
　職員の話ではたびShopの早川店長から弘前大学生
協で取り扱っている国内 ･国外のプランや留学につい
て話していただき、学生に多くの体験をして欲しいという思いを感じました。
また、意見回収では3週間前に改装された「サリジェ」について話し合い、
班ごとで活発に議論していました。

　「親になるキミらにしっておいてほしいこと～ステキな人生のた
めに～」と題し、生協職員と学生組織のメンバーの部内学習会とし
て「弁当の日」を開催しました。
　西日本新聞社の佐藤弘さんを講師にむかえ、食生活とカラダの関
係についていっしょに考えるワークショップとし、職員、学生が身
近な“食”から、カラダにかかる影響を考え共有しあいました。

アンケートより
●「○○しなきゃいけない」という話が一切出なかったのが印象に残っ
ています。（学生・男）
●食は生、生は性とすべてにおいて関連があり何か一つが崩れても人
は成り立たない。（学生・女）
●朝ごはんを食べない、食べている物も良いとはいえない。今元気だから大丈夫と思っていたけど
大丈夫じゃなかった。これを機に気付けたので周りの人にも伝えていきたい。（学生・女）
●こういう場は何回も継続して行って拡げていくことが大切と改めて思った。（職員・女）
●食と便の話、食べることだけで終わってはいけない。「今が楽しければ」で生きていくことが多い
今、それだけでは続いていく命も続いていかないと感じました。（職員・女）

　総代企画の時間では11月23日に行う
予定の総代企画「弘体祭」の宣伝物（ポス
ター、持ち看板、応募用紙）の作成を行い
ました。弘体祭ではたくさんの組合員の皆
さんに楽しんでいただきたいと思います。

生協学生委員会　人文社会科学部1年
　花田遼暉

開 催 日：10月18日（金）
開催場所：大学会館2階Scorum
参加人数：46名（総代15名・学生委員会28名・職員3名）

開 催 日：10月28日（月）
開催場所：大学会館2階Scorum
参加人数：38名（学生24名・職員14名)

REPセッション＃5

佐藤さんによる話。

たびshop　早川からの話
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「親になるキミら

部内学習会）（部（部部内内学内学習学習会習会）会）（（部部部内内内学学学習習習会会会））（部内学習会）（（部（部（部部部部内内内内内学学学内学学習習習学習習会会習会会）会）会））（（部部部内内内学学学習習習会会会））（部内学習会）

（左）佐藤さんからの
問いの一つ。職員、
学生みんなで意見を
出し合って考えます。

ポスターや持ち看板、
応募用紙などを作成し
ている様子。全て手書
きで行いました。

「弘体祭」の報告は次号となります。
お楽しみに。
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2019年度 第6回理事会報告2019年度 第6回理事会報告
11月28日開催

次回は12月24日（火）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。

　2019年度9月決算を踏まえ、2020年度以降の事業政策につ
いて提案があり審議しました。この議案については、チケットの
手配ではたびshopを利用するよりネットで手配することが多い、
学生は経済的に厳しく海外に行きたいと思ってもいけない状況と
いう意見がありました。この議案については、いただいた意見を
ふまえ、12月の理事会に再度提案することとしました。

審議事項

第６号議案　たびshop2020年事業政策について

　2019年9月に発生した台風15号により千葉県を中心に
大規模な被害が発生し、弘前大学生協では被災された方々を
支援するため、
●学生委員会からの呼びかけ　●デポジット容器募金　
●店頭募金
以上の義援金活動に取組みました。
14,656円の募金が集まり、千葉県災害対策本部へ送金した
ことをご報告いたしま
す。たくさんの温かいご
支援ありがとうございま
した。

　なお、その後に発生した台風19号及び令和元年10月25日の大雨により
被害が拡大していることから、「台風15号千葉県災害義援金」の募金を「台風
19号被害　緊急支援金募金」に切替え、引き続き取り組みを行っています。
ご協力宜しくお願いいたします。

第２号議案　弘前大学への寄附について

第３号議案　弘前大学への建物設備の寄附について

第４号議案　嘱託職員制度規定の一部の改定について

第１号議案　新生活用品事業（全国共同仕入事業）の終了にともなう清算金の扱いについて

第５号議案　ガス事業への投資について

　第１号議案～第５号議案について　すべて全会一致で可決承認さ
れました。

議決事項

専務補佐　三浦

監事より中間監査報告

学生委員会による募金の呼びかけの様子

台風15号千葉県災害支援義援金　ご報告
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　レジ混雑解消のため「セルフレジ」を活用した導入実験を開始しました。
実験開始前からセルフレジを店内に設置し、開始のお知らせをしていたこと
もあり、想定外の混雑や苦情といったこともなく進められています。今後も
セルフレジの稼動率UP→レジ混雑緩和を目標とし更に利用しやすい店舗を
目指してがんばります。

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！
たとえば…iPadpro（64G）　93,280円（税込）をPicoで購入すると4,664円分Picoにポイントが入ります。
200ポイント貯まるとレジにて200円分オートチャージ！
この場合4,600円がチャージされPicoとして利用できるようになります。
使うほどポイントが貯まりお得に買い物ができちゃう♪生協は加入して利用しましょう。

①Picoにチャージする
②店内で買いたい商品を選ぶ
③空いているレジへ進む
④商品のバーコードをスキャン
⑤Picoまたはミールカードでお支払い

※現金やクレジットカード、校費・私費での
ご利用は有人レジ、もしくはカウンターを
ご利用ください。

　ケイホットライスは、青森県では先駆けて特別栽培米に取り組
み27年目を迎えています。「地域慣行栽培の農薬・化学肥料5割
以下による栽培」を行っており、自然にも、人にも優しいお米と
なっています。農薬を減らすことによる雑草対策の日々の努力や
苦労をお聞きし、美味しいご飯が食べられることに今一度感謝したいと思いました。稲～白米になるまでの一連の工程、
虫や異物を取り除く機械など点検し、安全性を確認しました。組合員の皆さまにも、こだわりの青森県産特別栽培米をぜ
ひご賞味いただければと思います。

食堂Horest　佐原直道

（上）弘前大学生協　組合員証。
　　 チャージ機でチャージするとPicoとして
　　 ご利用いただけます。

代表の荒関さんが案内、お話をしてくれました。

話を聞く生協職員

簡単♪便利♪スピーディ♪
【セルフレジ　利用方法】

開 催 日：11月6日（水）
場　　所：青森県北津軽郡中泊町
参加人数：職員5名

Clover　セルフレジ実験開始
期間：2019年12月2日～2020年2月28日

　弘前大学生協のお米は青森県中泊町で栽培された「つがるロマン」
を使用しています。もっと美味しく、もっと安心安全なお米を提供
すべく現地視察をしてきました。

有限会社 ケイホットライス
見学に行きました。

天井まで届く量のお米

【セルフレジ利用者　感想】
●最初は戸惑ったけど思った
より早い。
●かっこいい！ハイテク！
●カード忘れてきたので明日
からは持ってきます。
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11月の給付状況

病気入院 7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 14件
特定傷害固定具 2件
扶養者病気死亡 1件
父母扶養者死亡 1件
盗難 2件
　　　計 31件

たすけあいアンケートより

　　計 31件

給付金額

2,771,000円

　Cloverでセルフレジ実験がはじまりました。スーパーなどでもセルフレジをよく見かけるようになり、わたし
が行く時間帯のせいか有人レジより空いているためけっこう便利に使わせてもらっています。たまに、お酒など
セルフレジNGな商品があったりしてレジ中に「失敗した～」と並びなおすことも。Cloverでは「お弁当と飲み
物」「お菓子」や「書籍、雑誌」だけのお買い物ならレジも複雑ではないので、Picoでスムーズにお買い物がで
きます。慣れないこと、とは言わずぜひチャレンジを！（SHIMO）

たすけあいアンケートより

「大学生活は本当
にどんなことがき

っかけで、いつ

けがや病気になる
かなんて誰にもわ

からないです。

今回ケガをして「
たすけあい」を実

感しました。

共済の良さをまわ
りの人に伝えたい

です。」

（医学部保健学科
２年　自転車事故

　自転車に乗って

いて転倒し、足首
を骨折。　入院9

日　通院10日

　手術1回　特定
傷害固定具　共済

金　180,000円）

編
集
後
記

編
集
後
記

　弘大祭にて①充実した大学生活を送ってもらう。またその土台として健康が大事だということを自覚してもらう。②心
身ともに健康な生活を送ってもらう。③私生活を把握し、これからの生活を向上させるきっかけにしてもらう。④危機意
識を持ってもらう事で､事故を未然に防いでもらう｡
以上のことを目的として「健康安全まつり」を開催しました。

　当日は、子供から大人まで多くの方々が体力測定や、視力測定、
泥酔体験やクイズなどを行っていました。参加者の方が楽しそうに
参加していて会場の雰囲気はとても明るかったです。泥酔体験では
未成年の方から高齢の方まで様々な人が気軽に体験しながら泥酔の
危険性を感じてくれていました。他のブースも学生委員のメンバー
と参加者の方との会話が盛り上がっていて、ふらっと寄った方でも
参加してみようかなと思っていただける企画になったのではないか
と思います。

開催日： 10月26日（土）～27日（日）　弘大祭
会　場：食堂Horest内　来場者：1145名健康安全まつり（学生委員会）健康安全まつり（学生委員会）
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