【2012 国際協同組合年全国実行委員会
後援/認定

認定・後援事業一覧】
主催

名称

認定 いま協同を拓く2010全国集会in四国

同実行委員会

実施日・期間
2010年11月13日
～14日
2010年10月4日
～6日、2011年1
月13日 19日
2011年4月～
2014年3月

後援

協同組合源流セミナー

全国農業協同組合中央会

後援

ミュージカル「おもいでぽろぽろ」全国公演

劇団わらび座

後援

書籍『協同組合の役割と未来 新しい社会づくりに向
社団法人 家の光協会
けて』の発行

2011年7月1日発
刊

後援

シンポジウム「共生する社会を目指して―信頼と絆に
農林中金総合研究所
支えられたスウェーデンの社会的経済」

2012年4月17日

認定 菜の花フォーラム＆移動セミナー

日本労働者協同組合連合会

2011年3月10日
～11日

食料フォーラム 協同組合への期待 幅広い連携は 「ふるさとの食 にっぽんの食」全国
2011年2月15日
地域を救うか
実行委員会／同東京実行委員会

後援
認定

協同金融研究会第100回定例研究会記念シンポジウ
協同金融研究会
ム

2011年3月5日

認定

東アジア（日・中・韓）における農業協同組合運動の
将来像を構想するシンポジウム

社団法人 ＪＣ総研

2011年11月10日

認定

協同総合研究所研究年報「新しい協同、新しい社会
創造の時代へ」

協同総合研究所

2011年2月発刊

小冊子「欧州・カナダ・東アジア 協同組合 源流に学
日本農業新聞
ぶ」

後援

認定 書籍「農業・経済・金融・JAグループ 歴史と現況」
後援

農業情報調査会（協同組合懇話会） 2011年発行
全国労働金庫協会、日本チャリティ
協会（共催）

日本チャリティ協会「ろうきんカレンダー展」共催

2011年10月発刊

2011年6月8日～
14日

日本協同組合学会第30回春季研究大会「協同組合
認定 の社会的価値を問う：国際協同組合年と協同組合憲 日本協同組合学会
章」

2011年5月28日

認定 第2回懸賞作文「小さな助け合いの物語賞」

2011年6月1日～
9月7日募集

全国信用組合中央協会

平成23年度日本共済協会セミナー「日本の協同組合
日本共済協会
共済の存在意義」

後援

認定 平成23年度「協同組合を考える集い」

2011年10月25日

岐阜県協同組合間提携推進協議会 2011年7月1日

後援

映画「人生、ここにあり！」

新日本映画社、イメージ・サテライト

2011年7月～
2012年12月

後援

第19回「世界こども図画コンテスト」

社団法人 家の光協会

2011年6月1日～募集、
2012年8月展示会

後援

復興支援特別シンポジウム「共生型の社会を探る」

NPO法人共生型経済推進フォーラム、
2011年7月2日
近畿ろうきん地域共生推進室（共催）

後援

公開フォーラム「国際協同組合年に向けて 賀川豊
彦と協同組合文化」

賀川豊彦関係団体・協同組合連絡
協議会

認定

書籍「協同組合の社会経済制度―世界の憲法と独禁
日本経済評論社
法にみる―」

日本協同組合学会第31回秋季研究大会「東日本大
認定 震災・原発事故からの復興ー協同組合は何を提言で 日本協同組合学会
きるかー」
日本労働者協同組合（ワーカーズ
認定 全国よい仕事研究交流集会2011
コープ）連合会
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2011年7月20日、9
月21日、11月25日

2011年7月17日
発刊
2011年10月14日
～15日
2011年10月15日
～16日

「関信越ブロック組合員活動交流集
2011年9月22日
会」実行委員会

認定 関信越ブロック組合員活動交流集会

道生協連、JAグループ、JFグルー
プ、森連、労金、労福協、全労済、共 2011年10月6日
栄火災海上の１５団体
国際労働機関（ILO）、日本生活協同
2011年9月30日
組合連合会

認定 国際協同組合年（IYC）プレ北海道集会
認定 2011年ILOコープアフリカ 報告交流会

国際労働機関（ILO）、日本生活協同 2011年9月25日
～10月2日
組合連合会

認定 2011年ILOコープアフリカ 協同組合リーダー研修
後援

社会連帯の協同組合、その可能性を探る！

NPO法人共生型経済推進フォーラム

認定 協同組合新勧告採択10年―発展の軌跡と展望―
後援
認定

2011年10月1日

特定非営利活動法人、ILO活動推進
2011年11月15日
日本協議会

別所哲也のドイツ紀行“絆”街道をゆく～協同組合の
農林中央金庫、家の光協会
父・ライファイゼンの軌跡～

2011年10月22日

書籍『福島後「維持可能な日本」をつくる 協同運動と
合同出版株式会社
新社会システム』

2011年9月発刊

認定 書籍『協同っていいかも？』

合同出版株式会社

2011年10月発刊

全国漁業協同組合連合会

2011年6月16日
～募集

後援

第34回全国海の子絵画展

後援

2011年度公開研究会「東日本大震災と生協の共済の
公益財団法人生協総合研究所
果たした役割と今後の課題」

2011年11月21日

後援

「働くこと。世界は今」～ディセント・ワークを探る

2011年11月28日

近畿ろうきん地域共生推進室、関西NGO協議会

認定 映画「だんらんにっぽん―愛知・南医療生協の奇跡」 だんらんにっぽん製作委員会
後援

いま、「協同」が創る2012全国集会

同実行委員会

2011年11月～
2012年10月
2012年11月17日
～18日

にいがた協同ネット、ささえあいコミュニ

認定

「人生、ここにあり！」上映会＋イタリアの社会的協同
ティ生活協同組合新潟、日本労働者協 2011年12月11日
組合学習会（仮称）
同組合連合会センター事業団

認定 「人生、ここにあり！」上映＆講演会
後援

協同労働の協同組合ネットワークちば 2012年2月18日

「人生、いろどり」製作委員会：(株)ア
ミューズ、Ｃ＆Ｉ、ショウゲート、花鳥 2012年秋～
風月、関西テレビほか

映画「人生、いろどり」
認定 書籍『怠れば、廃る』

株式会社 南方新社

2012年1月10日

認定 子育てフォーラム

NPO法人 ワーカーズコープ

2012年2月11日
～12日

認定 ｢農山漁村ふるさと応援プロジェクト」

株式会社 農協観光

2012年1月～3月
31日

認定

ＣＤＦＩ 国際セミナー 「コミュニティ開発と、これを支
える社会的金融を考える」

近畿ろうきん

2012年2月1日

認定

近畿ろうきんＮＰＯパートナーシップ制度・報告会
近畿ろうきん
～東日本大震災・被災地支援市民活動フォーラム～

2012年2月5日

認定

「国際協同組合年」記念協同金融研究会第９回シン
ポジウム

協同金融研究会

2012年3月10日

後援

同志社大学における、大学生協連寄付講座
「協同組合論ーひと・絆・社会連帯を求めて」

全国大学生活協同組合連合会

2012年8月28日
～9月1日

後援

一橋大学寄附講義 「自然資源経済論」

農林中央金庫

2012年4月1日～
2015年3月31日

後援

慶應義塾大学寄付講座

農林中央金庫

2012年4月1日～
2015年3月31日

後援

早稲田大学寄付講座
食と経済および農山村体験実習

農林中央金庫

2012年4月1日～
2015年3月31日
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認定

「冬の京都へようこそ！
“東映太秦映画村”で遊ぼう！」

近畿ろうきん

2012年2月19日

認定

シンポジウム「甦れ！農」パート１３
「大震災が問う！競争原理から協同の絆へ」

愛媛県農業協同組合中央会

2012年3月10日

全労済大阪府本部

2012年4月9日～
6月8日募集

認定 第２８回 全労済子ども絵画コンクール
後援

協同組合原点回帰セミナー

全国漁業協同組合連合会

2012年3月8日

後援

全国漁業協同組合学校創立70周年記念
「ＪＦ全漁連・組合学校合同記念研修会」

全国漁業協同組合連合会

2012年3月9日

後援

全労済プレゼンツ
東日本大震災復興支援チャリティーコンサート

公益社団法人 国土緑化推進機構

2012年3月5日

後援

京都大学寄付講座 次世代型農業の統治と経営およ
農林中央金庫
び農業経営の未来戦略

2012年4月1日～
2013年3月31日

後援

ＪＡ共済総研セミナー 「地域社会の再生に向けて」

社団法人 農協共済総合研究所

2012年3月9日

認定 映画「かすかな光へ」全国上映普及

ウッキー・プロダクション

2012年中

認定 映画「医す者として」全国上映普及

グループ現代

2012年

認定 書籍 『悲しみを乗りこえて共に歩もう 』

合同出版株式会社

2012年3月11日
発刊

認定 ＩＬＯ労働金庫調査報告書の発行

社団法人 全国労働金庫協会

2012年2月下旬

生活クラブ生活協同組合（神奈川）

2012年4月～7月

日本労働者協同組合連合会

2012年3月1日～
2日

認定

神奈川大学・生活クラブ生活協同組合寄附講座
『現代社会と協同組合』

認定 菜の花フォーラム＆移動セミナー
後援

早稲田大学寄付講座
「震災復興のまちづくり」

全国共済農業協同組合連合会

2012年4月1日～
2015年3月31日

後援

早稲田大学寄付講座
「農村地域の経済と社会を見る目」

全国共済農業協同組合連合会

2012年4月1日～
2015年3月31日

コープ出版株式会社

2012年3月1日発
刊

認定 書籍『2012・協同組合 国際協同組合年によせて』
後援

神戸大学における大学生協連寄付講座

全国大学生活協同組合連合会

2012年11月28日～
2013年1月23日

後援

映画「この空の花」

「長岡映画」製作委員会

2012年5月から
全国順次公開

新潟県生活協同組合連合会

2012年3月25日

書籍 『入門 モンドラゴン
－それは「学習」からはじまった－』

全国農業協同組合中央会

2011年12月

後援

ドキュメンタリー映画「ワーカーズ」

日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会

2012年6月～公
開

後援

平成24年度「協同組合調査・研究（国内研修）」

全国農業協同組合中央会

2012年5月17日
～18日

一般社団法人 全国信用組合中央協会

2012年6月1日～
9月7日

社団法人 ＪＣ総研

2012年8月17日

全労災協会

2012年5月発刊

認定 映画「この空の花」スクリーン＆トークスペシャル
認定

認定 第3回懸賞作文「小さな助け合いの物語賞」
後援

平成24年度ＪＣ総研「協同組合研究セミナー」
認定 協同組合テキスト「協同組合を学ぶ」
認定

「大学生協のアイデンティティと役割
－協同組合精神が日本を救う」

株式会社 日本経済評論社

2012年7月3日発
刊

認定

全労済組織紹介DVD
「もっと全労済を知っていただくために」

全労災

2012年5月完成
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協同組合フォーラム連続シンポジウム
第1回「生協の社会的役割と地域の未来」

協同組合フォーラム

2012年5月12日

後援

6月15日「信用金庫の日」
～しんきん『地域応援』キャンペーン～

一般社団法人 全国信用金庫協会ほか

2012年6月1日～
30日

後援

幽学の里で米作り交流事業

旭市都市農漁村交流協議会

2012年5月3日～
10月6日

認定

認定 「人生、ここにあり！」を見る会

「人生、ここにあり！」上映実行委員会 2012年10月14日

認定 協同組合の可能性を探る シンポジウムｉｎ神戸

近畿労働金庫

認定 2012国際協同組合年 富山県記念シンポジウム

2012国際協同組合年富山県実行委
2012年7月4日
員会 富山県協同組合協議会

認定

協同集会ｉｎ北海道
協同で地域をつむぐ～人として生きる～

協同集会ｉｎ北海道実行委員会

認定 協同まつりｉｎ群馬～新しいコミュニティへの創造へ～ 協同まつりｉｎ群馬実行委員会
認定

2012国際協同組合年「つながるっていいね！ エピ
ソード募集」企画

2012国際協同組合年・エピソード募集企画事務局

認定 第16回厚生連病院と単協をつなぐ医療・福祉研究会 日本文化厚生農業協同組合連合会

2012年6月2日

2012年9月29日
～30日
2012年7月22日
2012年6月1日～
8月31日
2012年9月26日
～27日

後援

平成24年度 日本共済協会セミナー

社団法人 日本共済協会

2012年10月29日

後援

日本を明るく元気にする“よい仕事おこし”フェア

全国63信用金庫による共催

2012年11月1日

認定 第56回JA共済全国小・中学生書道コンクール

農業協同組合
全国共済農業協同組合連合会

2012年7月～
2013年3月末

認定 第41回JA共済全国小・中学生交通安全ポスターコンクール

農業協同組合
全国共済農業協同組合連合会

2012年7月～
2013年3月末

認定 レインボー体操

農業協同組合
全国共済農業協同組合連合会

2012年4月～
2013年3月末

認定 笑いと健康教室

農業協同組合
全国共済農業協同組合連合会

2012年4月～
2013年3月末

日本労働者協同組合連合会

2012年10月27日
～28日

後援

いま、「協同」が創る2012全国集会ｉｎ東北

岐阜県協同組合間提携推進協議会
2012国際協同組合年岐阜県実行委員 2012年7月3日
会

認定 国際協同組合年を考える集い

一般社団法人 全国信用組合中央協会

2012年9月1日～
7日

京都フィルハーモニー室内合奏団創立40周年記念
認定 「敬老の日」特別公演『夏川りみと京フィル ありがと
う』

特定非営利活動法人 京都フィル
ハーモニー室内合奏団

2012年9月17日

認定 森林組合トップセミナー・森林再生基金事業発表会

全国森林組合連合会・農林中央金庫

2012年8月2日～
3日

後援

しんくみの日週間

後援
認定
後援

公益財団法人 生協総合研究所 第3回公開研究会 公益財団法人 生協総合研究所
「環境・エネルギー問題と協同組合」
日本生活協同組合連合会

2012年9月6日

若者の自立支援を考えるシンポジウム
～トンネルの向こうは○○だった～

新潟地域若者サポートステーション
新潟市

2012年8月19日

ＪＦｏｒｅｓｔ国際協同組合年記念大会

全国森林組合連合会・農林中央金
庫

2012年10月25日

いま、『協同』が創る2012全国集会
実行委員会

2012年9月15日
～17日

生活支援戦略を問う！～今こそ「第3就労」＝日本型 NPO法人共生型経済推進フォーラ
の社会的企業の法制化を～
ム

2012年7月21日

認定 国際協同組合年 記念映画祭
認定

東日本大震災支援全国ネットワーク
2012年7月27日
（JCN）

認定 広域避難者支援ミーティングｉｎ近畿
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2012国際協同組合年記念フォーラム 協同組合がよ
認定 りよい社会を築く！～労働運動と協同組合の関係と 中央労働金庫
は～
認定 近畿ろうきん「社会貢献プロジェクト・すまいる」

近畿ろうきん

認定 りょうしん講演会

長崎三菱信用組合

2012年10月1日
～2013年3月末
日
2012年9月15日

認定 ＩＹＣ記念 生協総研 シェルジェン氏公開研究会

公益財団法人 生協総合研究所

2012年9月6日

認定 ＩＹＣ記念 生協総研 全国研究集会

公益財団法人 生協総合研究所

2012年10月6日

認定 ＩＹＣ記念 東京＆京都国際シンポジウム

生協総合研究所
くらしと協同の研究所
公益財団法人 生協総合研究所

東京：2012年11
月22日
京都 2012年11
2012年4月18日

協同組合フォーラム

2012年9月8日

認定

ＩＹＣ記念 生協総研 第2回ペストフ教授 公開研究
会

協同組合フォーラム連続シンポジウム第2回
「グローバル化の中の共済の社会的役割」
東日本大震災で関西に避難されている子供たちと家
認定 族の応援企画「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン企
画」
日本協同組合学会 第32回大会「パラダイム転換と
認定
協同組合～お任せから自立的参加へ～」
認定

近畿ろうきんNPOパートナーシップ制
2012年9月9日
度
日本協同組合学会

2012年9月29日
～10月1日

社団法人 ＪＣ総研

2012年10月22日
～23日

認定 日本再共済連 第9回 ブラッシュアップセミナー

日本再共済生活協同組合連合会

2012年9月25日

認定 全国よい仕事研究交流集会2012

日本労働者協同組合連合会

2012年9月22日
～23日

後援

2012年度協同組合・協同会社職員交流セミナー

BS特別番組「石黒賢が訪ねるフランス・ワイン紀行～
農林中央金庫、家の光協会
受け継がれた幻の味を求めて～」

後援

2012年10月6日
放映ほか

認定 平成24年度近畿農協研究大会

近畿農業協同組合研究会

2012年12月3日

認定 特別展 賀川豊彦と協同組合運動

賀川豊彦記念松沢資料館

2012年10月16日
～12月26日

ろうきん＆ILO国際セミナー「世界の労働と連帯経済」 社団法人 全国労働金庫協会
～ディーセントワークと労働者福祉の視点から～
近畿労働金庫

後援

特定非営利活動法人 地域と協同
の研究センター
奈良県「災害復旧・復興・防災のための合同プロジェ 近畿ろうきん奈良地区統括本部／奈
認定 クト／すまいる」（略称：ろうきん災害復興プロジェクト 良県労働者福祉協議会／奈良NPO
／奈良すまいる）
センター
和歌山県「災害復旧・復興・防災のための合同プロ
近畿ろうきん和歌山地区統括本部、
認定 ジェクト／すまいる」（略称：和歌山プロジェクトすまい 和歌山県労働者福祉協議会／わか
る）
やまNPOセンター
認定 研究フォーラム「いま友愛から協同を考える」

2012年11月25日
2012年10月21日
2012年10月1日
～
2012年10月1日
～

認定 書籍『新渡戸稲造ものがたり』

銀の鈴社

2012年9月1日刊

認定 公開講座 農村における農協・農協共済の役割

社団法人 農協共済総合研究所／東
京大学大学院農学生命科学研究科

2012年12月22日
～24日

認定 書籍『沖縄・奄美の共同売店ガイド＆マップ』

共同売店ファンクラブ
NPO法人 レキオウィングス

2012年12月中旬
完成予定

農業・農協問題研究所東海支部

2012年12月1日

認定 書籍『ＪＡ新協同組合ガイドブック』

全国共同出版

2012年10月30日

近畿ろうきんNPOアワード７周年Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ「NPO
認定 アワード Next Stage これまでの成果と『未来へ活か
す』道筋」

近畿ろうきんNPOアワード７周年Ａｎ
2012年12月10日
ｎｉｖｅｒｓａｒｙ実行委員会

認定

後援

2012年9月21日

農業・農協問題研究所東海支部 研究例会 農と食
を通し 高蔵寺ニュータウンの これからを耕す

協同組合年記念 欧州協同組合教育活動調査・研究 全国農業協同組合中央会
生活協同組合パルシステム東京
ワークショップ工房アイ・ズ

認定 あれやこれや生活協同組合の可能性発見！

2012年12月9日
～16日
2012年12月21日

認定・後援事業一覧<<詳しくはこちら
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