
割り箸などの回収活動の成果としては、
昨年度（2019.3～2020.2）
割り箸約２４２㎏、
ペットボトルキャップは約２３２㎏を回収！
割り箸は北海道の（株）王子製紙へ送付し製紙原料となって
います。

　通年の活動としては、割り箸、ペットボトルのキャップ
やデポジット容器の回収活動を週1回行う事であり、前期
では放置自転車の回収や花壇活動を行っていました。後期
においては弘前大学周辺のゴミ拾いや総合教育棟のゴミ箱
清掃などを行いつつ、ゴミの分別ポスターを製作しそれを
各学部棟に貼り、注意喚起を行っていました。

　１年間参加してみて、実際に土を掘って花や木を植えてみたりすることで自然に愛着がわ
きました。また、ごみ拾いや回収活動を行うことで、自分も今まで以上にゴミの分別を行い、
学校を綺麗に使うように心がけるようになりました。今後の課題としては、まだまだ組合員
の環境に対する意識が低いと感じるので、まずは自分たちの活動を知ってもらったりして、
少しでも興味を持ってもらい、環境への意識を高く持ってもらえるような企画や行動を起こ
していきたいと思います。

生協学生委員会　人文社会科学部1年　飛田尚人総合教育棟　ゴミ箱清掃

放置自転車回収の様子

回収活動の様子

花壇活動

青森県生協連主催　植樹祭　参加

環境活動取組報告
（学生委員会 SKY project）

メディア授業への対応 「サポートデスク」

　生協店舗ではコロナウイルス感染拡大予防のため、職員・ス
タッフのマスク着用、入店の際のアルコール消毒や人数制限、
換気、レジ・カウンターでの飛沫防止シートなど組合員の皆さ
まが安心してご利用いただけるよう様々な対策をしています。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

　コロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言の対象が全国に拡大
されたこと（4/16発表）もあり、前期の授業は「メディア授業」 
で実施されることとなりました。そこで、パソコンのトラブル相談
等ができるサポートデスクは通常、授業日のみの営業でしたが、今
回のメディア授業への対応や新入生のパソコンセットアップが急務
と考え、前倒しで営業しました。
　4/23～5/1の約1週間で来店者数は34名（内新入生30名）で
半数近くはOfficeの設定等でしたが、メディア授業でも使用する
Teamsや弘大メールの設定に関する相談も多くありました。相談
したくても、知り合いもいない状況では簡単なことではありません。
少しでも不安を軽減できるよう、サポートを続けていきたいと思い
ます。

大学生活応援塾Twitterから
も情報発信されています。

感染防止対策をして対応し
ているサポートデスク。サ
ポートデスクのスタッフは
「PC講座大学生活応援塾」
学生スタッフです。
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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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NPT再検討会議についての報告

　《総代の役割》総代会がないと予算や方針が決定できず、生協の運営が出来なく
なってしまいます。組合員の声や要望を届けて生協の運営に反映させ、総代会で決
定した方針を組合員に伝える役割があります。今回は書面出席となりますが、総代
会に参加し意見を反映させることが大切です。
　議案書ダイジェストは生協各店に置いています。生協は「みんな」のお店です。
組合員の皆さんも意見や要望を生協へ聞かせてください。

　昨年9月の第4回理事会にてNPT再検討会議への代表派遣会議への代表派遣を決定して
カンパ活動をしていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の状況から、3月はじめに代
表団の派遣母体である日生協が派遣中止を決定し、その後国連がNPT再検討会議を延期す
ることを決定しています。
　派遣費用として集まった36,772円は今後の代表派遣の際に活用いたします。

　昨年9月の第4回理事会にてNPT再検討会議への代表派遣会議への代表派遣を決定して
カンパ活動をしていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の状況から、3月はじめに代
表団の派遣母体である日生協が派遣中止を決定し、その後国連がNPT再検討会議を延期す
ることを決定しています。
　派遣費用として集まった36,772円は今後の代表派遣の際に活用いたします。

2019年度 第10回理事会報告2019年度 第10回理事会報告
4月30日開催

次回は5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１号議案～第５号議案　全会一致で可決承認されました。
　第１号議案において、5/22（金）に予定されていた第59回
総代会が、6/19（金）へ変更することが可決承認されました。

　今回の理事会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、大学会館３階大集会室にて、時間を短縮し１時間
で行いました。

第２号議案　2019年度決算方針について

第３号議案　総代会議案の決定について

第４号議案　正規職員の人事について

第５号議案　講座申込規定の改定について

第１号議案　総代会開催日程の変更について

議決事項

審議事項

第７号議案　労働組合からの要求書への回答について

　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、年に一回開かれています。

第59回 弘前大学生協　通常総代会　開催のお知らせ
とき：2020年6月19日（金）18：30～19：15　場所：大学会館3階　大集会室

新型コロナウイルス感染防止の観点から、書面出席（書面議決）による運営とし、時間も大幅に短縮して運営する予定です。
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　今年「教科書購入等説明会」を行うにあたって、新型コ
ロナウイルスの対策としてアルコール消毒や会場の換気、
新入生同士をできるだけ距離を保たせるように席を配置な
どの対策を講じました。そのほかにも、大学のガイダンス
等の時間が短くなったことに合わせて、会自体の時間を短
縮させて行うなどの対策も取りました。その結果、例年よ
りも会が静かになることがありましたが、それでも新入生
にとって重要な時間割の立て方や、教科書の買い方などに
ついて伝えることができた会を作り上げることができたの
で大変嬉しく思います。

　私たちは新しい大学生活を始める新入生に、大学の講義やこれか
らの大学生活で不安に感じていることを解消してもらいたい」とい
う思いを持ってこの会を開催しました。この会に参加して、少しで
も新生活への不安が解消されたのなら嬉しい限りです。

生協学生委員会　理工学部3年　立松寛健

　今年「教科書購入等説明会」を行うにあたって、新型コ
ロナウイルスの対策としてアルコール消毒や会場の換気、
新入生同士をできるだけ距離を保たせるように席を配置な
どの対策を講じました。そのほかにも、大学のガイダンス
等の時間が短くなったことに合わせて、会自体の時間を短
縮させて行うなどの対策も取りました。その結果、例年よ
りも会が静かになることがありましたが、それでも新入生
にとって重要な時間割の立て方や、教科書の買い方などに
ついて伝えることができた会を作り上げることができたの
で大変嬉しく思います。

　私たちは新しい大学生活を始める新入生に、大学の講義やこれか
らの大学生活で不安に感じていることを解消してもらいたい」とい
う思いを持ってこの会を開催しました。この会に参加して、少しで
も新生活への不安が解消されたのなら嬉しい限りです。

生協学生委員会　理工学部3年　立松寛健

　今年初めて導入したWEB注文でしたが、と
まどいはあったものの、大きな混乱もなく、待
ち時間が大幅に減りスムーズに対応できたこと
もあり、今後も活用していければと思います。

SHAREA店　副店長　小川貴弘

弘前大学生協は弘前大学から様々な業務委託をされておりその中に
「教科書販売」も含まれています。

期　　間：2020年4月8～15日
参加人数：1363名

開 催 日：2020年4月11・17・18日
場　　所：大学会館2階
来場者数：1175名
販売冊数：7391冊

（上）間隔を空けて配置（上）間隔を空けて配置
（下）マスク着用、入退室時には手指へアルコール消毒を
　　 してもらいました。
（下）マスク着用、入退室時には手指へアルコール消毒を
　　 してもらいました。

1階受付でWEB注文や組合員証の確認をし販売会場へ案
内。WEB注文していない場合はやり方を伝え、予備日で
対応しました。

年「今年年　今今年年今今年「「教
ウイルイロナウナロナウイル

教科書購入等説明会教科書購入等説明会

フレッシュフェスタ　開催報告フレッシュフェスタ　開催報告
（新入生　教科書一斉購入）（新入生　教科書一斉購入）

　例年、1日で終了していたフレッシュフェスタですが、今年はコロ
ナウイルス感染拡大防止のため、学部学科ごと3日間、さらに、時間
帯も細かく区切った形で開催をしました。
　従来であれば必要な教科書をその場で選んだり、申込みをしていた
教科書の注文をWEBで事前に行ってもらい、会場では会計と引渡し
のみで時間を短縮、レジも6台用意し組合員番号ごとに分け、混雑に
ならないように対応しました。

入口には消毒を置き、スペースをとって
並んでもらうように誘導しました。

レジは組合員番号
ごとに分け分散。
事前注文なので引
渡しもスムーズ。

【参加者の声】
「色々不安だったので、ありがたい会でした。」「時間割を作る
時間が足りませんでした」
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4月の給付状況

病気入院 1件
病気手術 3件
事故入院   2 件
事故手術 2件
事故通院・固定具使用 11件
特定傷害固定具 1件
後遺障がい 1件
こころの早期対応 1件
父母扶養者死亡 2件
　　　計 24件

たすけあいアンケートより

　　　計 24件

給付金額

1,810,000円

　素敵な「一言カード」が届きました。卒業生で職員の方より。
「あちこち注意と自粛だらけで悲しくなるかもしれませんが…　弘
前はちゃんと皆さんを歓迎しています。（中略）どうか楽しいキャ
ンパスライフのスタートを！」
　私たちも同じ気持ちです。
　「弘前大学で良かったな」と思ってもらえるよう、大学生活のサ
ポートを続けてしていきたいです。（SHIMO）

たすけあいアンケートより

「本当に手術する
ことになるとは思

っていません

でした。いろんな
人のたすけが本当

にありがたい

と思いました。み
んなで支えあうこ

との大切さを

理解できるきっか
けとなりました。

」

（教育学部４年　
顎変形症　

入院 10 日　手術
1回　共済金 150

,000 円）

編集後記編集後記

　大学生協連の勉学援助制度につきましては、2020年1月より、一般財団法人全国大学生協
連奨学財団に事業を移管し、名称も「大学生協学業継続奨学制度」（愛称:たすけあい奨学制度）
として、新たにスタートすることになりました。たすけあいの想いを大切にして、一人でも多く
の扶養者を亡くされて学業継続が困難になっている学生・院生を応援していくことが目的です。

弘前大学生協での申請相談窓口：たびshop

　弘前大学生協では「たすけあい奨学制度」への募金のご協力をお願いしています。
　各店店頭にある募金箱、または生協オリジナル弁当容器を専用BOXに入れていただくと
「たすけあい奨学制度」へ送ります。
　皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

名前：中家　優花
出身：岩手県宮古市
趣味：ゲーム（Switch、スマホ等　どうぶつの森やってます！）
山形大学在学中に新入生サポートセンターで健康安全を担当していたこと
や食堂で盛り付けのアルバイトをしていたことから「大学生の食事情」に
興味があります。
学生としてみていた「生協」を職員としてみると、視点が変わり違って見えます。さらに深い知識や処理が必要になり、
いまはその違いを楽しみながら学んでいきたいです。

新 人 紹 介
なかや ゆうか

2020年4月1日付け採用　SHAREAにて研修中

大学生協連の勉学援助制度につきましては、2020年1月より、一般財団法人全国大学

勉学援助制度は「たすけあい奨学制度」に生まれ変わりました。
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