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12月の給付状況

病気入院 3件
病気手術 4件
事故入院 2件
事故手術 2件
事故通院・固定具使用 13件
父母扶養者死亡 1件
借家人賠償 0件

　　　計 25件

たすけあいアンケートより

給付金額

932,000円

　明けましておめでとうございます。組合員の皆さまにおかれては、つつがなく新年をお迎
えのことと存じ上げます。こころよりお慶び申し上げます。
　弘大生協の理事長としての本年の抱負を申し上げますれば、それは「小さな問題からしっ
かりと」ということです。小さな問題が小さな問題だからという理由で先送りにされると、
それは大きな問題に育ってゆきます。いきなり大きな問題をなくそうとすると、なかなか解
決できないことが、さらなる問題を呼びます。ですから、それが小さな問題であるうちに解
決するべきであります。
　どんなに小さな問題でも結構ですので、お気づきなったことは仰ってください。小さな問
題であっても先送りせず、そのつどきちんと解決して、組合員の皆さまのキャンパス・ライ
フを豊かにすることのお役に立てる弘大生協でありたいとおもっております。弘大生協職員
一同、業務に誠実につとめる所存でございます。組合員の皆さまのご支援をお願いいたしま
して、新年のご挨拶とさせていただきます。 弘前大学生活協同組合理事長　山田史生

　私は学生委員会と新入生サポートセンターを兼任しており、入学してから
約２年間、生協にずっと関わってきました。今回の説明会では学生生活の発
表をさせていただき、できるだけ自分の経験をもとに話したり、丁寧に話し
をするよう心がけました。当日の発表前は緊張していましたが、実際に合格
者を目の前にすると、サポートセンターで提案する時のように、充実した大
学生活を送って欲しいという気持ちを込めて発表することができました。説
明会後にある合格者に「先輩のように色々挑戦したい！」と言われたことは
とても嬉しかったです。
　ぜひたくさんの人にサポートセンターに来場していただき充実した大学生
活の準備をして欲しいです。

大学生活アドバイザー　理工学部2年　小野譲暉

①特産品に興味を持ってもらう　②食の楽しさを感じてもらう
③レシピを知ることで料理について興味を持ってもらう　こと
を目的に開催しました。
　昨年同様、特産品の「出食」と「情報提供」ほか、今年はさ
らに冊子も作成し配布したり、待ち時間に料理中の動画を流す
などして参加者の方へ伝わりやすい工夫をし、楽しそうに食事
をしながら説明を聞く姿や、情報提供の内容が面白かったとい
う意見やおいしく食べることができたというアンケートをもら
うことができました。引き続き「食」について興味をもっても
らえるよう取組んでいきます。
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　学生委員会が中心となり、安心して大学生活が送れ
るよう、学生組合員へ向けて「水道管凍結防止」や
「飲酒事故防止」を呼びかけました。事故や被害にあ
えばどうなるのか、未然に防ぐためには、もしそう
なったらどうすればいいかなどを書いたビラをティッ
シュと一緒に渡しています。事故や被害「0（ゼロ）」
を目指してこれからも呼びかけをつづけていきます。
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(左)Sumica職員と「水道管凍結防止」
を呼びかけた学生委員会メンバー

(右)飲酒事故防止キャンペーンでビラを
渡している様子。
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　お正月に青森市の「のっけ丼」を初めて食べに行きました。話題になっているのは知っていたもののわざわざ
行こうともならず今回が初めての体験。結果、「もう一回行きたいなぁ」でした。同じネタでも店によって切り
方が違ったり、置いているネタも違ったりでそんなに広くない市場内をぐるぐる回り、丼ごはんにのっけてもら
う。単純だけど同じ値段の海鮮丼よりも楽しみもあって普通盛りをペロリと平らげてしまいました。知っている
つもりでも意外と知らない。そんな場所へ2019年はどんどん行って見たいなと思います。（SHIMO）

「共済のありがた
みを実感しています

。

全国のみなさま、あ
りがとうございます

」

（農学生命科学部
2 年　柔道の練習

中、乱取りをして

いて左膝に相手が
乗った。左膝靭帯損

傷、半月板損傷。
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固定算定日数8日　
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開催日：12月1日(土)
場　所：文京食堂Horest　多目的A
参加者：70名（試食のみ79名）

特産品プロジェクト2018特産品プロジェクト2018

開催日時：2018年12月15日（土）

参加人数：111家族　244名

AOⅠ合格者と
その保護者さまへの早期説明会

一足先に「住まい」の紹介も。職員の案
内で生協管理物件を見ていただき、生活
のイメージがしやすいと好評でした。

お昼はScorumでランチ提供をしまし
た。一人暮らしになると「食」も心配
事の一つです。保護者の方も一緒に食
べてもらいました。

水道凍結防止＆

飲酒事故防止キャンペーン

水道凍結防止＆

飲酒事故防止キャンペーン
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説明会後、「ミニサポートセンター」を開
設。オススメのPCや電子辞書など実際
に触れていただきお申込いただきました。

学生委員会による「何でも相談」で
は学部ごとに窓口を設け、大学生活
の様々な質問をいただきました。

年頭の挨拶

【特産品として紹介したメニュー】
　●せんべい汁　●しょうがみそおでん
　●ねりこみ　　●きんかもち
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弘前大学生活協同組合のホームページは、「弘前大学生協」で検索！
1ヶ月に１回発行。弘前大学生協の活動をお知らせいたします。
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2018年度 第7回理事会報告2018年度 第7回理事会報告
12月20日開催

次回は１月24日（木）予定

審議事項

詳しくは弘大生協ホームページ・理事会の議事録・発言録をご覧ください。詳しくは弘大生協ホームページ・理事会の議事録・発言録をご覧ください。

議決事項議決事項

第８号議案　2019年度の各種課題について

　2019年度の組織活動課題について、提案があり審議しまし
た。「健康」「環境」「平和」の課題のうち、「平和」については具
体的な活動をイメージすることが難しく、慎重に取り組んでい
かなければならないという意見や「平和」の課題の中で防災を
取り扱うことに違和感を感じるという意見もありました。
　この議案については、いただいた意見を整理し、再度1月の
理事会に提案することとしました。

　2018年9月より行っていました「平成30年北海道胆振東部地
震災害支援金募金」について、2018年11月30日まで実施し、

総計 21,786円 の募金が集まり、送金したことをご報告
いたします。

　お預かりした募金は北海道生協連を通じて、支援金として被災地
へのお渡しと支援活動等に活用させていただきます。
　たくさんのあたたかいご支援ありがとうございました。

　今年度の就活サプリ塾も大成功で終えることができました。
私は、民間企業内定者として、自分の就活体験をお話させて
頂きました。多くの学生の方からの質問を頂き、大変嬉しかっ
たです。
　また、本イベント後半では、社会人の皆様にも参加して頂
き、座談会を通して学生と交流を深めて頂きました。
　座談会では、学生の方が積極的に質問をしていた場面や、
企業の方が親切にアドバイスを送ってくださっていた場面が
多くみられました。イベントに協力してくださった社会人の
皆様、参加してくださった学生の皆様、本当にありがとうご
ざいました。 人文学部人間文化課程4年　齋藤一平
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【参加者感想（アンケートより）】
●人をとる基準、見ているところを教えてくれました。今しておいたほうが良いこ
と、アドバイスを聞くことができました。 （教育学部３年・女）
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　就活サプリ塾とは「学生が学生のために作る就職活動応援セミナー」で例年開催しています。
　今回も将来就活をする学生を対象に、民間企業や公務員、教師への内定を勝ち取った４年生の先輩や、実際
にそこで活躍されている社会人の方をお呼びし、仕事とは何か？就活とは何か？をテーマに交流をしました。
　企業説明会とは異なり、採用活動ではないため社会人の方とは普段聞くことができない疑問などを本音で交
流していました。この企画を終えて、少しだけ自分の将来の仕事選びや就活についてのヒントが得られたので
はないかと思います。 SHAREA　学び担当　長谷川直紀

　職員の話ではsumicaの織田副店長から生協で扱う「生協ガス」
や「水道管の凍結」について話していただき、弘前の冬が始まるこ
とを実感しました。また、意見回収では１週間前に行われた「生協
まつり」について話し合い、班ごとで活発に議論が成されていまし
た。総代企画の時間では１月16・17日の２日間で行う予定の総代
企画について話し合いました。具体的には当日のイベント企画や
オードブルのメニューについて話し合い、当日はクイズ企画を行う
ことが決まりました。

生協学生委員会　理工学部2年　藤原涼雅

企業ブースでの様子企業ブースでの様子

就 職 サ プ リ就 職 サ プ リ

各委員会ごとによる意見交換

北海道胆振東部地震緊急支援金募金ご報告

学生委員会により募金の呼びかけや店頭募金、食堂Horestでは青森県産トマトや
りんご1皿につき10円分を募金とする取り組みが行われました。

【職員人事】 三浦　貴司　1月1日付けで全国大学生協連から、本部（専務補佐）へ移籍受入

REPセッション＃5（総代の集会）
を開催しました。

開催日時：2018年11月14日（水）
場　　所：大学会館２階スコーラム 
参加人数：32名（総代13名、学委
　　　　　15名、職員４名）

●企業の裏側や面接時の対応、仕事に対する心ま
がえを学べました。いろいろな企業とフランク
に話せて楽しかったです。
 （農学生命科学部１年・男）

●企業の裏側や面接時の対応、仕事に対する心ま
がえを学べました。いろいろな企業とフランク
に話せて楽しかったです。
 （農学生命科学部１年・男）

●将来、教員になることを視野に入れて考えるので実際に働いている人の話を聞
けてよかったし、人間関係についても知れてとても勉強になりました。 

（理工学部１年・女）

●将来、教員になることを視野に入れて考えるので実際に働いている人の話を聞
けてよかったし、人間関係についても知れてとても勉強になりました。 

（理工学部１年・女）

午前の部「内定者との交流
」に

ゲストとして参加した齋藤さ
ん

第２号議案　正規職員の人事異動について

第１号議案　正規職員（新卒者）の採用について

第３号議案　2019年度第58回通常総代会について

第４号議案　総代選挙について

第５号議案　役員選挙区について

第６号議案　総代選挙管理委員の決定について

第７号議案　役員選挙管理委員の決定について

　第１号議案～第７号議案まですべて賛成多数で可決承認されました。

司会　理事の小林さん（理工学部3年）

開催日時：12月1日（土）10：00～17：30
場　　所：弘前大学大学会館３階大集会室
参加人数：30名
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