答えて「花を持たせ
て貰った」方が、勿論良いですよ。

の職員としての自覚が芽生えた瞬間だった
ように思っている。
写真（左、下）：
40年以上前の組
合学校の様子

答えは、（組合の目的）「組合は、その
行う事業によってその組合員又は会員のた
めに直接の奉仕をすることを目的とす
る。」である。
恥ずかしいが、同窓55名もちろん卒業時
の表彰なぞ何も戴けない、学生でありまし
たが、折角1日24時間1年間、学業勉強に命

を懸けても、誰も文句言われない環境にい
て、何をしていたのか、今、思い返すと
「後悔然り」と言う次第です。
その後、南柏で読んでいたはずの水協法
の教範「水産業協同組合法の解説（水産社
刊）」を捲り、読みました。
たった1行の条文と解説の内容は当然、答
えられなかった自分に落胆したのは勿論だ
が、問いかけていただいた、Ⅿ前専務理事の
思いは何だったのか、考えた。
恥をかかせる為・・・？か、また、当然
組合学校卒業したのだから、答えさせて、
花を持たせるという思い・・・か？。

写真（上）：第82期生との交流（屋形船）
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第４０期生

徳島県信用漁業協同組合連合会

専務理事 神田 洋市

「協同組合組織」とは？
私は現在、徳島県信漁連にお世話に
なっている。
第40期生として組合学校を卒業し、信
漁連に就職させていただいたが、今まで
の3分の1程度の期間は県漁連で漁協合併
推進や指導事業を担当していた。本県特
有の団体間交流制度によるもので、信漁
連だけでは体験できなかった仕事も多く
いい経験になったと思う。
写真（上）：信漁連においての行事『徳島県漁協婦人部大会』
の様子（平成１２年～１５年実施風景）

さて、私が就職して「協同組合と
は？」と聞かれると、すぐに思いつくの
は「一人は万人のために、万人は一人の
ために」という言葉である。
この言葉は、本県の協同組合運動で有
名な漁協の建物に大きく書かれていた。
本県と関わりのある哲学者の賀川豊彦氏
が使われていた言葉と聞いた。ラグビー
にも「one for all ,

all for one」という言

葉があるが、同じ意図であろう。
私たち漁協系統は多くの漁業者に支え
られており、組織自体も漁業者の生活の

写真（上）：県漁連で漁協合併推進の仕事をしていた時

向上を目的に活動している。
この頃は、協同組合思想は薄まったと
いわれるが、私は「一人は万人のために、
万人は一人のために」の言葉を思い出し、
努めていきたい。
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第44期生

沖縄県漁業協同組合連合会

代表理事会長

上原 亀一

組合学校は私の財産「人生の転機」
全国漁業協同組合学校創立80周年の記
念すべき節目にあたり、組合学校創設か
ら今日に至るまで、全国津々浦々で活躍
する人材輩出の学び舎として、これを支
えてきました関係者各位に心より敬意と
感謝を申し上げます。
私は、八重山漁協職員に採用されて2年
目のときに、漁協経営が厳しい状況で
あったにも関わらず、当時の上司（組合
学校卒）の勧めで昭和58年4月に組合学校
へ入学しました。
組合学校では、多くの先生方に師事を
受けましたが、「相互扶助の精神」、
「政教中立」、「漁協職員を大切にす
る」といったものが強く印象に残ってい
ます。また、当時は若気の至りと言えば
申し開きになりますが、我が同期は、度
重なる門限違反、部外者とのトラブルに
よる報復で学校玄関のガラスが割られる
といった事もあり、学監や舎監に大変迷
惑をかけたことを反省しつつ、漁協職員
として必要なスキルと組合運動の原点を
学ばせて頂きました。
卒業・復職後は総務部門に配属勤務し
た後、漁業経営への挑戦、組合員の立場
から漁協運動に関わりたいとの思いから、
平成5年に一念発起、新造船を建造し漁業
に従事しながら、漁協監事、理事に就任
し、平成12年に代表理事組合長となりま
した。
役員就任当時の漁協は、資源減少や利
用率の低迷による市場販売事業の不振、
金融の適性化法の施行に伴う健全性の確
保への対応等、喫緊の課題が山積してお
り、市場事業改革、県一信用事業体構築
に伴う信用事業譲渡不足資金解消に向け
た財務改善計画の策定、資源管理型漁業
への取り組みなど、激動の連続でしたが、

これら多くの難題に対処出来たのは、組合員や漁
協役職員、関係機関の皆様のご支援・ご協力はもち
ろんのこと、組合学校で学んだ知識と組合運動の理
念、そして相談できる全国の同期の存在が大きかっ
たと自負しております。
近年は、沖縄県漁連の会長職として、平成25年に
台湾との間で締結された「日台漁業取決め」での県
内漁業者の意見集約と台湾側との交渉、30年以上進
展の無かった県漁連市場機能の移転促進と高度衛生
管理型市場の整備、更に新型コロナウィルス感染拡
大による影響、軽石の漂流漂着問題など、様々な難
題に直面しておりますが、沖縄県水産業の振興発展
に向けて仲間と共に鋭意取り組んでいるところです。

『軽石の漂流漂着の様子』
私のこれまでの歩みを振り返りますと、組合学校
での経験が基盤となり、その後の協同組合運動の実
践と地域漁業振興に邁進できてきたものと思います。
人生の転機となった組合学校は私の財産となってい
ます。感謝
最後に、これからも組合運動を実践する幹部職員
の養成機関として、組合学校の今後益々のご発展と
関係者の皆様のご健勝を祈念申し上げます。

3

第４４期生

大柿町漁業協同組合
会計主任

川下 博幸

全国漁業協同組合学校80周年、おめでと
うございます。
これまで学校運営に係ってこられた皆様
には、改めて御礼申し上げます。

漁協の事業は広く多岐にわたります。どの部門へも
精通し、関係各機関へも名の知られた所謂、ジェネラ
リストを目指すのか、漁業者からも相談を受けるほど
の、知識と経験を生かした、スペシャリストを目指す
のか、組合学校には是非とも、この2つを併せ持つ周り

さて、記念行事に先立ちまして事務局よ
り寄稿の依頼を受けました。37年も前のこ

から一目置かれる人材を次々と育てていってもらいた
いと思います。

となのですが、当時を振り返る良い機会で
あると思いお引き受けしました。
私は、広島県江田島市という島に高校卒

写真（右）：37年ぶり
に組合学校を訪問
（2022.3.18）

業まで暮らした、なかなかの田舎者です。
それが組合学校入学の為に、上京するこ
とになります。
新幹線で東京駅に降り、まずは西日暮里

を目指すために駅員に「にしひぐれざと
駅」はどういけばよいのですかと尋ねて困

大柿町漁協
（広島県）の様子

惑させたのが最初の恥ずかしい思い出です。
そして学校につくと、寮には、もう沢山の
生徒が来ていました。
緊張しながらも、早速話しかけてみます
と、皆様なんとも味のある方言が飛び交う
なかなかの田舎者ぞろいです。

しかしすぐに打ち解け、勉強はそこそこ
に、休日には都心に遊びに繰り出したりす
るのがとても楽しかったのを思い出します。
そして、あっという間に卒業です。誰もい
なくなった4人部屋の寮室で、明日は退寮の
夜に、この1年間を振り返りながら手帳に書
き込みました。内容はもう忘れましたが、
最後に学校への感謝の気持ちとして「あり
がとうございました」と書いたのははっき
り覚えています。

さて、在校生の皆さんは卒業後にどの
ような漁協職員を目指すのでしょうか。
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第４６期生

全国漁業協同組合連合会
長崎油槽所所長 新屋敷 彰

組合学校への感謝
この度は我が母校が創立80周年を迎え
られた事、誠におめでとうございます。
私は組合学校を第46期卒（昭和60年）
ですが、当時を振り返ると、今でも南柏
での寮生活を通じて、高卒、大卒、社会
人組の方々と、一年間、同級生として、
共に組合精神を学んだ時間は今でも濃く
鮮明に覚えています。
また、北は北海道から南は沖縄までの
色々な方言が入れ混ざって、我が故郷の
様子など熱く語りあった想い出がありま
写真（上）：全漁連長崎油槽所タンクを背景には
左から（江頭駐在所長、新屋敷、山下職員）

す。
あれから35年が過ぎますが、組合学校
には感謝の言葉しかありません。
私はおかげ様で全漁連に入会し、漁業
者、生産者への燃料、潤滑油の安定供給
を支える購買事業部の中で油槽所勤務を

鹿児島県からスタートして、石川県、長
崎県へと転勤して現在に至りますが、何
処に行っても組合学校出身者の先輩、同
期、後輩たちがいるという安心感が力と
なり元気に頑張らせて頂いてます。
今、コロナ禍でありますが、こんな時
こそ、全国の浜を盛り上げて活けるよう、
そして、ますます進化する組合学校の明
日へ繋ぐ活動を応援していますので、組

写真（上）：『長崎県漁連の原田購販部長(組合学校
第47期卒)：右 と新屋敷(第46期卒)：左』

合精神で一緒に頑張りましょう！
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本校講師歴：5年
（2016年～現在）

講師

授業科目：協同組合論
(漁協編)

北海道大学名誉教授 廣吉 勝治

浜に希望を導く漁協学校の存在
いま私の手もとに、平成25年7月「私家

漁協系統の応援、学校職員の日々の支えがあって
のことですが、誇りに思います。

版」の様な形で学校事務局で編纂された

『全国漁業協同組合学校 創立70周年小
史』があります。漁村教育会・服部郁弘
理事長（当時）の序文、学校の沿革や動
向（折からの東日本大震災直後の動向な
ども）、年度別概要、同窓会や後援会活
動、卒業生有志の回顧文などが、卒業生
の動向・授業科目や研修・役員や事業の
変遷等に関する資料集とともに簡潔にま

とめられています。
漁協学校教育の改革検討の経過につい
ても記述があります。

ことしは丁度国連が定めた「小規模伝統漁業・養
殖業に関する国際年」です。持続的生産・社会を求
める漁業のあり方が問われる節目になります。
その核に組合があります（2012年は国際協同組合
年でした）。
格差競争型の「規制緩和政策」に同調した漁業・
漁村改変を狙う規範意識なき施策に、私は同調でき
ません。
共助の組合を核とした地域の資源生産にこそ、社
会的安定や調和のとれた漁業の希望を託することが
できると思います。
漁協学校の存在に益々期待があつまる時代になり
ました。

「小史」は来る80周年での記念史刊行
を見込んでの整理であるとされますが、
私にとっては学校の概史を知る貴重な資
料です。昭和16年の創立以来、2500名余
の修学生を漁協マン（活動家）として全

国に輩出され、浜の現場を支え活躍して
おられる同窓の方にも私は調査等でしば
しば遭遇します。
長く本校の講師を務められた故山本辰
義著『わが師わが友わが務め―戦後漁協の

写真（上）：横浜市漁協見学研修にて（第８２期生）

一側面』（漁協経営センター）にも紹介
されていますが、戦中戦後を通して協同
組合に捧げてこられた名立たる識者の

方々が本学の教育にも係わっておられま
す。
むらの活性化・新規就業確保を目的と
した漁師塾や研修が流行っている昨今で
すが、80年も前から浜を根底で支える漁
協系統職員の専門養成をめざし存在して
きた独自機関は世界でも稀有です。

写真（上）：講義風景（第81期生）
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勤務歴：4年
（2011年～2014年）

元 学監
中澤 俊郎

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

組合学校の思い出
私が組合学校でお世話になったのは
2011年から2014年の4年間であります。当
時、東日本大震災を被災した生徒も入学

しており、九死に一生の経験を何か他人
事のように淡々と語る姿に震災の傷の深
さを感じたものでした。
この間延べ89人の生徒がおり個性豊か
といいますか「釣り師になりたい、漁連
に入るのは嫌だ、ユーチューバーになり
たい、卒業記念にお釜バーに行きたいの
で紹介してくれ、寮飯の魚は不味くて食

えない、風呂からあがっても体を拭かず

重要な節目で頼ってばかりいた記憶しかありません。
学校の伝統の力というと私には直ぐにOBの皆様の
顔が浮かんできます。ありがとうございました。な

お、直ぐに怒りだす事務局男性陣（私です）と生徒
の間を取り持ち、生徒の本音を聞き出し、難敵の漁
協等の人事担当を粘り強く説得してくれた事務局女
性陣の檜垣、佐藤にお礼を伝えさせてもらいます。
女子学生とのコミュニケーションは本当に助かりま
した。
東京では実感できませんが我々のホームである漁
村においては組織の構造を変えなければならないほ

どの人材不足となっております。今後も組合学校が
時代に即して人材を育て送り出すことを信じており
ます。

にベットに入る等々」語れば尽きないの

最後に皆様の健康をお祈りし終わりにします。

でこのくらいで止めときますが、同じ学

特に89名の姫と悪太郎どもが末永く健勝でありま

生が雪の日に難渋しているお年寄りを助

すように。

け、後日、お礼を告げられ、「これぞ組
合学校精神」と褒めたことも含め全て良
い思い出になっております。
89名の生徒とともに4年間大過なく過ご

せたことは学校の伝統の力と皆様の協力
のおかげでした。慌ただしく組合学校を
去り皆様にお礼を伝えられなかったこと
が心残りでした。このような機会を与え
ていたただき、改めましてお礼を申し上
げます。
学校の講師は、ボランティアで名誉職

写真（上）：第７５期生 入学式

にもならず、金銭は言うもならず、おま

けに遠距離となる3重苦です。感謝の言葉
もありません。皆様の協力なくして学校
は1日足らずも存続できません。
また、OBの皆様には在任期間中の学生
募集、就職、校舎改修、70周年編集など
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募集、就職、校舎改修、

周年編集など

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
山本辰義先生の思い出

喜んでいますし、組合学校としてもOBに学校を再認
識（生徒募集、就職活動など）してもらう機会です
等々、本音とも建て前ともつかない説得をしたこと

私が組合学校でお世話になったのは
2011年から2014年の4年間であります。
短い期間ではありましたが、学生のこ
と実地研修のこと講師の方々のことなど
良い思い出は尽きないのですが、折角の
機会ですので私の在任期間中に開催した
山本先生の「米寿のお祝い」の思い出を
書かせてもらいます。
山本先生の事績については皆様ご存じ
のことですので省略いたしますが、組合
学校の草創期から組合学校とともに歩い

てきた方です。山本先生といえば私に
とって学生の卒業発表を一人 一人丁寧に
読み聞き真摯に論評していく姿が一番の
思い出です。
正直、18-19歳の生徒の発表は拙いもの
で、私はすぐさまあきが来てしまいまし
たが、先生の論評を聞いてるうちにこれ
は論評しているのではなく教育している

を覚えています。
ともあれ、2015年3月16日、OB、関係者60余名が
駆けつけてくれ、先生の奥様もご出席いただき開催

することが出来ました。
教え子と会った時の嬉しそうな笑顔、奥さんと並
んだときのはにかんだ笑顔が可愛いものでした。
OBが中心となり関係者の協力による組合学校らし
い祝う会となり、我々の感謝の気持ちが先生に伝
わったと信じております。
百寿のお祝いは教室でやりましょうと伝えていた
ものですが、先生は2016年1月にお亡くなりになられ

ました。
雨の日も晴れの日もリュックを背負いヒョコヒョ
コと学校の門をくぐり、檜垣や佐藤に「先生、こん
な日はタクシーで来て下さい。」と叱られると、何
かもぞもぞと答えながら教室に上がっていく姿が目
に焼き付いています。
私にはまだ学校で学生相手に協同組合について講
義をしているような気がしてなりません。

と気づかされたものです。高齢にもかか
わらず長時間、本当に真摯に向き合って
いただいた姿が忘れられません。
先生の「米寿のお祝い」は、組合学校
スタッフ、近隣のOBから自然発生的に話
が持ち上がり、「内々でお祝いしましょ
う」から「全国のOBも出席できる祝う
会」に発展していったものです。校長に

少し大きくなり、事務局は学校がするし
かない旨を話したところ、要所には校長
から話をつけるので大いにやれとのこと

写真（上）：第７4期生 山本先生との見学研修（横浜市漁協）

で力づけられたものです。関係者に協力
のお願いをしたところ、先生の人柄によ
るものですが、予想を上回る反響があり
進めていたところ、先生より「大袈裟に
するのは止めてくれ」との申し出があり
写真（左）：第75期
生に笑顔で見送ら
れる山本先生

難渋しました。
昔気質の先生には自分のことで迷惑か
けたくないことと気恥ずかしさがあった
ようです。OBも仲間と会えることを
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勤務歴：20年
（1989年～2009年）

元 主事
田中 幸子

組合学校に対する思い

組合学校での一年間が、協同組合の知識を得るだ
けでなく、故郷を離れて同じ年代の若者と過ごすな

全国漁業協同組合学校創立80周年お
めでとうございます。

私は、平成元年9月（1989年）から
平成21年3月（2009年）まで、組合学

かで、地元の良さを再発見する貴重な機会になって
いたと思います。
皆様の益々のご活躍と、組合学校の発展を九州の
地よりお祈り致しております。

校の事務員として勤務いたしました。
自宅が組合学校の近くだったことか
ら、休みには学生達が我が家にやって
きて、一緒に食事を作って楽しいひと
時を過ごしたことが思い出されます。
彼らに共通していたことは、地元の
水産物に対する想いです。my包丁を持
参して鰤を調理してくれたり、ホタテ
や牡蠣、サンマやワカメ等送られてき
た地元の海産物を、調理の仕方や食べ
方にまでこだわり自慢しながら嬉しそ

うにふるまってくれました。
また、北海道からの学生は入学時に
満開の桜に驚いたり、一日中乗客が多
い電車に驚いたりと、地方の学生なら
ではの発見を報告してくれたものです。

写真（上2つ）：第67期生 研修引率

9

勤務歴：15年
（2004年～2019年）

前 主事
檜垣 紀子

―

十人十色

認め合い

ー

全国漁業協同組合学校が創立80周年を
迎えられましたことを心よりお慶び申し
あげます。
私が組合学校にお世話になりましたの
は、2004年（平成16年）から2019年（平
成31年）までの約15年間です。

学校は、校舎に寮が併設された構造で、
学生の学習面に限らず、生活の様子も把
握しやすい環境にありましたので、1年間

学生と一緒に笑ったり、泣いたり、怒ったり、心配
したり、悩んだりしたこと、卒業式を終え笑顔で
「ありがとう」の言葉と共に何度も振り返り手を
振って去っていく姿に、嬉しさと一抹の寂しさを感
じながら、「がんばれ、負けるな」と心の中で呟き、
大きく手を振り返し送り出したことは今でも鮮明に
覚えています。
そして、学校と学生の為に沢山の方から助けてい
ただきましたことは、私の人生で忘れることができ
ない濃い時間であったと心から感謝をしております。
ありがとうございました。

という短い修業期間の割には、学生との
距離が入学当初から自然に近くなるとい
う利点がありました。
また、数ある学校の中から、組合学校

これからも組合学校の歴史が90年、100年へと繋
がっていくことと、卒業生が健康で幸せな人生を送
ることを心から願っています。

を選び、大きな期待と将来の夢を抱く学
生の姿と遠方から心配をしながら送り出
してくれた保護者の方、現職者の派遣元
の漁協等の決断に、学校が背負っている
重責を感じ緊張の日々でした。
私が組合学校勤務で大切にしたことは、
学校と学生の関係が、見る側になる場合
と、見られる側になる場合とがあること。
このことを頭において、お互いが程よい
緊張感を持ち認め合う関係を築くことで
した。
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第８１期生

北海道厚岸漁業協同組合
直売部 業務課 石嶋 彰成

新型コロナウイルスの
脅威にも負けない

め合った絆は一生の宝です。1年の付合いではなく、
一生付き合っていきたい最高の「友達」ができました。
この最高の思い出と最高の友達ができることこそが、

この度は、創立80周年おめでとうござい
ます！そしてその長い歴史と諸先輩方に続
き、全国漁業協同組合学校卒業生の一員に

なれましたことに感謝申し上げます。

組合学校の一番の長所です！
そして、組合学校を卒業後、厚岸漁業協同組合で働
かせていただいています。
私は、直売部に配属になり、一般のお客様や、小売
店などに魚や貝などを販売しています。担当は、、、

さて、私が入学を希望した理由は、祖父
と叔父が組合学校を卒業しており、同じ道
に進みたい、そして全国に友達を作りた
い！という気持ちからでした。しかし、新
型コロナウイル感染拡大の影響で、入寮遅
延を余儀なくされ、入学式も遅延となりま
した。

なんと買付！1年目ながらも、上司（組合学校卒）から
とても愛のあるご指導をいただき、セリで鮮魚を中心
に買付を行っています。周りには組合学校卒業された
先輩方が多いため、毎日可愛がってもらっています！
自分がこうして責任重大な仕入を任せていただいて
いるのも、先輩方から可愛がってもらっているのも組
合学校を卒業させて頂いたおかげだと感じております。

しかし、組合学校から大きな段ボールが
届き、中には大量の課題と教材、パソコン

最後になりますが、組合学校で学んだこと、最高の

が1台。新型コロナウイルスにも負けず、オ

仲間に出会えたことを一生大切にこれからも精進して

ンラインでの授業を実施していただきまし

参ります！

た。そこで初めてみんなと顔合わせをしま
した。同級生が私含め5名、既卒者1名、現

全国漁業協同組合学校の益々のご発展と、関係者皆
様のご清栄をお祈りいたしております。

職者2名でした。決して多いとは言えないで
すが、早くみんなに会いたい気持ちで毎日

千葉に行くのを楽しみにしていました。
6月にやっと千葉に足を踏み入れ、念願の
みんなに会えました。北海道から沖縄まで、

写真（右）：学生時代の様子

年齢差はなんと約18歳差。はじめは仲良く
なれるか心配でしたが、オンライン授業で
顔合わせしていたおかげですぐに打ち解け
ることができました。そして毎晩大騒ぎ。
できる事は限られていましたが、組合学校
の職員の皆様、先生方の多大なるご配慮に
より、その中でも楽しく、最高な「思い
出」を作ることができました！生まれた場

写真（左）：値付けを
する様子（厚岸漁協）

所、年齢が違っても、緊急事態宣言が発
令され思うように行動できない状況に
なっても、毎日みんなと過ごし、深
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