
　キャンパスコンビニCerisier（サリ
ジェ）が弘前大学にオープンして12
年。老朽化箇所の補修に加え、外壁、
壁紙、内装もリニューアルします。現
在は食堂Horest内で仮店舗営業中。
9月24日（火）リニューアルオープン
です。

キャンパスコンビニ　サリジェ　改修工事

弘前大学　6次産業化マイスター　育成プログラム弘前大学　6次産業化マイスター　育成プログラム

「りんご豚丼」出食しました！「りんご豚丼」出食しました！

　「りんご豚丼」のりんごは木村食品工業さんのシロップ漬けされ
た冷凍りんごを使用。販路の拡大を目指し、おかずとして調理する
という新たな活用の仕方の考えを伺い、食堂Horestで協力させて
いただきました。
　試食会はもちろん、組合員還元セール七夕まつりで評判がよく、
8月の市民Dayでも提供しました。

【試食会～出食を行っての感想】
●商品を開発し、生協で販売できたことが成果でした。
　思ったように商品開発ができず、商品開発の難しさをしることができまし
た。（角田さん）
●目標食数には届かなかった。しかし、アンケート結果から今後を期待されて
いるので、ぜひ次につなげたい。
　丼のメニューが開発されたことで冷凍りんごの販路拡大という目標には近づ
いたと思います。（川村さん）

試食会開催日時
7月1日（月）　12：00～無くなり次第終了
場　所：文京食堂　Horest入口
試食数：約140食
販売日：7月2日（火）～4日（木）　10：00～19：30
販売数：1441食

　この「りんご豚丼」は弘前大学 地域特定プロジェク
ト志向専門人材育成プログラム「6次産業化マイスター
育成プログラム」のインターンシップで学生2名によっ
て考案されました。
【6次産業化マイスター育成プログラム】
　青森県が進める戦略プロジェクト「食でとことん」に
代表される６次産業化をさらに推し進めるため、６次産
業化の現場で「即戦力」として働くことができる人材を
育成する新しい教育プログラムです。

農学生命科学部　食料資源学科4年　角田瑞季さん（左）・川村ちこさん（右）

試食会の様子。
20分ほどで準備していた試食分が全てなくなり
ました。
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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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【何でも相談】
　相談の中には、AOの対策方法や苦手科目の克服方法など受験
に関する質問、寮の設備や風習、アパート暮らしで困ったことが
あるのかどうかなど一人暮らしに関する質問がありました。多
かったのは大学の講義についての質問で、ただ課題をこなすだけ
ではだめなのか？高校と違った勉強方法を取らないといけないの
か？などです。また保護者からは受験を控える息子に何かしてあ
げられることある？受験生だった時にしてもらってうれしかった
ことある？などを聞かれました。学生委員会の体制がほぼすべて
の学科、住まい形態の人がいるため、より多くの人に対応できま
した。

生協学生委員会　理工学部2年　相馬慎太郎
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【住まい相談】
　高専から理工学部に３年次編入が決まったかた、ご家族から
入学が決まったので早めに住まいを決めたいとご相談がありま
した。同学科の３年生の生協学生委員に相談に入ってもらい、
「いつ研究室配属になるのか？」「パソコンはどの程度の活用を
行うか」など実際の学生でないとわからない相談に応えること
ができて良かったです。お父さんから、なかなか聞けない話を
きけてオープンキャンパスに来てよかった。安心して息子を弘
前大学に入学させることができる。と高評価をいただきまし
た。
　今後も、「弘前大学に入学すれば生協で住まいを決めること
ができて安心だね」という評価をいただけるよう頑張っていき
ます。

Sumica店長　成田明夫
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『何でも相談コーナー』
来場者440名！
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『ドリンク配布』
約5,000本！
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約5,000本！
『ドリンク配布』
約5,000本！

アンケートに答えるとガリガリ君プレゼント！約2,300個配布！

アンケアアアアアンアンンンンケンケケケケートにケケケーケーーーーートトトにトにに答えにににに答答答答答答え答え答えええええるとええるえるるるるるるるとととととととと
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アンケートに答えるとガリガリ君プレゼント！約2,300個配布！
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【全体統括】
　当日は、雨で始まりましたが、大勢の高校生達の熱
気のおかげか雨もすぐにやみ、楽しそうにキャンパス
を歩く高校生達の姿が良く見られました。保護者と一
緒に来ている高校生も何組か見られ、保護者と学生の
両方に弘前大学の魅力を充分に伝えられました。

生協学生委員会　理工学部2年　勘原健矢
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【医学部地区】
　医学科では、正門の前に立て看板を設置したことで、混雑を
緩和することができ、一人一人に資料とドリンクを配ることが
できました。多かった質問は「保健学科はどこですか？」が圧
倒的でした。保健学科では例年通り正門からピロティでの混雑
がありましたが、資料配布・ドリンク配布の生徒の判断と対応
が良く、うまく誘導できていたと思います。多かった質問の大
半は「～専攻どこですか？」「医学科どこですか？」と場所が
わからない方が多かったです。

生協学生委員会　保健学科2年　佐藤凌大
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生協店舗もたくさんご利用いただきました。

【スタンプラリー】
　新たな試みで文京地区のみの開催でしたが、始まって30分も
しないうちに高校生がチェックポイントに来場する姿が見られ、
とても嬉しかったです。高校生に限らず、一緒に来場したご家族
の方にも参加していただき、希望している学部以外の場所も足を
運んでみることで「弘前大学」をさらに知るきっかけ作りになっ
たと思います。アンケートでは「また来年もやって欲しい」とい
う声を多数いただきましたが「チェックポイントでわかりにくい
場所があった」という声もあったので、改善しさらに楽しんでい
ただける企画にしたいです。

生協学生委員会　理工学部2年　立松寛健
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「アカペラサークル VEL」は
美しい歌声と楽しいリズム
で会のスタートを飾っても
らいました。

「ピアノの会」楽しく優しい
旋律で会場を包み込みまし
た。

「ラジオサークル」はラジオ
の放送のような発表でプロ
級のトークを披露。

「古武術研究会」は弘前に伝
統的に伝わる武術の形を演
舞。

「よさこいサークル焔舞陣」
昨年も参加頂いたサーク
ルである。大きな振り付
けと楽しい音楽で会場は
一気に盛り上がりを見せ
ました。

『スタンプラリー』
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2019年度 第3回理事会報告2019年度 第3回理事会報告
7月25日開催

次回は9月26日（木）予定

議決事項

　議決事項なし

審議事項

　利用者が減少している食堂Horestの下期の対策について提案
があり審議しました。
　麺コーナーでは、メニューを絞りすぎているのではないか、夕
食のメニューを変えてみてはどうか、という意見がありました。
　今後、いただいた意見を踏まえて検討することとしました。

第１号議案
文京食堂Horest 2019年度下期対策について

　これまでコープあおもりの組合員を対象とした「生協灯油事業」
を弘大生協の組合員も利用することができていましたが、生協法
の趣旨に従い、弘大生協の組合員は利用できなくなることから、
今後の対応策について提案があり審議しました。
　この議案については、提案の通り進めることとしました。

第２号議案
灯油事業の今後について

開催日時：7月26日（金）～8月8日（木）　8：00～10：00
場　　所：文京食堂　Horest入口
一日150食限定。無くなり次第終了。

　今回、弘前大学地域戦略研究所が養殖研究に関わった「青森サー
モン」初登場！
　「青森サーモン」は深浦町の世界遺産白神山地から流れるミネラ
ル豊富な天然水を利用して500～600ｇまで育てた稚魚を今別町
の沖合いに設置した生け簀で養殖し約4kgの成魚としたものです。

津軽海峡の激しく厳しい冷たい海流で育てられ身がしまり、
脂ののりも良く味の良さは格別です。今回はシンプルに「青
森サーモン塩焼き定食」として味わっていただきました。
　期間中は5種類のメニューを日替わりで出食。100円朝
食は開店前から並んでいただき大変好評です。朝食を食べる
習慣は生活習慣を整える上でも大切なことです。弘前大学生
協からも試験期間だけでなく、日頃から朝食を食べることを
意識してもらえるよう、呼びかけていきます。
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　REPセッション＃2では、「入学して2か月過ごして思うこと」な
どのテーマで話し合ってもらいました。その中では、「食堂の2人席
の配置を変えてほしい。」「いつも他のテーブルにつなげて使用されて
しまい逆に４人掛けが中途半端に使われていてもったいない。」「１回
のミールカードで買える飲み物数を増やしてほしい」などの、たくさ
んの意見を回収することができました。総代企画を考える時間でも、
仮企画書を作ることにより、具体的な内容について決めることができ
ました。
　今年の総代は意欲的に参加する方が多いので、より活発的にこれか
らも意見を出し合える場所を設けていきたいと考えています。

開催日時：6月21日（金）　18：00～20：00
場　　所：大学会館2階Scorum
参加人数：59名（総代31名・学生委員26名・職員2名）

　教育学部の近藤先生とゼミ生6名にお集まりいただきました。
　まずは弘大生協についての紹介と簡単なクイズを行い、その後意見交
流等を行いました。
　主な意見・要望として食堂の混雑、場所取りについての意見が出まし
た。これまでも場所取りについては賛否両論で、場所取り禁止の反対の
方からは「荷物を置かないと席が取れない」という意見と賛成の方から
は荷物が盗まれたらどうするのかという意見があり利用される組合員の
意思統一が難しい状態です。
　それについて、「盆を持って違うところで食事をするのは禁止なのか。」
という質問がありました。
　生協側からは「食中毒の問題があるため推奨しないが、実施している大学もある」と答えたところ、「食器が無くなる
可能性もあるが、弁当容器のように預かり金をもらうようにして行えばいいのでは」と言う意見がでました。他にも、商
品についてのリクエストや「食堂内の水のみコップが湯のみなのでもう少し大きいものに変えて欲しい」といった要望が
でていました。
　生協として大学生活を心地よくすごしてもらうために、ニーズに応えられるよう検討していきます。

　REPセッション#3では、7月に開催された、七夕祭りを中心に意見
を出してもらいました。そこでは、「装飾がよくて、店内がよりよく見え
る」などの意見のほかに「もっと宣伝をしてほしい」、「医学部では気付
かなかった」などの意見が出ました。職員の話では、サリジェ店　早川
店長にサリジェの歴史についてお話してもらいました。そこでは、普段
聞くことができないサリジェ開設当初のお話を聞くことができました。
今回は期末テストも近いということで参加者が少し減少しましたが、そ
れでも活発に意見を出し合えた会になったと思います。

生協学生委員会　理工学部2年　相馬慎太郎

開催日時：7月25日（木）　12：00～12：30
場　　所：教育学部2階　英語科ゼミ
参加人数：教員1名・学生6名・生協職員3名　計10名

開催日時：7月19日（金）　18：00～20：00
場　　所：大学会館2階Scorum
参加人数：54名（総代25名・学生委員24名・職員5名）

REPセッション＃2.＃3を
開催しました。

組合員懇談会（7/25 開催）
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　「植樹を通して自然環境保護の大切さを知ってもらう。」
「回収活動の紹介などを通してリサイクル活動への理解と
関心を深めてもらう。」という目的で青森県生協連主催の
植樹祭に参加してきました。
　当日はブナの木の植樹が行われ、慣れないクワをつかい
ながらも楽しそうに植樹をしている参加者の姿が見受けら
れました。植樹後、自然散策ゲームとして「森林教室」が
行われ、普段接することのない豊かな自然とのふれあいに
皆生き生きとしていました。

生協学生委員会　理工学部2年　冨樫眞心

　「植樹を通して自然環境保護の大切さを知ってもらう。」
「回収活動の紹介などを通してリサイクル活動への理解と
関心を深めてもらう。」という目的で青森県生協連主催の
植樹祭に参加してきました。
　当日はブナの木の植樹が行われ、慣れないクワをつかい
ながらも楽しそうに植樹をしている参加者の姿が見受けら
れました。植樹後、自然散策ゲームとして「森林教室」が
行われ、普段接することのない豊かな自然とのふれあいに
皆生き生きとしていました。

生協学生委員会　理工学部2年　冨樫眞心

　2回目となる弘前大学市民Day。生協では食堂Horest
にて「醤油ラーメン」と今年弘大生が考案した「りんご豚
丼」を100円で提供しました。
　ご家族連れはもちろん、市民の方々が連れ立って来店され、いつもは学生が多い
キャンパス内がいつもよりゆったりとした空気に感じられました。今年、弘大生が
考案した「りんご豚丼」をたくさんの市民の方に味わっていただく機会ができてと
ても嬉しく思います。

開 催 日：５月19日（日）
場　　所：青森県十和田市仙人平生協ふれあいの森
参加人数：20名

2日間で

『100円りんご豚丼
』604食！

『100円ラーメン』
535食！

2回目となる弘前大学市民D 生協では食堂H t

2日間で

『100円りんご豚丼
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『100円ラーメン』
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2日間で

『100円りんご豚丼
』604食！

『100円ラーメン』
535食！

弘前大学市民DAY（8/20.21開催）弘前大学市民DAY（8/20.21開催）

青森県生協連
第19回「生協ふれあいの森植樹祭」に
参加しました。
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青森県生協連
第19回「生協ふれあいの森植樹祭」に
参加しました。

「木工体験」も行っていました。

【参加者感想】
　自分の手でブナの木を植えたことで、木に対して愛着をもつことがで
きました。また、植樹場までの道に生えている木が太陽の光を浴びて輝
いていたので、これからこの道を通る人にもこの景色をみてもらうため
に、森を守っていかなければいけないと感じました。穴を掘るときに鍬
を使いましたが、今まで使う経験がなかったので難しかったです。体力
を使う作業でもあったので、鍬を使って作業をしていた農家の方を改め
て尊敬しました。　　　　　　　　　（医学部保健学科1年　渡邊風香）

　乗馬体験ボランティアとして、当日は正規指導員の補助として馬の乗
り降り、走り方、方向転換などを教え、終盤では付き添う形で、体験に
来ていただいた方のみで馬を動かしてもらう、という所まで行い、不慣
れながら教える事ができたと思います。乗馬は危険が伴う活動でもあり、
細心の注意が必要ではありましたが、慣れると非常に楽しく行うことが
出来ました。　　　　　　　　　　　　　（人文社会科学部　飛田尚人）

【参加者感想】
　今回はじめて植樹祭に参加し、老若男女問
わず幅広い世代の参加者が多くいることを知
り、植樹や環境に対して関心の高さを感じま
した。植樹体験は、鍬を使って土中の木の根
などを断つ力仕事です。手間がかかる分、ブ
ナの苗一本一本を大切に植えることができ、
とても貴重な体験となりました。この他にも
フィールドビンゴや木工体験・乗馬体験など
があり、楽しみながら自然と触れ合うことが
できました。

（人文社会科学部1年　鈴木優織）
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　昨年、412台の放置自転車が集まったこと、そして身近な環境を維持・改善
する活動を行うという環境課題方針より、弘前大学からの依頼のもと今年も放置
自転車回収を行いました。今回も学生委員会に加えて総代や環境サークルなどの
方々にも参加していただき、244台の放置自転車を回収しました。暑い中の作
業となりましたが、今年も回収作業を無事に終えることができました。
　自転車を放置すると、本当に自転車を停めたい人のためのスペースが狭まって
しまいます。1人1人が意識をするだけで放置自転車は減っていきますので、引
き続き呼びかけを行っていきます。

生協学生委員会　農学生命科学部3年　佐々木桂子

開 催 日：6月22日（土）・7月7日（日）
場　　所：弘前大学文京キャンパス
参加人数：1回目18名・2回目29名

　当日は教職員、一般の方、学生（16名）の参加となりました。黒田
さんはとてもエネルギッシュな人で予定していた1時間半ではとても
時間が足りず、予定時間を超えてお話して下さいました。6歳の時の経
験とはいえ、とてもよく覚えていらっしゃって、それだけの出来事だっ
たのだ、と感じました。
　平和そのものは誰にでも当たり前に必要なのに、そこへの道筋につい
てはいろいろな考え方があり、簡単ではないです。特に学生のみなさん
にはいろんな意見や体験談、ニュース、新聞などを見聞きし考えるよう
になってほしいです。「考え、気づく場」として今後も取り組みたいと
思います。

開催日時：6月14日（金）　18：00～20：00
場　　所：大学会館2階Scorum
参加人数：36名

「平和」を感じ、考える企画

ヒロシマ　原爆体験者
黒田レオンさんのお話を聞く会

学内放置自転車回収活動学内放置自転車回収活動
（学生委員会）（学生委員会）

【参加者感想】
●当日、盗難確認のために車両の特徴を記す自転車リストの作成を行って
いて、その数の多さに驚きました。この活動が周知されることで、少し
でも状況が改善されれば幸いです。
● がかかっている自転車は前輪しか動かないので2人がかりでも大変で
した。放置自転車を見かけても「私には関係ない」と思う人が多い中で、
自転車回収の苦労を知れて、放置自転車を自分たちの問題と感じられる
ようになりました。

【参加者感想】
●今の日本が平和であるとは個人的には思ってないです。嘘の情報や原子
力の問題など個人の力だけで解決することは難しいと思いますが、少し
ずつでも平和について考える機会が増えることを願っています。（学生）

●いくら教科書や講義で広島のことを勉強しても、やはり実際にその経験
をされた方の話を聞くことにはかないませんでした。語り手が少なく
なってきている今、リアルな話を聞けたのはとても貴重な機会でした。
（学生）

244台回収!
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７・８月の給付状況

病気入院 6件
病気手術 7件
事故入院  4 件
事故手術 4件
事故通院・固定具使用 20件
こころの早期対応 1件
扶養者事故死亡 2件
父母扶養者死亡 6件
盗難　自転車 1件
借家人賠償 1件
　　　計 52件

たすけあいアンケートより

　　　計 52件

給付金額

13,854,679円

　今年の甲子園、青森県では八戸学院光星が代表校として出場していました。テレビ中継をしていることもあり
毎年見ているのですが、今年は特にどの生徒も楽しそうにプレーをしている姿が印象に残りました。オープン
キャンパスでは生協でもたくさんの学生スタッフが対応し、どの学生も楽しそうに来場した高校生や保護者の
方々を迎えていました。自分が学んでいることや大学について自信を持って話せるからだと思います。自信は自
分で行動しなければ作れないもの。行動のきっかけ作り、そのサポートをできるサービスを生協は持っている、
と自信を持って言える様に職員である私もまずは行動を！（SHIMO）

たすけあいアンケートより

「日常生活のケガ
でも共済金がおり

るのでたすか

ります。」

（農学生命科学
部１年　バイト

先で油のついた

カゴが手首にあた
り、やけどをした

。

通院１日　給付金
額 2,000 円）

編
集
後
記

編
集
後
記

　全国共済セミナーでは、共済制度の軸である「たすけあ
い」とは何かを学ぶところからはじまり、たすけあいの輪
を広げていく為にどんなことができるかを考えていきまし
た。弘大の共済の加入率だけを見るとたすけあいの輪は大
きいようにも見えますが、加入にとどまらず、多くの組合
員が共済を知り、健康的な生活を意識することで、輪のつ
ながりを強固なものにしていきたいと感じました。学生委
員会とサポートセンター、生協職員が更に交流することが
その一歩になりそうです。

理工学部　電子情報工学科2年
松本雄大 （新学期ドットコム）

開 催 日：8月22日（木）～24日（土）
場　　所： 静岡県伊東市　ホテル聚楽
参加者数：全体約600名
　　　　　弘前大学生協から学生14名・職員3名

全国共済セミナーに
参加しました。
全国共済セミナーに
参加しました。

（上）全体の様子
（左）弘前からの参加者

給付ボードコンテス
ト

大賞を受賞！
給付ボードココンテス

ト

大賞を受受賞！
給付ボードコンテス

ト

大賞を受賞！

給付ボードは給付状況や病気・事故の
予防に関する情報などを掲載する共済
専用の掲示板のことで、学生が多く集
まるSHAREA店前・Clover店に設置し
ています。毎月学生委員会と大学生活
アドバイザーのメンバーが手作りして
います。
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