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10月の給付状況

病気入院 10件
病気手術 5件
事故入院  1 件
事故手術 1件
事故通院・固定具使用 16件
特定傷害固定具 2件
こころの早期対応 1件
父母扶養者死亡   　1件

　　　計 37件

たすけあいアンケートより

給付金額

1,776,000円

　今年もりんごをもらう時期になりました。青森に住んでいると本当にりんごを買う機会がなくなります。旬の
りんごが次から次へ。考えるととても贅沢なこと。弘大生協でも食堂でカットりんごやコンビニで丸ごとりんご
を販売しています。特に県外から来ている学生の方には食べてみて欲しい！全国発送も承っているのでおいし
かったらご家族と相談してぜひご注文を（笑）。当たり前になっているけど本当はとても贅沢なこと、気付いて
大切にしたいです。他にも気付いていないことあるかなぁ。（SHIMO）
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開 催 日：10月4日（金）　開催場所：大学会館2階Scorum
参加人数：60名（総代19名・学生委員会35名・職員6名）

　今年は、５回目という節目の「弘前大学と弘前大学生協の交流会」
となり、弘大生協の山田理事長の挨拶、ついで佐藤学長の挨拶、渡辺
理事の乾杯で会は始まりました。交流会の中心は、大学・生協の組織
を超えての歓談の時間です。今年は、弘前大学創立70周年でしたの
で記念ラベルのワインや医学部に新設される医学部心理支援科学科に
ついての話、そのほかにも大学関係者と生協関係者さまざまな話題で
交流をしました。
　余興の時間は毎年恒例「クイズ大会」です。年々問題が難しくなっ
てきておりますが、その分盛り上がります。今年は、テーマは設けず
に「100円朝食」「市民Day」「太宰治」「留学」と様々な問題を出題
しました。　　
　最後には弘大生協の石塚副
理事長が昨年から恒例となり
ました、お椀で乾杯をしてお
ひらきとなりました。
　終始、会話が絶えることな
く、たくさんの笑顔や笑い声
がある、楽しい交流会となり
ました。

　今回のREPセッション＃４は総代が集めた組合員の声を正規職
員、学生委員会に直接届けるための場所を設けるために開催され
ました。
　意見回収の時間では、「生協祭り（11/5～8開催）にやってほ
しいこと」を考えてもらう時間を取りました。りんごを景品とし
たスタンプラリーなどの青森ならではのリンゴに関する企画など
の意見を回収することができました。職員の話では、野々村店長（医
学部店店長）より平和のお話を、さらにPeaceNow！OKINAWA
へ行った方からの報告会も行われました。

　これからの平和に対する活動への足掛かりになるような会になったと思い
ます。
　今年の総代企画は、組合員の声から運動不足の解消につながるように運動の
テーマで、運動会を11月23日（土）に開催しようと考えています。今回は、
それの宣伝方法について決めました。
　たくさんの組合員の皆さんに参加してもらえるよう呼びかけをしていきます。

生協学生委員会　理工学部2年　相馬慎太郎

開 催 日：10月4日（金）
開催場所：大学会館2階Scorum
参加人数：45名（大学関係者18名・生協関係者27名）

開催日： 10月18日（金）～20日（日）
会　場：弘前運動公園内　販売数：225食（3日間計）

　弘前大学６次産業化マイスター産業プログラムでメニュー開発
された「りんご豚丼」について、今回、10月に開催された「津
軽食と産業まつり」に、弘前大学（弘大生協）として、出展し販
売しました。７月の生協七夕まつり、８月の市民デーでの販売実
績をもとに、大学発信の弘前地元グルメとしての認知度をあげよ
うと、大学からの依頼をもとに生協で協力し、出展することが決
まりました。
　今回は、食堂での出食とちがい、弁当での販売となりましたが、
多くの地元の方々に提供することができ、弘前大学オリジナルの
味を味わっていただきました。

食堂Horest店長　坂巻秀樹

津軽の食と産業まつりに参加しました。

　10月から後期がはじまり、キャンパスにもたくさんの学生が帰ってきました。
　弘大生の約90％が加入している「学生総合共済」。
　「自分は加入している」「給付申請の窓口がどこかわかる」それを知っている
だけで「もしも」の時の不安を少しでも軽減できます。それらをお知らせする
ために「おかえりなさいキャンペーン」を開催し、チラシとティッシュを配布
していました。

　学内で「包帯をしている」「具合の悪い」学生
を見かけたらきちんと病院で診てもらい、共済の
給付申請をするようにお声がけください。
学生総合共済窓口
 【文京地区】たびshop
 【医学部地区】FERIO・Clover

おかえりなさい
クイズの時間の様子。佐藤学長と学生、職員。

写真提供
弘前大学。

今年のクイズの正解上位2名！

第5回 弘前大学と弘前大学生協の交流会 を
開催しました。

REPセッション＃4REPセッション＃4

学生支援の一環「メルボルン異文化体験ツアー」
に参加した学生からの発表の様子。
他にも、専務理事の小村より「生協の活動報告」
や学生委員会で活躍する学生からの発表があ
りました。

学生総合共済
マスコットキャラクター
「タヌロー」（写真真ん中）
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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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2019年度 第5回理事会報告2019年度 第5回理事会報告
10月24日開催

次回は11月28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２号議案　ガス集中監視システムの更新について 第３号議案　常務理事の交代について

第4号議案
2020年3月卒業予定者の正規職員採用について

第5号議案
ICカード利用細則の改訂について

第8号議案
労働組合からの「2019年秋闘要求書」への対応について

第１号議案
一般財団法人「全国大学生協連奨学財団」への賛助会員加入について

　第1号議案～第5号議案、第8号議案についてすべて全会一致
で可決承認されました。

　第6号議案、第7号議案について提案の通り進めることとしました。

学習

議決事項

第6号議案　大学生協連と共済連の総会代議員の決定について

第7号議案　新学期方針について

審議事項

　メルボルン異文化体験ツアーの報告がありました。

小委員会活動について

　各小委員会で、今年実施した活動の振り返りと今後の活動について話
し合いをしました。

　元々海外は行って見たいけど怖いイメージがあった
のと、一人では不安だという気持ちがありましたがこ
のツアーを知って思い切って参加してみました。実際
に参加してみて私の海外へのイメージは良い意味で覆
りました。はじめは英語で話すのが不安だった私も最
後の方は自分の英語力の範囲内でとにかく話してみよ
う！という気持ちになりました。こういった気持ちの
変化や、もっと英語力をあげてまた海外へ行きたい！
といった気持ちはこのツアーに参加していなかったら
無かったと思います。一人で参加してもいろんな大学
の人と友だちになれるし、グループ行動をするので初
めての海外の方へ参加をおすすめします。

人文社会科学部1年　柴田真歩

　ツアーに参加して、学生たちの一日一日と変わっていく表情や
行動、そして何よりも彼らの可能性の大きさを、出発から帰国す
るまでの7日間という短い期間で感じることができました。私自
身も異国の地でのいろいろな体験（パスポート紛失など）や、他
大学の同行職員・現地ガイドとの交流から学ぶこともたくさんあ
りました。今後は参加した学生がMELでの成長をどう活かすの
か、次にどんなことに挑戦するのかも見ていきたいし、このツ
アーの魅力を彼らと一緒に新入生や保護者に伝えていきたいです。

SHAREA　英会話講座ACE担当　小島優子

　最初はなかなか積極的に現地の人と交流できませんでしたが、
助けて欲しいことを声に出しボディーランゲージなども使って伝
えればキチンと聞いて助けてもらいだんだんと交流を楽しむこと
ができました。
　知らない土地で知らない人にがんばって英語で話しかけ、自分
の英語が通じたときには達成感を味わうことができました。大学
生活という有限な時間をどう過ごすか、行動するかで自分の成長
にも繋げることができます。このツアーに参加して、今までの内
気な自分を変えて様々なことに挑戦したいとう気持ちが芽生えま
した。参加できてよかったです。

教育学部1年　安藤千尋

　生協の紹介とDECS（Digital Educational Contents Support）の紹介をし
たのち、主に来春開設される医学部心理支援科学科について意見交流を行いました。
　「専門の講義がどちらのキャンパスで行われるのか」「実習に行く時期や期間」な
どを伺いながら、生協として新しく入ってくる学生に対してどんなサポートができ
るのか、先生方と意見交流しました。
　新しく弘大に勤務する先生もおり、組合員加入のご案内や校費の使い方や注文方
法についてご説明しました。

　北海道・東北地区の大学生協が合同で運営する「メルボルン異文化体験ツアー」に今年は学生12名、職員2名で
参加してきました。このツアーのポイントは
①はじめての海外に他大学の仲間とチャレンジして人間関係を大きく広げることが出来ます。
②「申込から帰国まで大学生協が完全サポートで安心」出発前のガイダンスがあり、ツアー中も職員が同行。帰国後は
振り返りを含めこれからの大学生活でも目標設定を立てます。
③「異文化体験がつまったツアー」現地で働く人達や現地の大学生と触れ合うプログラムがあり、旅行英会話以上のコ
ミュニケーションのチャンスがあります。
④「自分の可能性や価値観をひろげることができる」現地滞在中はまとめの会を行い見聞きし学んだことを定着化します。
以上のポイントから海外での貴重な体験をただの思い出にしないのが大学生協のプログラムです。大学生協では他
にも学生に様々な海外体験ができるツアーを提供しています。

開催日：2019年8月～9月（7日間・全5便）
全参加：165名（うち弘前大学12名）

多文化体験プログラム　幼小学校訪問
後列右端が小島さん。

開 催 日：10月1日（火）　開催場所：保健学科1階　小会議室
参加人数：6名（教員3名・生協職員3名）組合員懇談会を開催しました。

組合員懇談会を開きませんか？　
顔を見ながらすぐに詳しくお話しすることができ、疑問や要望にも具体的にお話を伺うことができます。ご希望の時
間帯で開催可能です。たとえばお昼休みの時間などを利用してお食事を召し上がりながら行うことが出来ます。　
下記までご連絡下さい。※お食事やお茶菓子の準備をいたします。
　弘前大学生協　本部　担当：高橋　大学内線：2138　　E-mail　honb-h07@hirosaki.u-coop.or.jp

メルボルン異文化体験ツアー

メルボルンの空港にて。写真真ん中が柴田さん。右端が安藤さん。

メルボルン大学訪問交流。現地大学生と交流しました。

当日追加提案

新学期方針について報告する大学生活アドバイザー　三上理事（理工学部）

メルボルン異文化体験ツアー報告をする本部職員　高橋
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10月の給付状況

病気入院 10件
病気手術 5件
事故入院  1 件
事故手術 1件
事故通院・固定具使用 16件
特定傷害固定具 2件
こころの早期対応 1件
父母扶養者死亡   　1件

　　　計 37件

たすけあいアンケートより

給付金額

1,776,000円

　今年もりんごをもらう時期になりました。青森に住んでいると本当にりんごを買う機会がなくなります。旬の
りんごが次から次へ。考えるととても贅沢なこと。弘大生協でも食堂でカットりんごやコンビニで丸ごとりんご
を販売しています。特に県外から来ている学生の方には食べてみて欲しい！全国発送も承っているのでおいし
かったらご家族と相談してぜひご注文を（笑）。当たり前になっているけど本当はとても贅沢なこと、気付いて
大切にしたいです。他にも気付いていないことあるかなぁ。（SHIMO）

「常日頃からケガに
対し意識をしていて

も、ふとしたときにケ

ガをしてしまうことは
あります。そんな時、

生協の共済には

いっていてよかった
なと強く感じました

。大学生活の「もし

も」の不安に対処で
きる学生総合共済に

たすけられました。」

（理工学部4年

道を歩いている時
、段差を踏み間違

い、骨折。

通院 25日　給付
金額 50,000円）

編
集
後
記

編
集
後
記

開 催 日：10月4日（金）　開催場所：大学会館2階Scorum
参加人数：60名（総代19名・学生委員会35名・職員6名）

　今年は、５回目という節目の「弘前大学と弘前大学生協の交流会」
となり、弘大生協の山田理事長の挨拶、ついで佐藤学長の挨拶、渡辺
理事の乾杯で会は始まりました。交流会の中心は、大学・生協の組織
を超えての歓談の時間です。今年は、弘前大学創立70周年でしたの
で記念ラベルのワインや医学部に新設される医学部心理支援科学科に
ついての話、そのほかにも大学関係者と生協関係者さまざまな話題で
交流をしました。
　余興の時間は毎年恒例「クイズ大会」です。年々問題が難しくなっ
てきておりますが、その分盛り上がります。今年は、テーマは設けず
に「100円朝食」「市民Day」「太宰治」「留学」と様々な問題を出題
しました。　　
　最後には弘大生協の石塚副
理事長が昨年から恒例となり
ました、お椀で乾杯をしてお
ひらきとなりました。
　終始、会話が絶えることな
く、たくさんの笑顔や笑い声
がある、楽しい交流会となり
ました。

　今回のREPセッション＃４は総代が集めた組合員の声を正規職
員、学生委員会に直接届けるための場所を設けるために開催され
ました。
　意見回収の時間では、「生協祭り（11/5～8開催）にやってほ
しいこと」を考えてもらう時間を取りました。りんごを景品とし
たスタンプラリーなどの青森ならではのリンゴに関する企画など
の意見を回収することができました。職員の話では、野々村店長（医
学部店店長）より平和のお話を、さらにPeaceNow！OKINAWA
へ行った方からの報告会も行われました。

　これからの平和に対する活動への足掛かりになるような会になったと思い
ます。
　今年の総代企画は、組合員の声から運動不足の解消につながるように運動の
テーマで、運動会を11月23日（土）に開催しようと考えています。今回は、
それの宣伝方法について決めました。
　たくさんの組合員の皆さんに参加してもらえるよう呼びかけをしていきます。

生協学生委員会　理工学部2年　相馬慎太郎

開 催 日：10月4日（金）
開催場所：大学会館2階Scorum
参加人数：45名（大学関係者18名・生協関係者27名）

開催日： 10月18日（金）～20日（日）
会　場：弘前運動公園内　販売数：225食（3日間計）

　弘前大学６次産業化マイスター産業プログラムでメニュー開発
された「りんご豚丼」について、今回、10月に開催された「津
軽食と産業まつり」に、弘前大学（弘大生協）として、出展し販
売しました。７月の生協七夕まつり、８月の市民デーでの販売実
績をもとに、大学発信の弘前地元グルメとしての認知度をあげよ
うと、大学からの依頼をもとに生協で協力し、出展することが決
まりました。
　今回は、食堂での出食とちがい、弁当での販売となりましたが、
多くの地元の方々に提供することができ、弘前大学オリジナルの
味を味わっていただきました。

食堂Horest店長　坂巻秀樹

津軽の食と産業まつりに参加しました。

　10月から後期がはじまり、キャンパスにもたくさんの学生が帰ってきました。
　弘大生の約90％が加入している「学生総合共済」。
　「自分は加入している」「給付申請の窓口がどこかわかる」それを知っている
だけで「もしも」の時の不安を少しでも軽減できます。それらをお知らせする
ために「おかえりなさいキャンペーン」を開催し、チラシとティッシュを配布
していました。

　学内で「包帯をしている」「具合の悪い」学生
を見かけたらきちんと病院で診てもらい、共済の
給付申請をするようにお声がけください。
学生総合共済窓口
 【文京地区】たびshop
 【医学部地区】FERIO・Clover

おかえりなさい
クイズの時間の様子。佐藤学長と学生、職員。

写真提供
弘前大学。

今年のクイズの正解上位2名！

第5回 弘前大学と弘前大学生協の交流会 を
開催しました。

REPセッション＃4REPセッション＃4

学生支援の一環「メルボルン異文化体験ツアー」
に参加した学生からの発表の様子。
他にも、専務理事の小村より「生協の活動報告」
や学生委員会で活躍する学生からの発表があ
りました。

学生総合共済
マスコットキャラクター
「タヌロー」（写真真ん中）

- 1 -- 4 -

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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