
6月19日（金）に開催した第59回通常総代会についてご報告いたします。
総代定数154名　本人出席：4名　書面出席：143名　出席合計：147名
総代数の過半数が出席となり総代会は成立しました。

議案内容
第１号議案　2019年度活動報告書及び決算関係書類等承認の件
第２号議案　2020年度活動方針及び予算決定の件
第３号議案　定款の一部改定の件
第４号議案　諸規約規程　改定の件
　　総代会運営規約　一部改定
　　総代選挙規約　　　 〃
　　役員選挙規約　　　 〃
　　役員報酬規程　　　 〃
　　役員退職金規程　　 〃
第５号議案　役員報酬限度額決定の件
第６号議案　議案決議効力発生の件

全ての議案が可決承認されました。
役員改選により候補者全員が信任されました。

　2020年7月1日より、弘前大学生協でご購入いただく書籍・雑誌の割引制度と、「生協電子マネー Pico」のポイント
還元率を変更しました。※詳細は弘前大学生協ホームページよりご確認ください。
■生協電子マネーPicoで対象の商品を購入すると、Picoポイントを付与します。
【ポイント付与　対象商品】　※200ポイント貯まるとレジにて自動でPicoへチャージします。
●書籍は定価販売となりPicoで購入すると決済金額の10％、医書は8％分をポイント還元。
●食堂利用、食品(弁当、おにぎり、パン、お菓子、カップ麺等）、
　飲料は100円につき1ポイント。

【ICメンバーズカードへの切替　受付店舗】　※カードの切替は無料です
文京地区：大学会館1階　SHAREA　医学部地区：FERIO・保健学科Clover

書籍割引制度とPicoポイント還元変更について

開催日：6月19日（金）　18：00～1時間程度
場　所：大学会館3階　大集会室

　今年は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
しました。
　生協への意見や要望は「一言カード」でも
伝えることができます。
　店頭もしくはWEBより生協へのご意見、
ご要望をお伝えください。

第59回通常総代会  開催報告第59回通常総代会  開催報告
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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12回理事会報告2019年度 第12回理事会報告
6月18日開催

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～第３号議案　全会一致で可決承認されました。

第２号議案　正規職員の評価に基づく人事異動について 第３号議案　役員報酬決定の件について

第１号議案　新型コロナウイルス感染拡大の影響と経営対策について

審議事項

議決事項

2020年度 第1回理事会報告2020年度 第1回理事会報告
6月19日開催

次回は7月30日（木）予定

　通常総代会終了後に、第1回理事会を開催いた
しました。

第２号議案　２０２０年度役員報酬について

　第１号議案～第３号議案　全会一致で可決承認されました。

第３号議案　理事会小委員会の設置について

第１号議案　役員の互選について

議決事項

＊太字が新役員2020年度役員

理 事 長 山田　史生 教 育 学 部 教 員
副理事長 石塚　哉史 農学生命科学部教員
専務理事 小村　　晃 生 協 職 員
常務理事 一條　健司 理工学研究科教員
常務理事 関　　　匠 理 工 学 部 3 年
常務理事 髙橋　博正 医学部保健学科3年
常務理事 中屋　瑛竣 理工学研究科院生
常務理事 畑地　　建 理 工 学 部 3 年
常務理事 松橋　那央 理 工 学 部 3 年
理　　事 上遠野　泰 生 協 職 員
理　　事 一戸　千明 医学部附属病院職員
理　　事 尾崎名津子 人文社会科学部教員

理　　事 小枝　周平 保健学研究科教員
理　　事 島田　　透 教 育 学 部 教 員
理　　事 鈴木　愛理 教 育 学 部 教 員
理　　事 陳　　暁帥 理工学研究科教員
理　　事 永瀬　範明 理工学研究科教員
理　　事 本多　和茂 農学生命科学部教員
理　　事 正木　　卓 農学生命科学部教員
理　　事 森田　直文 学務部教務課職員
理　　事 小原　桃々 農学生命科学部2年
理　　事 川口菜々子 人文社会科学部3年
理　　事 佐々木友喜 人文社会科学部2年
理　　事 佐々木里緒 医学部保健学科2年

理　　事 富樫　　藍 教 育 学 部 2 年
理　　事 藤田　　翔 理 工 学 部 3 年
理　　事 藤田　真由 人文社会科学部2年
理　　事 松島　弘樹 人文社会科学部2年
理　　事 松橋　天太 理 工 学 部 2 年
理　　事 三浦茉結花 医学部医学科 4年
特定監事 加藤　惠吉 人文社会科学部教員
監　　事 飯田有知子 学務部学生課職員
監　　事 髙橋紗也佳 人文社会科学部3年
監　　事 田嶋　　唯 人文社会科学部2年
監　　事 長谷川結香 人文社会科学部2年
監　　事 松本　愛莉 人文社会科学部3年

【職員異動】
柿本　加奈子　7月1日付けで宮城教育大生協より移籍受入　SHAREA店配属

名　前：工藤　翔大　
出身地：青森県黒石市　弘前大学人文学部卒
趣　味：野球観戦
特　技：寝つきが良い！（大体どこでも寝れます）
　東北大でも食堂を担当していました。新たに購買系の店舗も経験してみたいと思います
が、まずは学生、保護者の皆さんにミールカードの良さを伝え、利用者をさらに伸ばした
いと考えています。よろしくお願いいたします。

職 員 紹 介
くどう しょうだい
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　コロナウイルス感染拡大の影響により、学事日程の変更、メディア授業（遠隔授業）での講義開始等でHorest・
サリジェを中心に店舗利用者が例年の3割から4割に減少しています。そのため5月は単月で1254万円の赤字決
算でした。
　累計では新入生サポートセンター営業がほぼ計画通りに出来たことで、最終利益の予算比では995万円の減少
にとどまっていますが、6月以降も店舗利用者が大幅に減少することから、2020年度の決算は全体で赤字になる
可能性があります。
　まずは感染拡大防止を最優先でとりくみます。その上で可能な限り組合員のニーズに対応していきます。

　コロナウイルス感染拡大の影響により、学事日程の変更、メディア授業（遠隔授業）での講義開始等でHorest・
サリジェを中心に店舗利用者が例年の3割から4割に減少しています。そのため5月は単月で1254万円の赤字決
算でした。
　累計では新入生サポートセンター営業がほぼ計画通りに出来たことで、最終利益の予算比では995万円の減少
にとどまっていますが、6月以降も店舗利用者が大幅に減少することから、2020年度の決算は全体で赤字になる
可能性があります。
　まずは感染拡大防止を最優先でとりくみます。その上で可能な限り組合員のニーズに対応していきます。

　今回は、コロナウイルス感染症対策をしっかり行ったうえで、新規
総代のみを対象に、間隔を空けながらの開催になったため、「総代同
士の初顔合わせをする。」「総代や総代会のイメージを持ってもらい、
その中身について知ってもらう」ことを目的で開催しました。

【総代になったきっかけ、今後やってみたいこと】（一部抜粋）
●「高校時代にあまり積極的にいろんな活動を行ってこなかったため、何か始めてみようという気持ちでやってみ
た。」「組合員の意見をできるだけ反映させていけるようにしたい。」（人文1年）
●「自分の意見が反映できるのがよいと思った。」「生協に何かしらの案を飲んでもらいたい。」（教育1年）
●「大学入学を機に何か新しいことを始めようと思ったからです。」「人と人をつなげるような企画をやってみたい」
（人文1年）

　マスク着用や、席の感覚を空けたこと、ほとんどが初対面であること
もあり、会が始まった当初は盛り上がりに欠けていたが、活動を考える
時間には総代同士で交流が生まれました。一部友達同士で参加している
総代がいたので、より活発な交流になったと思います。
　二日間、コロナウイルスの影響があったにもかかわらず集まり、活発
な交流をしてくれたので、これからも総代としての役割をしっかりと果
たしてくれると思いました。

生協学生委員会　農学生命科学部3年　福島宏太

総代会事前懇談会総代会事前懇談会
開 催 日：6月11日（木）・12日（金）
場　　所：組合員センター2階　ホール
参加人数：49名（11日25名・12日24名）

参加前に手指の消毒、マスク着用の確認を行いました。

交流もできるだけ距離をとって…。

経営概況：5月は赤字1254万円でした。経営概況：5月は赤字1254万円でした。経営状況
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6月の給付状況

病気入院 6件
病気手術 8件
事故入院    0 件
事故手術 0件
事故通院・固定具使用 14件
特定傷害固定具 1件
父母扶養者死亡 1件
借家人賠償 1件

　　　計 31件

たすけあいアンケートより

　　　計 31件

給付金額

1,346,876円

　生協の理事会も「オンライン開催」となっています。画面を見れ
ば皆さんの顔は見れますが、開催会場が3～4名とさみしい感じに…。
そんなわけで、サメちゃんを置いてみました。存在感がありすぎで
さみしく感じない？（※実際は理事会準備中に撮影しました。）
　このサメちゃんは実は「組合員還元セール七夕まつり2020」の
景品でして、サイトから購入するとめっちゃお高くなるので困って
いたところ、仙台から知り合いの方が店で直に購入し送ってくれま
した。（カッコいい！）この号が出る頃には当選者が決定し、おうち
に引き取られている頃かと思います。ちょっとでも生活に楽しみが
あるといいな、そんな思いで選びました。皆さんに楽しんでいただ
ける生協になればいいな。（SHIMO）

たすけあいアンケートより

「この度は支えて
くださりありがと

うございます。」

（医学科1年　ス
ポーツ事故　テニ

スの部活動中、

ボールを打った際
に手首を痛めた。

通院 1日　共済金
2,000 円）

編集後記編集後記

　今回の花壇活動では、学内の花壇に花を植える事で「組合員に環境
に対する意識を少しでも持ってもらえるようにする」事を目的に活動
をしています。また、普段花壇はポイ捨ての場所とされる事もあり、
その「ポイ捨ての抑制」も図りました。
　ポイ捨て（特にタバコの吸い殻）抑制に関しては、今後看板などを
新設しキャンパス内を利用する皆さんにも環境の美化に協力して頂き
たいと考えています。
　最後に花の生長の様子などを定期的に、組合員に向けて情報発信す
る事で花に関心を持ってもらい、同時に自然環境の大切さも知っても
らいたいと思います。

生協学生委員会　人文社会科学部2年　飛田尚人

日　時：6月10日（水）　16：30～2時間程度
場　所：弘前大学文京地区　花壇

暑い日だったので熱中症に気を付けて作業しました

少人数、マスク着用で行いました

日 時：6月10日（水）　16：3

（学生委員会）（学生委員会）（学生委員会）（学生委員会）
花壇活動花壇活動
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