
　2019年9月24日（火）文京キャンパスコンビニCerisier
（サリジェ）がリニューアルオープンしました。
　福利厚生施設充実のためリニューアル工事をし、混雑解
消のため入口やレジの配置も変わり、サッカー台も広くご
利用できるようになりました。ぜひ店舗へ足を運んでみて
ください。
　仮店舗営業中は、ご不便をお掛けしました。リニューア
ルしたサリジェを今後とも宜しくお願いいたします。

キャンパスコンビニサリジェは2006年4月1日
に大学へ寄附し引き渡し、今回のリニューアル工
事も寄附する予定になっています。

　今回のトマト産地見学では、『自分たちの口にしている「食（食
材）」がどのような思いで生産され、流通しているかを知ることに
よって、食物への感謝の気持ちを持ち、自分たちの食生活を見直す
きっかけとして欲しい』ということを目的に開催しました。
　興農あおもりの作業場では、トマトの選果、箱詰めをしている作
業を見学、お話を伺うことができました。トマトの選果には、糖度
センサーを使用した選果機が使われており、トマトへのこだわり
「糖度と果実の大きさ」を維持しながら、出荷まで管理されているこ
とがわかりました。

　トマトを栽培しているビニールハウスに行き、収穫体験を行いま
した。普段体験することのないトマトの収穫は、『やってみると熱
中した』など楽しかったという感想もありましたが、ビニールハウ
スの中は高温になり、収穫の大変さも感じていたようです。

食堂Horest店長　坂巻秀樹

『トマトを一個づつ糖度測定にかけている』
『出荷先に応じて、発送するトマトを変えている』
『トマトは青いまま収穫する』出荷までの工程の説明 トマトの収穫

トマトを選果しているところ

開 催 日：8月28日（水）
開催場所：興農あおもり（田舎館）
参加人数：10名（学生8名・職員2名）

【印象に残っていること】

生協理事会　「健康」組織活動課題小委員会　産地体験企画

興農あおもり 興農あおもり 

文京キャンパス　コンビニ　Cerisier　リニューアルオープン！文京キャンパス コンビニ Cerisier リニューアルオープン！文京キャンパス　コンビニ　Cerisier　リニューアルオープン！

ト マ ト 産 地 見 学

リニューアルした
「Cerisier」

入口が広くなりました。
店内も広々しています。
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　「キャッシュレス・消費者還元事業」に伴い、弘前大学生
協でも10月1日から生協電子マネーPicoでお会計をすると、
税込決済金額の5％をPicoポイントで付与しています。そこで、
まだ生協に加入していない方、IC組合員証に切り替えていない方を対象に生協電子マ
ネーを利用してお得にご利用していただきたい！と今回のキャンペーンを開催するこ
ととなりました。
　期間中、新規加入者＆ご紹介者にはそれぞれPicoチャージ券1,000円分プレゼン
ト！ IC組合員証への切替も手数料を無料にしPicoチャージ券を差し上げます。生協
は加入して利用しましょう！

2019年度 第4回理事会報告2019年度 第4回理事会報告
9月26日開催

次回は10月24日（木）予定

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４号議案　民法改正にともなう「定型約款」の対応について

第１号議案　常務理事会規定の改定について

　第１・４号議案ともに可決承認されました。

　2020新学期に向けて、全体方針と学生委員会方針の提案があり審議しました。

審議事項

第2号議案　2020新学期方針について

　標記会議に生協団として参加する弘大生協からの代表者について提案があり審議しました。

第3号議案　NPT核拡散防止条約再検討会議（2020年4月～5月　ニューヨーク）への代表派遣について

学習

議決事項

　大学生協の電子書籍事業（DECS）の学習会を行いました。

報告事項

●保健学科Cloverにセルフレジを導入すること
●消費税ポイント還元の実施
●文京食堂Horest麺コーナーの夕方営業閉店
などの報告がありました。

【新規加入受付店舗】
文京地区：SHAREA店/医学部地区：FERIO店・Clover店
IC組合員証への切替もPicoチャージ券プレゼントキャンペーンの対象です。
切替のご案内が届いている方は返信用ハガキでご連絡ください。

キャッシュレス・
消費者還元事業

（2020年6月末まで）

Picoで決済すると
5％ポイント還元！
生協は加入して
利用しましょう。

生協新規加入者&ご紹介者 Picoチャージ券プレゼント
キャンペーン開催中！（11/29まで）
生協新規加入者&ご紹介者 Picoチャージ券プレゼント
キャンペーン開催中！（11/29まで）

電子書籍事業（DECS）の学習会の様子

Peace Now! Okinawaへの参加者からの報告の様子
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　今回沖縄で見た中で衝撃だったのは、基地のすぐそばの軍用機がすぐ
上を通る中で、沖縄県民が普通に日常生活を送っているということでし
た。フェンスから米軍基地の中を見て、ふと振り返るとなんでもないよ
うに街がある。その光景が衝撃的でした。この4日間で、その状況を作
り出しているのは私達だということが分かりました。米軍基地は日本を
守るためにあるのに、それがあることによって生じる危険は殆ど沖縄に
押し付けてしまっている現状を知らないことが問題だと思いました。民
主主義である以上、主権者である私たちが世の中のことを決めていると
いう自覚をもって世の中のことに目を向けていきたいです。

保健学科１年　渡邊風香

【Peace Now! 2019とは】Peace Now!では、全国から集まった学生が、原爆が投下された広島、長崎、地上戦
が行われた沖縄の3か所それぞれを舞台に、3泊4日かけてフィールドワークや戦争体験者の講話、現在世界で抱え
る問題の学習を通して、戦争や平和について学び考えます。様々な価値観を持った学生同士が「平和」というテーマ
で深く話し合い交流します。弘前大学から今年は2名、参加してきました。

　学徒隊として地上戦に動員された、沖縄師範学校の校
長は「命を無駄にするな」と言いました。一方で捕虜の
辱めを受けるくらいならと自ら命を絶った人が大勢いた
のも事実です。
　どうすれば戦争は起こらなかったのか。これから戦争
を起こさずに済むのか。戦争がなければ平和なのか。こ
の4日間では沖縄戦と、沖縄の米軍基地について沖縄の
人の想いを受け取りました。ですが、これは日本が抱え
る問題です。全国には、もっと沢山の人の個々の想いや
主張があるはずです。私は今、それらが知りたいです。
知ろうとする人が増えて欲しいと思います。

理工学部1年　平涼菜

開催日：2019年9月2日（月）～5日（木）
参　加：保健学科1年　渡邊風香・理工学部1年　平涼菜

（左）「摩文仁の丘」
　　 沖縄戦で多くの人の
　　 集団自決がありました。

「辺野古」ウキの向こうは埋め立てて基地を作る
予定の場所です。

「平和の礎」太平洋戦争・沖縄戦で亡くなられた
すべての人の名前が刻んであります。

（右）「沖縄国際大学」
　　 2004年に米軍の
　　 ヘリコプタが落下し、
　　 その時に焼け焦げたまま
　　 残されているアカギの木。

Peace Now! Okinawa2019

現地で“見る
”

体験者や現地
の人の声を“聞

く”

仲間たちと“話
す”

亡くなられた
す。

現地で“見る
”

現地で 見る
地の人人の声を“

聞
体験者や現地

く”

“話す”仲間たちと“

現地で“見る
”

体験者や現地
の人の声を“聞

く”

仲間たちと“話
す”

学生委員会では、報告会や広報物等で組合員が
「平和」を自分ごとに捉えられるよう活動していきます。

平和祈念園にて。
後方に見える「摩文仁の丘」写真には写っていませんが、
前方には平和の火が灯されています。
（左）平さん、（右）渡邊さん
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９月の給付状況

病気入院 0件
病気手術 2件
事故入院  1 件
事故手術 1件

事故通院・固定具使用 2件
父母扶養者死亡 1件

　　　計 7件

たすけあいアンケートより

　　計 7件

給付金額

462,000円

　10月1日から「キャッシュレス・消費者還元事業」が始まりました。弘前大学生協でも生協電子マネーPico
でお会計をすると税込金額の5％をPicoポイント付与します。キャシュレスなので小銭を出したり数える手間
もなくレジもスピーディ♪以前まではPicoポイント付与は書籍や食堂、食品、飲料等にしかポイントが付きま
せんでしたが、期間中（6月末まで）は対象商品の幅が広がります。（※キャッシュレス・消費者還元事業の還
元対象外の商品もあります。）とは言うものの、私自身は現金派。なかなかキャッシュレスになりません。組合
員の皆さんに広く知ってもらうためにもまずは自分が利用し伝えられるようにしていかなくては！（SHIMO）

たすけあいアンケートより

「やっぱり加入し
ていてよかったで

す。」

（人文社会科学部
２年　

夏休み期間中、喉
が痛くなった。急

性扁桃炎

入院 9日　給付金
額 90,000 円）

編
集
後
記

編
集
後
記

　昨年のリベンジ！晴天のもと、にぎやかに開催しました。生
協職員を入れて12名の参加！
　参加者で分担しながら
●山形風芋煮（醤油ベース、牛肉使用）
●仙台風芋煮（味噌ベース、豚肉使用）
●シークレットメニューだった3つ目は、青森県代表として
「せんべい汁風」の3種類の鍋を作り、おいしくいただきました。
　また来年もこうして地域の食文化に触れながら、交流を楽し
める企画を開催していきたいです。

開催日時：9月27日（金）10時～14時
場　　所：弘前市りんご公園　 参加者：12名

第3回　芋煮会を開催しました。第3回　芋煮会を開催しました。

地域の食文化に触れよう！秋を食べて交流しよう！

岩木山がきれいに見える秋晴れの日でした。
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