
　会開始時は、初対面の人が多く緊張しているAO生が多く見受けられたが、自己紹
介＆アイスブレイクの時間を通して班にいるGL（グループリーダー）を中心に会話
を広げられている様子が見られました。全体ゲームでは、クイズの解答をAO生同
士・先輩と一緒に楽しみながら考えたりすることで班のメンバーと打ち解け合うこと
ができ、正解や面白い回答が出ると多くの班で盛り上がりました。

　先輩からの情報提供や班内レクでは、司会や班にいる先輩からの話
に真剣に耳を傾け、疑問や悩みを積極的に解消しようとする様子が見
られました。会終了後も、仲良くなったAO生同士や先輩と話をしてい
る人がいたり、同じ学部学科の人と班を超えた交流を楽しんでいる人
がいるのが印象的でした。　

生協学生委員会　保健学科2年　高木沙羅

　1月25日に開催した、「新酒を味わう会」は今回で15回目を迎え、
大学関係者・生協関係者合わせて約50名の参加となりました。参加者
は新酒を味わい、クイズ・利き酒大会で盛り上がり、様々な会話と料理
を楽しみました。
　利き酒大会に登場した他に、「山形大学　月山の雪」「香川大学　さぬ
きよいまい槽屋」「山口大学　長州学舎」も用意し、普段飲む機会が少

ない地域・大学の日本酒を飲み比
べ、「やっぱり弘前大学が一番美味
しい」という感想や「『弘前大学』は全国で最初にでき
た大学の日本酒として、弘前大学の誇り。これからも大
切にしていかなければならない」という会話もあり、生
協としても20回、30回と続けていけるよう関わって
いきたいです。

開催日時：2月15日（金）　16：30～19：10
　　　　　2月17日（日）　16：30～19：10
場　　所：大学会館２階　レストランスコーラム
参加人数：1日目28人　2日目36人　計64人

　日本酒「弘前大学」の供給の５％を弘前大学基金（弘前大学修学支援基金）として寄付しています。今年度12月時点
では、1,299本の販売があり、128,861円を寄付することを報告しました。実際の寄付額は、2019年3月までの販
売本数になりますので、今回の報告額に2019年１～３月の販売実績を加算して、大学に寄付することになります。

弘前大学長　佐藤敬先生からの挨拶

日本酒「弘前大学」　新酒を味わう会日本酒「弘前大学」　新酒を味わう会
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開催しまし開催しました！た！開催しました！

【参加者の声】
●大学生活を充実させるために重要な人脈を広げる機会をいただき、
　本当にありがとうございました！
●とても楽しかったです！
●是非、やがてやってくるであろう後輩たちのためにも、毎年やって
　ください。
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2018年度 第9回理事会報告2018年度 第9回理事会報告
2月21日開催

次回は4月26日（金）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。

第６号議案　総代会での組合員活動の時間について

　総代会での組合員活動の時間の内容について提案があり審議しました。「混雑している」状況の写真や動画があると話
しやすいのではないか、上級生総代に事前にアンケートをとってはどうか、文京と本町では差があるのではないかという
意見が出されました。いただいた意見を踏まえ、さらに内容を検討していくこととしました。

　新寺町に建設した「バーシティハイツ新寺町」の大家として、町内会への加入が求められ、地域との良好な関係づくり
のためにも加盟することの提案があり審議しました。この議案については、町内会への加盟は全会一致で可決承認されま
したが、町内会費を入居者に負担してもらうことについては、今後検討していくことが必要という意見が出されました。

第８号議案　改正割賦販売法への対応について

　法改正に伴い、生協側に必要情報を保持してクレジット決済することが違法に
なるため、クレジットで私費決済をしているみなさんに、口座引き落としへ変更
してもらうことの提案があり審議しました。この議案については、Tuoカード
の新規発行についてや今後のクレジット決済ができなくなるのかという質問が出
されました。Tuoカードの新規発行は進めていき、また一部の店舗ではTuoカー
ド以外のクレジットカードでも支払い可能にする方針などが確認されましたが、
決済方法などについてはすぐに対応することが難しいため、今後検討を進めてい
くことにしています。

議決事項議決事項

第２号議案　2018年度決算方針について

第１号議案　正規職員の人事について

第３号議案　労働組合からの「年度末特別手当の要求」について

第４号議案　2019年度予算案について

第５号議案　新寺町町内会への加盟について

　第1～５号議案は、すべて賛成多数で可決承認されました。

　「正しい食生活を習慣づけてほしい」「青森県産の食べ物を
知り、食べてほしい」「朝食を摂って元気に試験に臨んでほ
しい」これらの3つの思いから、弘大との共同企画で始まっ
た100円朝食。すでに4年目の取り組みとなりました。 各
地の大学・大学生協で「100円朝食」を提供していますが、
弘大生協では青森県の郷土料理を楽しめるボリュームたっぷ
りのメニューとなっているので、ぜひ学生のみなさんにはこ
の機会に朝ごはんをしっかり食べる習慣付けをしてほしいと
思います。

　弘前大学WEB マガジン「HIROMAGA（ヒロマガ）」
で「弘大生の食事情」～期間限定学生応援企画「100
円朝食」とは？～で紹介していただきました。

弘前大学　期間限定学生応援企画100円朝食弘前大学　期間限定学生応援企画100円朝食

一條常務理事（理工）

（奥）食堂Horest 店長（専務理事）小野
（手前）加藤監査（人文）

※第7号議案は割愛させていただきます。

食堂Horestでは期間限定の「100円
朝食」以外の授業のある時期は「300
円朝食」や「朝カレー」「お茶漬け」な
どの朝食も用意しています。
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　弘前大学前期試験受験生保護者にむけて説明会を行いました。弘前
会場では24・25日、また25日には弘前だけでなく、八戸・札幌会
場でも説明会を行いました。自分は24日の弘前を担当しました。24
日は受験前日ということもあり、受験生の姿も一部見られました。説
明会では、大学生活をイメージできるような話を自分の実体験を交え
て伝えました。
　受験生保護者の緊張が伝わってきましたが、真剣に耳を傾けメモを
とっている様子も見受けられました。自分自身前期入試だったことも
あり、是非頑張ってほしいなと思いました。

大学生活アドバイザー　理工学部2年　藤原涼雅

　２月12日（火）～19日（火）の期間、AO入試合格生向け「新入生サポートセ
ンター」をオープンし、273名の方にご来場いただきました。新入生サポート
センターでは１家族に対し、１名の大学生活アドバイザーがつきこれから始まる
「大学生活」への疑問や不安に応え、さらに充実したものにしていただけるよう、
考えていただきたい「コト」、準備すべき「モノ」を具体的に提案させていただ
いています。
　かねてよりご要望が多かった「合格前」のサポートセンター営業も昨年から開
始し、今年は180家族以上の方に来場と住まいの予約をしていただきました。

弘前会場：弘前大学50周年記念会館にて開催しました。

（上）札幌会場・（下）八戸会場の様子。
どちらも「住まい」についての質問が多かったです。

新入生サポートセンター2019　営業開始

2月24日（日）　弘前会場　 97家族　 35名
　　25日（月）　弘前会場　144家族　 67名（午前）
　　　　　　　　　　　　 101家族　112名（午後・医学科対象）
　　　　　　　 八戸会場　 81家族　 97名
　　　　　　　 札幌会場　210家族　248名

　学生委員会のメンバーが各会場で誘導や応援をして
いました。緊張で覚えていない学生も多いですが、「自
分がされて嬉しかったから」と学生委員のメンバーに
なる子も。毎年の恒例です。

一般入試前期試験
受験生の保護者さまへの説明会
一般入試前期試験
受験生の保護者さまへの説明会

受験生がんばれ!

説明会終了後は学生による「何でも相談」やサポートセンター内での個別対応を行いました。

黄色いジャンパーの学生生活アドバイザー
は１年生。つまり昨年は同じ「新入生」の
立場でした。自分の知識や経験を伝え、新
入生・保護者さま双方とコミュニケーショ
ンをとりながら大学生活を始める上での不
安を解消していけるよう心がけています。
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２月の給付状況

病気入院 4件
病気手術 2件
事故入院  3 件
事故手術 2件
事故通院・固定具使用 14件
借家人賠償 1件

　　　計 26件

たすけあいアンケートより

給付金額

1,378,000円

　今年は雪解けが早く、前期試験日も天気がよく道路も歩きやすい状態でした。
　長い冬が終わり、もうすぐ桜が咲くといった雰囲気が大好きで毎年楽しみにしているのですが、昨年デビュー
した「花粉症」が春のうきうきした気分に合わずせっかくの気分が台無し。これがあと一ヶ月は続くのかと思う
と気が滅入ってきます。GWの10連休、いや桜の開花時期には治まっていて欲しいなぁと思います。（SHIMO）

たすけあいアンケ トより

「医学部でも手続
きできるので、実

習など忙しい

期間でも気軽に相
談できて良かった

。」

（医学部3年 スポ
ーツ事故 バスケット

ボールの部活中、

右足を捻った。右
足首靭帯損傷 通

院7日 

固定算定日数4日
 給付金額22,000

円）

編
集
後
記

編
集
後
記

　この間、医学科・保健学科の学生から「本町キャンパス方面に学生アパートが少ない」という要望が生協に寄せ
られていました。生協では要望を実現するため、生協自前アパートの建築調査を進め、北新寺町によい土地が見つ
かり18年冬に土地を購入。18年5月の総代会での議論を踏まえ、18年夏より建物の建築を進めてきました。
18年10月より「在校生の住み替え」を皮切りに募集を開始し、19年2月入居開始、新入生を中心に入居を進め
ています。
　今後も組合員の要望を実現していける住まい事業を進めていきます。

Sumica（住まいのお店）店長　成田明夫

組合員の要望実現「バーシティハイツ新寺町」
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