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７・８月の給付状況

病気入院 7件
病気手術 4件
事故入院    1 件
事故手術 1件
事故通院・固定具使用 18件
特定傷害固定具 4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 2件
　　　計 39件

たすけあいアンケートより

給付金額

1,696,300円

「海外へ行くとき
は何が必要な提出

物なのか確認

しておくと、日本
に戻った際の申請

時困らないです。

大学生協の学生総
合共済が海外での

ケガでも適用

されて感謝です。
」

（農学生命科学部
4年　日常生活中

のケガ　

海外でのワーキン
グホリデーでバイ

ト中に火傷した。

　通院 9日　共済
金 18,000 円）

　7月からは学生からの要望を取り入れ、魚メニューや小鉢付、
特別メニューとして「鮭丼セット（7/14火）」「まぐろたたき丼
セット（8/4火）」に「りんごコンポート」をつけて提供しました。
　今年は前期がオンライン授業になったことで、新入生同士の交
流がなく、同じ学科でも「顔がわからない」「誰に聞いたらいい
のかわからない」といった不安な声が聞こえてきていました。利
用券配布を1年生限定で曜日・時間帯（月・水・金　18：30～）
を設けることで、1年生専用席を準備することで初めて会う1年
生同士が交流しやすくなるような仕掛けを作り、食事の場だけで
なく、交流の場としても提供できたと思います。

　学生総合共済（生命共済）では、新型コロナウイルスに罹患した方を、事故の保障に
定める「不慮の事故による傷害とみなす感染症」の範囲として、支払対象とします。（2020
年9月7日時点において新型コロナウイルス感染症を「不慮の事故とみなす感染症」と
して取り扱っておりますが今後、感染症法上の位置の見直しがされた場
合は取扱が変更となる場合がございます。）
　詳細は全国大学生協共済生活協同組合連合会ホームページよりご確認
いただけます。右記二次元コードを読み込んでいただくと該当ページへ
繋がります。

　文京食堂Horest（ホレスト）では座席数を通常の3分の1に減
らし、座席間を空けるなど、感染症対策を実施のうえ前期は営業し
ましたが後期では大学の授業形態によっては新型コロナウイルス感
染拡大予防対策を講じなければなりません。ですが、お昼の混雑時
（11：00～12：30）以外であれば食堂を「食べる」だけではなく
勉強や友達の交流の場としてご利用していただきたいです。

文京食堂Horest　店長　三浦貴司

　6月15日より文京地区キャンパスコンビニCerisier、7月13日から
Scorum（スコーラム）で「セルフレジ」を導入しました。「レジ混雑解消」と「利
用促進」のため導入し、各申込、弁当容器返却、現金利用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。
　生協電子マネーPicoを利用していただくことで、接触低減の観点から、新
型コロナウイルス感染拡大予防にもつながります。現在、組合員証のICメン
バーズカードへの切替を無料で行っていました。
　ぜひこの機会に生協電子マネーPicoのご利用を！

Sumicaの金魚ねぷたもマスクをしています。

職 員 紹 介

　春、入学式から始まりお花見、花火、宵宮、ねぷた…。カレンダーは確かに
進んでいっているのに、季節の行事を感じることもできないまま、夏も過ぎよ
うとしています。
　時間は誰にでも平等に降り注いでいます。いろいろと制限はあるけれど、そ
の中でできる限りのことを。前期が終わり、オンラインですが新入生を対象と
した各講座も無事に一区切りつくことができました。ですがまだまだ先の見え
ないことばかり。後期に向けて「Hope for the best, and prepare for the 
worst」（SHIMO）

開催日：6月5日（金）～8月6日（木）の月曜から金曜
時間帯：17：00～19：30まで
場　所：食堂Horest

　100円夕食は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮している学生への支援、また、栄養面での
支援を目的として弘前大学から依頼をうけ6月5日（金）より実施することとなりました。当初200食限定であった
ところ、盛況を受け、6月12日（金）からは300食提供となりました。

【ICメンバーズカード切替対応店舗】　文京地区：SHAREA　医学部地区：FERIO・Clover

100円夕食100円夕食

Cerisier・Scorum　セルフレジ実験開始しました

名　前：柿本　加奈子　
出身地：青森県五戸町出身　まずは津軽弁のマスターから頑張ります笑
特　技：書道
　入協6年目になります。まずは弘前大学を知るところからと思い、日々勉強中です。
将来に向かって頑張る学生さんのサポートに携われたら…と思っています。「チャレンジ
＆スマイル」をモットーに頑張ります。

かきもと かなこ

編集後記編集後記

新型コロナウイルス感染症を 
「不慮の事故とみなす感染症」として取り扱うことについて

生協電子マネーPicoとミールカードに
対応しています。現金の方は有人レジへ。

「りんごコンポート」は株式会社ヒロサキ様より
寄贈された弘前市から無償提供されたものです。
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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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第1号議案　第59回通常総代会　振り返り

第2号議案　「コロナに負けない経営対策」について

審議事項

　第59回通常総代会の振り返りと、「コロナに負けない経営対策」について提案がありました。この議案については、特
に課題となる食堂の感染防止対策について、今後冬になるにつれて感染対策とともに防寒対策も必要となるので、換気は
窓を開けるだけでなくサーキュレーター等を使用して空気を循環させる工夫が必要だという意見がありました。
　いただいた意見を踏まえ、感染対策に加え今後は防寒対策も検討していくこととしました。

第3号議案　ミールカードの運用変更とICカード利用細則の改定について

　ミールカードの運用内容を変更することと、途中解約等への対応をスムーズに行うために「ICカード利用細則」を改定
することの提案があり審議しました。この議案については、ミールカードで利用できる商品の幅を広げ、学生が自分で食
事を選択し、自分の食生活を考えて自立していけるような支援が必要ではないかという意見がありました。
　今後いただいた意見を踏まえ、検討していくこととしました。

第4号議案　2020年度稟議決裁基準について 第5号議案　理事会運営について

　第4号議案～第7号議案については、賛成多数で可決承認されました。

第6号議案　みちのく銀行からの当座貸越の限度額について 第7号議案　小委員会の活動について

議決事項

2020年度 第2回理事会報告2020年度 第2回理事会報告
7月30日開催

次回は9月29日（火）予定

一條　健司　　 陳　　暁帥　　 松島　弘樹
川口菜々子　　 藤田　真由　　 中屋　瑛竣
一戸　千明　　 藤田　　翔　　 森田　直文
小村　　晃

関　　　匠　　 正木　　卓　　 松橋　那央
本多　和茂　　 島田　　透　　 三浦茉結花
佐々木友喜　　 富樫　　藍　　 山田　史生
小枝　周平

尾崎名津子　　 小原　桃々　　 鈴木　愛理
永瀬　範明　　 佐々木里緒　　 石塚　哉史
畑地　　建　　 髙橋　博正　　 松橋　天太
上遠野　泰

2020年度　理事会　小委員会

新型コロナウイルス　後期対応策

■社会 ■環境 ■健康

　今年は27名の新メンバー！
　全員揃いませんでしたが、顔合わせの際に一瞬で集まって写真を撮り
ました。現在はオンライン中心の活動になっています。

　今回のREPセッションは今年度初めの会だったことやオンライン
開催だったこともあり、アイスブレイクを行ってから総代会の事後
報告がありました。
　意見回収の時間では様々な店舗の意見が回収でき、中でも組合員
が一番多く使うHorestについての意見
が多く議題に挙がっていました。また、
「食堂で授業をしている人をなんとかし
てほしい」や「生協アプリの還元の仕方
が分からない」といった戸惑いの声も回
収することができました。これらの意見
を生協店舗に届け、返答を総代に届ける
予定です。

　総代企画の時間では、「ご当地メニュー」を中心に食堂で食べたいメニューをたくさん意見
出ししてもらいました。自分の出したメニューが食堂メニューになるのではないかとワクワク
している様子で意見を出しているように見えました。また、新しいメニューだけではなく、既
存のメニューの頻度を高めて欲しいとの声も見受けられました。これらの案を次回は何品かに
絞り、その後Horestの職員とメニューを検討していきたいと考えています。この総代企画の
時間の後、総代リーダー選出を行いましたが、自主的に6人もの人が総代リーダーに立候補し
てくれました。立候補してくれた総代を全員総代リーダーとして迎え入れ、後期からの総代企
画の時間を共に進めていき、総代の活性化を目指したいと考えています。

生協学生委員会　理工学部2年　坂野志帆

　10月からは面接授業が再開されることから、食堂・店舗の混雑が予想されます。弘前大学学務部からの要請に応え、
弘前大学生協では新型コロナウイルス感染防止のため対策を強め、安心してキャンパス生活を送ることができるよう取り
組んで参ります。
　皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
　取組の詳細は弘前大学生協ホームページより。
　右記の二次元コードを読み込むと掲載ページが開きます。

　学生委員会は理事会のもとで「理事会」で決定した方針を具体化
するとともに組合員の声をもとによりよい大学生活のための活動を
行います。

学生委員会　新メンバー学生委員会　新メンバー

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。

＊委員長は未定、次回理事会で検討　＊順不同、敬称略

開 催 日：7月3日（金）　18：30～20：30　オンライン開催
参加人数：48名（総代32名・学生委員会10名・職員6名）REPセッション＃1

　大学で行われている100円夕食についてを中心に意見を回収しました。
「100円なのにボリュームがある」「野菜がとれるのが嬉しい」といった嬉し
い声が多い中、「整理券の配布がいつからおこなっているのか分からない」「行
列を見て利用しづらい」といった改善点となる声も回収できました。この声を
店舗に届け、今後同じようなものを行うときの参考にして欲しいなと思います。
　総代企画では前期は「食堂のメニューを考える」というテーマのもと、今回
は、前回出してもらった案の中から各班3品に絞ってもらいました。「じゃじゃ
麺」「ジンギスカン」「けの汁」などといった各地域のご当地メニューに絞られ
ました。この絞られたメニューを実現できるようにHorestの職員と調整して
いきたいと思います。

【総代より】
●班のリーダーの反応がとても良く、話しやすい雰囲気だったし、オン
ラインでも充分に意見を伝えることができました。（理工学部1年）
●運営の先輩方はどなたも優しく進行してくださって意見が言いやすい
環境だったと思います。非常に楽しかったので次回は是非オフライン
での開催を楽しみにしています。（人文社会科学部1年）

開 催 日：7月3日（金）　18：30～20：30　オンライン開催
参加人数：47名（総代28名・学生委員会14名・職員5名）REPセッション＃2

衝立を利用してオンラインで参加する
学生委員のメンバー

「職員の話」ではHorest副店長佐原より「どのようにしてメニューができるの
か」という“食”事業について話がありました。
「メニューを提供するまでには2ヶ月かかることが驚いた」「普段生活している
と分からない裏の仕事が知れた」という感想がありました。

職員の話（専務 小村よ
り）ではオンラインの
ためきちんと話を聞い
てくれるか不安でした
が感想が寄せられ、安
心しました。学生委員会メンバーは組合員センターホールより

個人の間隔を空けて参加しました。
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第1号議案　第59回通常総代会　振り返り

第2号議案　「コロナに負けない経営対策」について

審議事項

　第59回通常総代会の振り返りと、「コロナに負けない経営対策」について提案がありました。この議案については、特
に課題となる食堂の感染防止対策について、今後冬になるにつれて感染対策とともに防寒対策も必要となるので、換気は
窓を開けるだけでなくサーキュレーター等を使用して空気を循環させる工夫が必要だという意見がありました。
　いただいた意見を踏まえ、感染対策に加え今後は防寒対策も検討していくこととしました。

第3号議案　ミールカードの運用変更とICカード利用細則の改定について

　ミールカードの運用内容を変更することと、途中解約等への対応をスムーズに行うために「ICカード利用細則」を改定
することの提案があり審議しました。この議案については、ミールカードで利用できる商品の幅を広げ、学生が自分で食
事を選択し、自分の食生活を考えて自立していけるような支援が必要ではないかという意見がありました。
　今後いただいた意見を踏まえ、検討していくこととしました。

第4号議案　2020年度稟議決裁基準について 第5号議案　理事会運営について

　第4号議案～第7号議案については、賛成多数で可決承認されました。

第6号議案　みちのく銀行からの当座貸越の限度額について 第7号議案　小委員会の活動について

議決事項

2020年度 第2回理事会報告2020年度 第2回理事会報告
7月30日開催

次回は9月29日（火）予定

一條　健司　　 陳　　暁帥　　 松島　弘樹
川口菜々子　　 藤田　真由　　 中屋　瑛竣
一戸　千明　　 藤田　　翔　　 森田　直文
小村　　晃

関　　　匠　　 正木　　卓　　 松橋　那央
本多　和茂　　 島田　　透　　 三浦茉結花
佐々木友喜　　 富樫　　藍　　 山田　史生
小枝　周平

尾崎名津子　　 小原　桃々　　 鈴木　愛理
永瀬　範明　　 佐々木里緒　　 石塚　哉史
畑地　　建　　 髙橋　博正　　 松橋　天太
上遠野　泰

2020年度　理事会　小委員会

新型コロナウイルス　後期対応策

■社会 ■環境 ■健康

　今年は27名の新メンバー！
　全員揃いませんでしたが、顔合わせの際に一瞬で集まって写真を撮り
ました。現在はオンライン中心の活動になっています。

　今回のREPセッションは今年度初めの会だったことやオンライン
開催だったこともあり、アイスブレイクを行ってから総代会の事後
報告がありました。
　意見回収の時間では様々な店舗の意見が回収でき、中でも組合員
が一番多く使うHorestについての意見
が多く議題に挙がっていました。また、
「食堂で授業をしている人をなんとかし
てほしい」や「生協アプリの還元の仕方
が分からない」といった戸惑いの声も回
収することができました。これらの意見
を生協店舗に届け、返答を総代に届ける
予定です。

　総代企画の時間では、「ご当地メニュー」を中心に食堂で食べたいメニューをたくさん意見
出ししてもらいました。自分の出したメニューが食堂メニューになるのではないかとワクワク
している様子で意見を出しているように見えました。また、新しいメニューだけではなく、既
存のメニューの頻度を高めて欲しいとの声も見受けられました。これらの案を次回は何品かに
絞り、その後Horestの職員とメニューを検討していきたいと考えています。この総代企画の
時間の後、総代リーダー選出を行いましたが、自主的に6人もの人が総代リーダーに立候補し
てくれました。立候補してくれた総代を全員総代リーダーとして迎え入れ、後期からの総代企
画の時間を共に進めていき、総代の活性化を目指したいと考えています。

生協学生委員会　理工学部2年　坂野志帆

　10月からは面接授業が再開されることから、食堂・店舗の混雑が予想されます。弘前大学学務部からの要請に応え、
弘前大学生協では新型コロナウイルス感染防止のため対策を強め、安心してキャンパス生活を送ることができるよう取り
組んで参ります。
　皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
　取組の詳細は弘前大学生協ホームページより。
　右記の二次元コードを読み込むと掲載ページが開きます。

　学生委員会は理事会のもとで「理事会」で決定した方針を具体化
するとともに組合員の声をもとによりよい大学生活のための活動を
行います。

学生委員会　新メンバー学生委員会　新メンバー

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。

＊委員長は未定、次回理事会で検討　＊順不同、敬称略

開 催 日：7月3日（金）　18：30～20：30　オンライン開催
参加人数：48名（総代32名・学生委員会10名・職員6名）REPセッション＃1

　大学で行われている100円夕食についてを中心に意見を回収しました。
「100円なのにボリュームがある」「野菜がとれるのが嬉しい」といった嬉し
い声が多い中、「整理券の配布がいつからおこなっているのか分からない」「行
列を見て利用しづらい」といった改善点となる声も回収できました。この声を
店舗に届け、今後同じようなものを行うときの参考にして欲しいなと思います。
　総代企画では前期は「食堂のメニューを考える」というテーマのもと、今回
は、前回出してもらった案の中から各班3品に絞ってもらいました。「じゃじゃ
麺」「ジンギスカン」「けの汁」などといった各地域のご当地メニューに絞られ
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●運営の先輩方はどなたも優しく進行してくださって意見が言いやすい
環境だったと思います。非常に楽しかったので次回は是非オフライン
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- 3 -- 2 -



　全体的にコロナ禍の影響によるご意見が多くみられました。こうした状況の中ですが、安心して大学生活を送り、生協
店舗をご利用いただくために、生協としてできる限りの対策、対応を行っていきます。皆さまのご理解とご協力をお願い
いたします。

　アンケート結果は今後の活動の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
　今回掲載した通常総代会での「意見・要望　回答」「アンケート」については弘前大学生協ホームページへ掲載しています。

補足資料P.27 たびshop
2020年度の目標・方針に海外体験の
支援に関する内容が記載されています
が、コロナが流行している今の状況で
どのように進めていこうと考えていま
したか。

実際に海外体験ができるのは収束後になりますが、それまでは
海外体験をした先輩学生との交流の場を設定したり、英会話講
座ACEにおいて海外体験を想定したスキル向上を支援します。
その他、オンライン留学相談会や、オンライン留学商品の提案
を計画しています。

①書籍のポイント付与と読書推進について
Q1　あなたの身分を教えてください。　Q2　あなたの組合員番号を教えてください。
Q6　Q5に回答した方でその理由を教えてください。　Q8　どんな本であれば読んでみたいと思いますか。
Q9「弘大生協」では大学生の読書推進活動を行っています。どのようなキャンペーンを行うと読書を促せると思いますか。

②SDGsについて
Q12　SDGsのターゲットの中に「薬物乱用とアルコールの有蓋な摂取を防止する」というのがあります。あなたがこれに対し

て行えそうなもの、すでに行っていることがあれば教えてください。
Q13　Q13,SDGsのターゲットの中に、「2030年までに、廃棄物の発生を大幅に減らす」というものがあります。あなたが

これに対して行えそうなこと・行っていることがあれば教えてください。

実施期間：2020年4月20日～5月17日　対象：弘前大学生協組合員　回答数：233名
【議案書への意見質問・回答】

第59回通常総代会　アンケート　結果第59回通常総代会　アンケート　結果第59回通常総代会より　意見要望について第59回通常総代会より　意見要望について

医学部
2年

新入生welcomepartyやスタートアッ
プセミナーなどがコロナの影響でなく
なってしまい学科の先輩方とお話でき
る機会がなくなってしまった。
不安や疑問など先輩方に相談できる機
会が今後あるといいと思う。

教育学部
1年

貴重なご意見ありがとうございます。現在、友達作りをメイン
とした企画を計画しています。その企画の中で、先輩に質問す
ることができる時間を設ける予定です。所属学科の先輩とお話
することは難しいかもしれませんが、同じ学部の先輩とお話す
ることはできると思います。
詳細が決まりましたら、お知らせします。学生委員会Twitter
（@hirosaki_schop）のフォローをお願いします。

学食利用者が戻るなか、改めてその距
離間を開かせる方策を練らなければな
らないと考えました。食事が終わった
後も複数人で長時間滞在する人が見受
けられるからです。

床に足跡のマークを貼ってそれ通りに距離を開けていただけれ
ばソーシャルディスタンスは確保できるのですが、後期に向け
てより一層周知させていかなければいけないと考えておりま
す。また、昼ピーク中は完全に食事専用として食べ終わったら
すぐ退出を徹底していただき、一人約15分程度での利用とさ
せていただくなどの対策を検討しております。

【店舗への意見質問・回答】

農学生命
科学部
2年

社会情勢的に難しいのかもしれない
が、シェリアが放課後も営業しててく
れると嬉しいです。（5コマ全て入っ
ていると、なかなか必要なときにいけ
ない。）（他にもそう感じている人はい
る、かも）

理工学部
2年

ご不便をおかけして、大変申し訳ありません。SHAREAは今
年に入って、日々の客数が200人以下となっています。5月
に営業時間を10：00～18：30としていた際に、1日の来店
者の9割が現在の11：00～14：30の間に集中しておりました。
今年の状況から経営自体がお客様の売り上げより、店運営のた
めの経費のほうが掛かっている状況ですので、経費をできるだ
け抑えるための措置として、お客様への影響が最小限になるよ
う、来店者の人数から現在の営業時間を決定いたしました。大
学の講義の状況が変われば、営業時間を延ばす予定でおります。
ご理解ください。

今年はコロナの影響があってか、元々
あまりかんばしくなかったホレストや
スコーラムの売り上げ、まなたび等も
利用客の再なる減少があると思うので
すが、そのあたりの対策（金策？）は
どうするのでしょうか？

農学生命
科学部
1年

［SHAREAからの回答］
まなたび等の講座については、前期はオンラインで講義を進め
ております。受講生は大幅な減少はなく、何とか実施できてお
ります。後期は対面講座にできる予定です。よろしくお願いし
ます。
［Horestの回答］
出食数に応じた人員の稼働や経費の削減、休業した職員の助成
金などでやりくりをしております。

Q12：SDGsのターゲットの中に、「薬物乱用やアルコールの有害な摂取を防止する」というものがあります。あなたがこれに
対して行えそうなこと・行っていることがあれば教えてください。（自由記述）

・「お酒を飲まない、無理に飲ませない」「そのような場に行かない、断る」「薬物やアルコールに依存しなくても充実した生活を
送れるような工夫をできたら良いと思う」「薬物やアルコールの怖さを知るような機会をつくる」といった意見がありました。

Q13：SDGsのターゲットの中に、「2030年までに、廃棄物の発生を大幅に減らす」というものがあります。あなたがこれに
対して行えそうなこと・行っていることがあれば教えてください。（自由記述）

・「3Rの徹底」「いらない物を買わない」「エコバックを利用する」「後、ごみの分別」「フードロスの徹底」といった意見がありました。

Q14：SDGsのターゲットの中に、「2030年までに、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する」というものがあります。
あなたがこれに対して行えそうなこと・行っていることがあれば教えてください。（自由記述）

・「ごみを減らす」「公共交通機関の利用」「水を出しっぱなし、電気をつけっぱなしといったことを無くす」「再生可能エネルギー
の利用」といった意見がありました。

Q6：Q5に回答した方でその理由を教えてください。（自由記述）
・思うに回答した方は「お得だから」「安くなるなら」という回答が多数。
・思わないに回答した方の理由は「3冊も購入することがない」「あまり
本を買わない」「古本で購入する」という声が多かったです。

Q9：弘大生協では大学生の読書推進活動を行っています。どのようなキャ
ンペーンを行うと読書を促せると思いますか。（自由記述）

・「POPコンテスト」「SNSの活用」「学生同士でおすすめ本紹介」「ポイ
ントカードや特典をつける」「値下げ」「クーポンをつける」という意
見がありました。
※Q8「どんな本であれば読んでみたいと思いますか」の質問については回答多数のため掲載
しません。ご了承ください。
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職員からの話

発表をする松本君

　弘前大学が研究協力をしている青森県産サーモン
トラウトを最終消費者に受け入れられるメニューを
開発することを目的として、スコーラムで無料モニ
ター調査を行いました。
　9日間で6種類のメニューを提供しましたが、学
生さんからの反応としましては、「身がしっかりし
て食べ応えがある」「丼の味付けが少しピリッとし
ておいしい」などの声が寄せられました。おいしそ
うに召し上がっている姿を見て、私たちスタッフも
やりがいを感じました。出食する際のひと手間とし
て、生のサーモンは醤油洗いをし、生臭さをできる
限り抑え、食べやすくなるよう工夫をしました。当
初想定していたよりも焼きメニューの評価が高く、
今後はHorestでのメニューの実用化・出食に向け
て調整していきます。

　弘前大学が研究協力をしている青森県産サーモン
トラウトを最終消費者に受け入れられるメニューを
開発することを目的として、スコーラムで無料モニ
ター調査を行いました。
　9日間で6種類のメニューを提供しましたが、学
生さんからの反応としましては、「身がしっかりし
て食べ応えがある」「丼の味付けが少しピリッとし
ておいしい」などの声が寄せられました。おいしそ
うに召し上がっている姿を見て、私たちスタッフも
やりがいを感じました。出食する際のひと手間とし
て、生のサーモンは醤油洗いをし、生臭さをできる
限り抑え、食べやすくなるよう工夫をしました。当
初想定していたよりも焼きメニューの評価が高く、
今後はHorestでのメニューの実用化・出食に向け
て調整していきます。

　大学の研究調査に生協が関わって、今回のような出食に至る過程が弘大生
協の良さだなと実感しました。さらに専門学校の方も加わってこの企画を進
めていることに驚きました。このような大きな企画の中で提供しているおい
しいサーモンが、今後商品化されていくと思うと、とても楽しみ且つ光栄な
気持ちでいっぱいです。

食堂Horest　工藤翔大

　大学の研究調査に生協が関わって、今回のような出食に至る過程が弘大生
協の良さだなと実感しました。さらに専門学校の方も加わってこの企画を進
めていることに驚きました。このような大きな企画の中で提供しているおい
しいサーモンが、今後商品化されていくと思うと、とても楽しみ且つ光栄な
気持ちでいっぱいです。

食堂Horest　工藤翔大

　オンライン講座となった「英会話講座ACE」も、7/24で無事前期全
10回を終えました。
　入学してから日々を自宅で過ごしている受講生に、「講師ライエンと一緒
に弘前市内を歩き、ホテルで美味しいランチを食べながら英会話を実践し
てほしい」との思いで、オプション企画を開催しました。
　当日は天候にも恵まれ、弘前の街並みや歴史を感じながら、積極的に英
会話にチャレンジする受講生の姿を見ることができました。
　いつの日かここでの学びを実践されることを願いつつ、さらに学びを深
められる企画を今後もSHAREA・たびshopで提供して参ります。　

たびshop店長　上遠野泰

　この企画は、より多くの組合員に自転車に関する知
識を身につけてもらうという目的のもと行い、学生委
員会のTwitterを用いて自転車点検のチェックリスト
や交通クイズ、大学近辺のハザードマップ等の役立つ
ような情報を発信していきました。例年、自転車屋さ
んに協力していただき、学内での点検をしてもらって
いたのですが今年は開催が難しいため、点検方法等を
お知らせし、自身でのこまめな点検をおすすめしてい
ます。
　今後も学生委員会では組合員にとって有意義な企画
を進めていくので、組合員の方にはそれを利用し自身
に役立ててほしいと思います。

生協学生委員会　人文社会科学部2年　渡邉拓哉

開催日：7月27日（月）～8月6日（木）平日
場　所：大学会館2階Scorum
①11：30～　②12：00～　③12：30～　④13：00～
一日100名限定　※整理券配布

青森サーモン　モニター調査 ライエンと弘前散歩ライエンと弘前散歩

第1回 オンライン　受験～入学準備説明会
開 催 日：8月8日（土）
場　　所：組合員センター2階　ホール
参加人数：51組

開 催 日：7月29日（水）・30（木）　10：00～14：00
参加人数：5名

●弘大からホテルまで、ライエンと弘前市内を散歩（英会
話ミッション①）
●ホテルでランチバイキング（英会話ミッション②）
【行程】
弘前大学文京キャンパス～（弘大カフェ、弘前れんが倉庫
美術館、中央弘前駅、弘前市まちなか情報センター、えき
どてプロムナード、弘前駅）～アートホテル弘前シティ

開催期間：7月8日～8月上旬　

自転車オンライン点検（学生委員会）自転車オンライン点検（学生委員会）

英会話講座ACEオプション企画

提供メニューの「山かけサーモン丼」と
アンケート用紙

提供メニューの「山かけサーモン丼」と
アンケート用紙

Scorumでのモニター調査の様子Scorumでのモニター調査の様子

　今回の説明会では、私自身の“志望校選び～現在の大学生活”
までのストーリーを題材に、その間、親とどのような関わりが
あったか、親はどのようなサポートをしてくれたかをポイント
にお話しました。今回はオンライン開催ということで、画面越
しでも話が伝わるように声の大きさや抑揚を意識し、プレゼン
しました。今後の説明会も、コロナ禍の中でも学生の生の声を
届けられるということで、大学生活の準備の参考にしていただ
ければと思います。

大学生活アドバイザー　理工学部3年　松本雄大

●子ども自身が楽しい大学生活を送るための鍵を握っていると感じた。体験に基づいた講話で
とても分かりやすかった。ありがとうございました。

●初めて大学受験する子どもなので、全く知識がなく、色々な資料を読んだだけでは分からな
い事もあったのですが、学生さんや元保護者の方のお話を生で聞けて、大変参考になりました。
●大学へ入学してからの何もかもが分からなかったので、聞くこと全部が新鮮でためになりま
した。

【参加者感想】

Twitterで配信していた内容の一部。クイズはアンケート式で
回答できるようにし、楽しみながら参加して学べるようにしま
した。

【参加者の声】
● I had a grate time!　I enjoyed talking and eating.　I'm glad to see you and other 
member of ACE.

● I enjoyed this activity.　I found a lot of great place in hirosaki.　I also ate delicious 
food and enjoyed conversation.　Thank you!
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職員からの話

発表をする松本君

　弘前大学が研究協力をしている青森県産サーモン
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開発することを目的として、スコーラムで無料モニ
ター調査を行いました。
　9日間で6種類のメニューを提供しましたが、学
生さんからの反応としましては、「身がしっかりし
て食べ応えがある」「丼の味付けが少しピリッとし
ておいしい」などの声が寄せられました。おいしそ
うに召し上がっている姿を見て、私たちスタッフも
やりがいを感じました。出食する際のひと手間とし
て、生のサーモンは醤油洗いをし、生臭さをできる
限り抑え、食べやすくなるよう工夫をしました。当
初想定していたよりも焼きメニューの評価が高く、
今後はHorestでのメニューの実用化・出食に向け
て調整していきます。
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７・８月の給付状況

病気入院 7件
病気手術 4件
事故入院    1 件
事故手術 1件
事故通院・固定具使用 18件
特定傷害固定具 4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 2件
　　　計 39件

たすけあいアンケートより

給付金額

1,696,300円

「海外へ行くとき
は何が必要な提出

物なのか確認

しておくと、日本
に戻った際の申請

時困らないです。

大学生協の学生総
合共済が海外での

ケガでも適用

されて感謝です。
」

（農学生命科学部
4年　日常生活中

のケガ　

海外でのワーキン
グホリデーでバイ

ト中に火傷した。

　通院 9日　共済
金 18,000 円）

　7月からは学生からの要望を取り入れ、魚メニューや小鉢付、
特別メニューとして「鮭丼セット（7/14火）」「まぐろたたき丼
セット（8/4火）」に「りんごコンポート」をつけて提供しました。
　今年は前期がオンライン授業になったことで、新入生同士の交
流がなく、同じ学科でも「顔がわからない」「誰に聞いたらいい
のかわからない」といった不安な声が聞こえてきていました。利
用券配布を1年生限定で曜日・時間帯（月・水・金　18：30～）
を設けることで、1年生専用席を準備することで初めて会う1年
生同士が交流しやすくなるような仕掛けを作り、食事の場だけで
なく、交流の場としても提供できたと思います。

　学生総合共済（生命共済）では、新型コロナウイルスに罹患した方を、事故の保障に
定める「不慮の事故による傷害とみなす感染症」の範囲として、支払対象とします。（2020
年9月7日時点において新型コロナウイルス感染症を「不慮の事故とみなす感染症」と
して取り扱っておりますが今後、感染症法上の位置の見直しがされた場
合は取扱が変更となる場合がございます。）
　詳細は全国大学生協共済生活協同組合連合会ホームページよりご確認
いただけます。右記二次元コードを読み込んでいただくと該当ページへ
繋がります。

　文京食堂Horest（ホレスト）では座席数を通常の3分の1に減
らし、座席間を空けるなど、感染症対策を実施のうえ前期は営業し
ましたが後期では大学の授業形態によっては新型コロナウイルス感
染拡大予防対策を講じなければなりません。ですが、お昼の混雑時
（11：00～12：30）以外であれば食堂を「食べる」だけではなく
勉強や友達の交流の場としてご利用していただきたいです。

文京食堂Horest　店長　三浦貴司

　6月15日より文京地区キャンパスコンビニCerisier、7月13日から
Scorum（スコーラム）で「セルフレジ」を導入しました。「レジ混雑解消」と「利
用促進」のため導入し、各申込、弁当容器返却、現金利用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。
　生協電子マネーPicoを利用していただくことで、接触低減の観点から、新
型コロナウイルス感染拡大予防にもつながります。現在、組合員証のICメン
バーズカードへの切替を無料で行っていました。
　ぜひこの機会に生協電子マネーPicoのご利用を！

Sumicaの金魚ねぷたもマスクをしています。

職 員 紹 介

　春、入学式から始まりお花見、花火、宵宮、ねぷた…。カレンダーは確かに
進んでいっているのに、季節の行事を感じることもできないまま、夏も過ぎよ
うとしています。
　時間は誰にでも平等に降り注いでいます。いろいろと制限はあるけれど、そ
の中でできる限りのことを。前期が終わり、オンラインですが新入生を対象と
した各講座も無事に一区切りつくことができました。ですがまだまだ先の見え
ないことばかり。後期に向けて「Hope for the best, and prepare for the 
worst」（SHIMO）

開催日：6月5日（金）～8月6日（木）の月曜から金曜
時間帯：17：00～19：30まで
場　所：食堂Horest

　100円夕食は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮している学生への支援、また、栄養面での
支援を目的として弘前大学から依頼をうけ6月5日（金）より実施することとなりました。当初200食限定であった
ところ、盛況を受け、6月12日（金）からは300食提供となりました。

【ICメンバーズカード切替対応店舗】　文京地区：SHAREA　医学部地区：FERIO・Clover

100円夕食100円夕食

Cerisier・Scorum　セルフレジ実験開始しました

名　前：柿本　加奈子　
出身地：青森県五戸町出身　まずは津軽弁のマスターから頑張ります笑
特　技：書道
　入協6年目になります。まずは弘前大学を知るところからと思い、日々勉強中です。
将来に向かって頑張る学生さんのサポートに携われたら…と思っています。「チャレンジ
＆スマイル」をモットーに頑張ります。

かきもと かなこ

編集後記編集後記

新型コロナウイルス感染症を 
「不慮の事故とみなす感染症」として取り扱うことについて

生協電子マネーPicoとミールカードに
対応しています。現金の方は有人レジへ。

「りんごコンポート」は株式会社ヒロサキ様より
寄贈された弘前市から無償提供されたものです。
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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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