
　昨年12月から開始した保健学科Clover店でのセルフレジ実験。「レジ混雑の解消」と「利用促進」が図られており、
2月末までの3ヶ月間の予定でしたが、さらなる検証のため期間を延長することとなりました。
　各申込みや弁当容器返却などで有人レジを利用される方はいますが、セルフレジを好意的に受け止めてもらい利用率も
高くなっています。今なら組合員証にチャージしてお買い物をしていただくと「キャシュレス・消費者還元事業」で決算
金額の5％がPicoポイントとして還元！（2020年6月末まで）200ポイント貯まると200円分レジにてオートチャー
ジしPicoとしてご利用いただけます。ぜひこの機会に生協電子マネーPicoのご利用を！

　弘前大学生協では2月以降、大学に連携してコロナウイルスへの感染防止のために様々な取組をおこなってきました。
• 新学期企画　新入生ウエルカムパーティー・スタートアップセミナー等の全中止
• 生協全職員（学生スタッフ含む）のマスク着用
• 店舗ご利用時のアルコール消毒の徹底
• 食堂ホール内のレイアウト変更、換気の徹底、座席を間引いて三密状態の防止
• 教科書販売の分散　他

　全ては、感染拡大防止のためです。
　今後、組合員の皆さまにはいろいろとご不便をお掛けする場面が増えると思われますが、何とぞご理解のほどお
願いいたします。

　感染拡大が長期化する場合は、大学と協議もしながら
新たな対策や取組が必要になります。
　今後想定していることは下記の通りです。

①昼食時の混雑による三密を防止するために、昼食用弁
当の学部棟での販売

②昼食時の食堂・サリジェの入店制限

③店舗営業時間の短縮（遠隔授業が本格化した場合）

④各種生協講座のネット化（遠隔講座化） 教科書購入等説明会　
間隔を空けています→

←食堂テーブルも
　こまめに消毒

↑店舗入口に消毒液

Clover　セルフレジ実験　期間延長！Clover　セルフレジ実験　期間延長！Clover　セルフレジ実験　期間延長！Clover　セルフレジ実験　期間延長！

新型コロナウイルス感染症　予防対策の取組について

初めてでも案内が表示
されているので安心♪
購入した商品や、組合
員証（Picoカード）の忘
れ物に気をつけてくだ
さい！

組合員証にチャージ（入金）すると生協電
子マネーPico（ピコ）として利用できます。
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【総代会とは…】
　総代会は生協の意思決定のための最高議決機関です。この会では昨年度の振り返りと新年度の活動方針の決定が行われ弘前大学生
協では年に1回、5月に開かれています。
　総代が生協職員に直接意見の交流ができる場だけでなく、そこで方針や予算の承認が得られ生協を運営していくことができます。

第59回　弘前大学生協通常総代会　～2020年度に向けて～

「社会」
ビジョン：組合員が個々の生活の中で持続可能な社会
の実現に繋がる何らかの行動ができるようになる。そ
のために組織活動全体のベースをSDGsとして「社会」
をテーマに組合員の生活全般の向上を実現する組合員
活動に取組みます。

「環境」
ビジョン：持続可能な社会の実現のために、生協に関
わる全ての人が「環境」への意識を持って何かしらの
行動ができている状況を目指します。そのために理事
会（小委員会）・総代・組織委員会・職員で現状を分
析し目標を設定して、それぞれで取組を実践します。

「健康（食）」
ビジョン：『健康』『食べること』を意識した日常生活
を送る学生が増えることと、企画などの取組を通じて
組合員が『健康』『食べること』について考える状況
を作ります。

2020年度組織活動方針

「書籍割引の変更」
現在実施している店頭での書籍5％値引きを取りやめ、
生協電子マネーPico利用時に10％（医書分類は8％）
のポイント付与を行います。
書籍の実質10％引きとなる利用条件を引き続き実施
することで、組合員サービスを維持し読書推進を進め
ていきたいと考えています。

QRコードを読み込んでアンケートに答えよう！
この案に対する意見をお寄せ下さい。
組合員の皆さまに関わる重要な内容ですので
ご協力よろしくお願いいたします。
期限：5月10日（日）まで
アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で50名の方にPicoチャージ券1000円分を進呈！

参加しやすいイベントや勉強
会の開催はもちろん、日々情
報を発信することで意識して
もらうように働きかけます。

2020年度事業活動方針（総代会で運営方針が承認されれば以下のサービス変更を行う予定です。）

「ミールカードとセルフレジ」
クローバーでのセルフレジ導入実験の成功を踏まえて、文京地区での導入を検討し必要に応じて実験を実施します。
実際の運用ではレジを動かしているシステムの制約から、ミールカードの利用商品の拡大も必要なことから
2021年度に向けたミールカードの運用見直しもあわせて行います。

第59回通常総代会　6月19日（金）18：00～20：30開催　に変更となりました。
総代会議案書ダイジェストを配布します。
また、更に詳しい内容は「議案書」「議案書補足資料」を総代会前にご確認ください。

～2020年6月30日～2020年6月30日

5％OFF5％OFF 5％ポイント付与5％ポイント付与

＋＋

2020年7月1日～2020年7月1日～

割引なし割引なし 10％ポイント付与10％ポイント付与

＋＋

※2020年6月30日で
キャッシュレス・消
費者還元事業終了

※クレジットカードや図書カードなどでの支
払いにはポイント付与対象外となります。
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「大学生活アドバイザーとして活動して」
　サポートセンターに初めて来場した日に、こういう仕事をしてみたいと思っ
たのが始めたきっかけでした。そこから４年間、自分が経験してきたことを人
に伝えること、２年目以降に新人のアドバイザーを育てること、よりよい運営
のために会議を重ねることなど、難しいながらもやりがいのある経験を積むこ
とが出来ました。ここで経験したことは春から進む教職の道にも活かせるもの
と思っています。アドバイザー、そして兼務していた学生員会として活動した
ことは間違いなく４年間頑張ったことだと胸を張って言えることです。今後も
アドバイザーはじめ弘大生協が新入生や弘大生の大学生活を支えるためにさら
に発展していくことを願っています。

大学生活アドバイザー　安田隼也（2019年度　教育学部卒）

　後期プログラムは、企業と一緒にプロジェクトを行うという内容です。
　今年は、
• キャラクターネームコンテスト（三ツ矢自動車学校×火曜Ａ班）
• 商品開発・オリジナルネクタイ（洋服の青山×火曜Ｂ班）
• コーヒーショップ運営（弘大カフェ×火曜Ｃ班）
• 販売促進・りんご豚丼（食堂Horest×木曜A班）
• ドローン講習会（弘前モータースクール×木曜B班）
• カップ自販機商品試飲会（アペックス×木曜C班）
というプロジェクト内容でした。2ヶ月弱の講座期間のうち、プロジェクトの準
備は約1ヶ月。その1ヶ月という期間の中、自分たちで何が出来るか、何を目指
すかを考え、実行していきます。
　どれもこれも「初めての経験」の中で、失敗をしたり、喜んだりすることで、
受講生自身が「やりがい」「今後への自信」を感じられる講座になったと思います。
次年度は受講生を増やして、さらに新しい企業ともプロジェクトを進めていきた
いと考えています。

SHAREA店　まなたび担当　芹田美穂子

新入生サポートセンター2020
授業開始延長のため4月21日まで営業します。

期　　間：2019年10月～12月
受講人数：35人

学びと体験・出発講座　
2019後期プログラム　報告
学びと体験・出発講座　
2019後期プログラム　報告

【参加した企業からの感想】
　チームプロジェクトとして、一人ひとりがお互いの価値観を認め合い
ながら目標達成に向けて話し合い、行動していく姿や、回を重ねるごと
に確実に成長していく様子を見ることができ、私自身が新鮮な学びの機
会をいただけたと思っています。
　また、全体を通して運営している上級生スタッフのフォローや働きか
けが特に素晴らしく、感心するとともに、私も非常に勉強になりました。

洋服の青山　弘前堅田店　店長　大場様

【参加者感想】
まなたびを通年プログラムでやって本当に良かったです！楽しかった！
今まで知らなかった自分を知ることができました。
1年間ありがとうございました。

実践日、準備も企業の人と
一緒に、自分たちで行いま
した。

まなたびで得られる「自信」は、
チームの仲間の中での自分の役
割から生まれます。

プロジェクトを成功させるため
に、何が必要か、などチームで
意見を出し合います。

まなたびスタッフ
もチームの一員
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3月の給付状況

病気入院 9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 10件
特定傷害固定具 1件
こころの早期対応 2件
父母扶養者死亡 0件
借家人賠償 1件
　　　計 30件

たすけあいアンケートより

　　計 30件

給付金額

1,559,000円

　目に見えないものにおびえる日々。いつもの風景だけど、いつもと同じではない状況が続いています。たくさんの
情報の中から自分に必要な情報を選び取る力、情報が本当かどうか見極める力が必要になっています。神経質になり
すぎるのも良くないけど、きちんと考えもせず、調べもしないで楽観的になるのも怖いこと。
　非常時には本当の姿が見えるといいます。立派な人になれなくても、落ち着いて行動でき、周りのことを考えられ
る人でありたい。そう思いました。それにしても弘前公園閉鎖はショック。今年は花見もオンラインになるでしょう
か。（SHIMO）

たすけあいアンケートより

「治療費用がかか
るのにアルバイト

もできず大変

でした。今回は学
生総合共済のおか

げで治療費用

を気にすることな
くケガの治療に専

念できました。」

（医学部 1年　ス
ポーツ事故　

スキーで滑走中に
手をつき、左親手

指骨骨折　

通院 8日　共済金
16,000 円）

編集後記編集後記

　食べ終わった弁当容器を生協店舗レジへお持ちください！1個につき
10円返却しています。（※生協オリジナル弁当をお買い上げ時に1個
につき10円をお預かりしています。）

　回収した容器はリサイクル工場へ！工場では地域と協同して障がい
者の方が参加する食品トレーの回収や分別作業等を行っています。

　皆さんが弁当容器を生協店舗に持ち込み、生協が回収することで
「ゴミの減量化」はもちろん「雇用」が生まれ地域への貢献ができま
す。「ゴミ」として捨てるのではなく、「資源」として活用しましょう！

【職員人事】
中家　優花　4月1日付け採用　本部配属　8月よりSHAREA店配属予定
坂巻　秀樹　5月1日付けでHorest店長・Scorum店長・寮食堂所轄の任から東北工業大学への移籍
三浦　貴司　5月1日付けで現在の専務補佐とHorest店長・Scorum店長・寮食堂所轄を兼任とする。

食べ終わった弁当容器は
フィルムを剥がしてリサイクルへ！
生協全店で回収しています！

文京地区Cerisier入り
口の専用BOXまたは
保健学科Cloverのレ
ジへ申し出ると、返却
分1個につき10円を
「たすけあい奨学制度」
へ寄附します。
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