
　「家にあるものしりとり」や「5W1Hゲーム」といったアイスブレイクを中心に行ったことで、最初は緊張していた新
入生も段々と緊張がほぐれ、楽しそうにしている雰囲気でした。
　フリートークの時間では、後期の講義やアルバイトのこと、西日本出身の新入生からは弘前の冬ってどうなの？など生
活面に関する悩みが聞けました。
　アンケートでは、直接会う機会ではなかったが、思っていたより発言できる環境で楽しかったという一方で、オンライ
ンだと会話が１つしか進まず、隣同士で話し合うなどが出来ず、十分に交流が出来なかったという感想がありました。来
季の新学期企画がどのようになるのかは現段階で不透明ですが、今回得たものをしっかりと活用したいと思います。

生協学生委員会　理工学部3年　畑地健

　前号では後期から始まる対面授業が再開されることにより食堂・店舗の混雑が予
想されることから新型コロナウイルス感染防止のための対策を強め、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むことをご報告していました。
　具体策として食堂9月7日（月）から全店、「入店時・店内でのマスク着用」（大
学会館内店舗では8月31日から）、食堂Horestでは自動手指の消毒器の導入、ピー
ク時以外では一席以上空けての呼びかけ、ピーク時では食事以外の利用禁止等の呼
びかけを行っています。引き続き、三密の状態を作らず店舗・食堂内での滞在時間
を最小限にしながら感染防止と混雑緩和に努めていきます。

開 催 日：10月3日（土）・4日（日）
参加人数：計32名

新入生ウェルカムパーティー新入生ウェルカムパーティー新入生ウェルカムパーティー

（上）SHAREA店　入口（9/23時点）
　　 大きく開いた店舗入り口に仕切りをして、出入口を分けています。
　　 またマスク着用されていない場合の誘導も入口でできるようになっています。

（下段左）食堂Horest入口の自動手指消毒器

（下段右）ソーシャルディスタンスを呼びかけるテーブル。

新型コロナウイルス　後期対応策②新型コロナウイルス　後期対応策②

　春に開催予定だった新入生ウェルカムパーティー。後期から
の対面授業が始まる前に「友達を作ろう」「不安や悩みを解消
しよう」という目的で開催しました。

in★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

オンライン
ティティ

　春に開催予定だっ
の対面授業が始まる
しよう」という目的

オンラインオンラオオオンライン

オンラインでも楽しめるゲーム、
オンラインだからこそ楽しめる
ゲームもあります。

Zoom（ズーム）でのオンライン
開催の様子。
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第1号議案　２０２１年新学期方針について

第2号議案　新型コロナウイルス　大学生活の変化と生協の役割について

審議事項

　新型コロナウイルス感染拡大により大学生活が大きく変化している中で、大学生協に求められることについて意見交流しました。
　この議案については、店舗の営業時間の短縮や利用制限についての情報が伝わりきれていない可能性があるので、情報は早めに
周知した方がいいという意見がありました。
　この議案については、いただいた意見を店舗運営に反映していくこととしました。

　２０２１年新学期方針について提案があり審議しました。
　この議案については、受験生は受験に対する不安が大きく、生活に関するところまで考えることができない、オンラインでの新
入生同士の関わりが難しいという意見がありました。
　この議案については、いただいた意見を踏まえて今後検討していくこととしました。

第3号議案　理事会小委員会の活動について

　理事会小委員会の委員長を決定し、２０２０年度の活動について検討しました。
　この議案については、ペットボトルの消費を抑える活動、産地体験や弁当の日のような活動、リモートと密にならないリアルな
企画を組合わせたイベントなど意見がありました。
　この議案については、今後も小委員会ごとに検討していくこととしました。

第4号議案　ミールカードの利用可能商品の整理（運用変更）について

　ミールカードの利用可能商品を拡大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、提案の通りすすめることとしました。

第5号議案　ICカード利用細則の改定について

第6号議案　「定時職員就業規則」「パート職員就業規則」の一部改定について

　第5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7号議案　「正規職員就業規則」の改定について

議決事項

2020年度 第3回理事会報告2020年度 第3回理事会報告
9月24日開催

次回は10月29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。

　弘前大学生協では、弘前大学の委託をうけ2004年5月よりアルバイト紹介業務を行っています。また、アルバイト
を希望する学生に対し、「職場のルールとマナー」、「仕事の進め方」、「挨拶の基本」等の基本的な研修（アルバイト基本
研修会）を行っています。
　今回のコロナ禍の影響で毎年、掲載依頼の多い4月は過去平均73.3件（2017年～2019年）、2019年には76件
ありましたが、2020年はわずか15件と大幅に減り、次いで5月～7月も減少し8月に例年並みまで増えています。
　求人が減る、ということは学生がアルバイトで収入を得る機会も減る、ということです。

　青森県、弘前市、平川市ではこうした状況から「アルバイトを探し
ている農家」と「アルバイトをしたい学生」のマッチング事業等を行っ
ており、生協ホームページでもそのご案内を掲載していました。
　全国大学生協連のアンケートでもアルバイト収入が減ったため、苦
しんでいる学生の声があがっています。
　「学ぶ」ために大学へきた学生へ、どんな風に寄り添い、どんなサポー
トをしていけばいいのか大学生協だけではなく、大学、地域の方と一
緒に考えていきたいと思います。

アア ルル ババ イイ トト 紹紹 介介

コロナウイルスの影響により供給高　前年比▲2億7,623万　予算比
▲2億8,818万　22.7％ダウン　食系店舗で客数が6割前後の減少、
供給剰余予算比▲4,660万（前月より600万減）、事業剰余は予算比
▲5,019万で前月の▲3,996万からさらに1,023万減少悪化した。
前年比▲6,351万。供給減少がそのまま、最終結果に反映した。

決算の特徴

昨年 予算 実績 予算差 昨比 予比

総供給高

供給剰余金

　供給剰余率（%）

　受取手数料

事業総剰余金

人件費

物件費

　（事業連合委託費）

事業剰余金

事業外損益

経常剰余金

1,257,839

290,308

19.37%

150,888

441,196

202,636

157,750

25,153

80,810

ー 795

80,016

1,269,791

309,682

19.26%

155,586

465,268

227,018

171,777

25,920

66,473

ー 560

65,913

981,604

263,073

19.64%

154,774

372,848

207,837

148,729

25,806

16,282

215

16,497

ー 288,187

ー 46,609

0.38%

（812）

ー 92,420

ー 19,181

ー 23,048

ー 114

ー 50,191

775

ー 49,416

ー 22.0%

ー 9.4%

1.39%

2.6%

ー 15.5%

2.6%

ー 5.7%

2.6%

ー 79.9%

ー 127.1%

ー 79.4%

ー 22.7%

ー 15.1%

0.38%

ー 0.5%

ー 19.9%

ー 8.4%

ー 13.4%

ー 0.4%

ー 75.5%

ー 138.4%

ー 75.0%

二次元コードを読み込むと
全国大学生協連
新型コロナウイルス特設サイトへ繋がります。
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開 催 日：2020年9月13日（日）
参　　加：46組

　今回の説明会は学部の情報に加えて、「バイト」や「食生活」な
ど様々な視点から大学生活をお伝えする機会になりました。オンラ
インのため新入生保護者の方々のお顔が見えず、その場の手ごたえ
を感じづらい状況ではありましたが、Zoom上だからこそ県外の
方々に気軽に参加していただくことができたと思います。
　次回の住まいの説明会ではさらに多くの方々に説明会を知ってい
ただき、より多くの受験生が弘前大学の大学生活をイメージする
きっかけになると嬉しいです。

学生生活アドバイザー　農学生命科学部3年　渡辺まゆき

開 催 日：8月17日（月）・18日（火）
相談件数：住まい3組

● 住まい探しはいつ頃から探せばよいですか？
●どうやって探せばよいですか？　　● 家賃の相場は？
● 大学近辺にアパートはたくさんありますか？　● 冬はエアコンだけで大丈夫？等

弘前
大学

　弘前大学オープンキャンパスのプログラムとして、生協でも
「弘前大学生活協同組合　店舗紹介」の動画視聴と、「大学生活
何でも相談」として参加させていただきました。
　「何でも相談」では様々な質問がありましたが、学生の住まい
（アパート、自宅等）についてはSumica職員が、学生生活（通
学、時間、昼食等）について学生委員会が対応し、「聞いてよかっ
た」と思っていただけるように回答していきました。初めての
オンライン対応でしたが周りを気にせず納得いくまでお話がで
きたことはよかったと思います。

　弘前大学オープンキャンパスのプログラムとして、生協でも
「弘前大学生活協同組合　店舗紹介」の動画視聴と、「大学生活
何でも相談」として参加させていただきました。
　「何でも相談」では様々な質問がありましたが、学生の住まい
（アパート、自宅等）についてはSumica職員が、学生生活（通
学、時間、昼食等）について学生委員会が対応し、「聞いてよかっ
た」と思っていただけるように回答していきました。初めての
オンライン対応でしたが周りを気にせず納得いくまでお話がで
きたことはよかったと思います。

第2回 オンライン受験～入学準備説明会

【住まいの主な相談内容】

（質問への回答に関しては個別にSumica職員が回答しました。）

●学生皆さんそれぞれの入試体験を聞かせていただいて参考にな
りました。学生の懐事情も具体的でよかったです。
●学生さんのお話がとても聞きやすかったです。また、写真が多
く、分かりやすかったです。
●パンフレットだけではわからないようなことが分かって良かっ
たです。

【参加者感想】

●大学の授業について　 ●英語と海外体験
●大学生の懐事情　 ●アルバイトについて
●大学生の食生活

WEBオープンキャンパス
2020

内容

（上）発表者側の様子
（右）実際に配信されて

いる様子。チャッ
トで質問を受け付
けています。

発表者から参加者が見えるようにスクリーンを
設置。対面より距離が近くに感じます。
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おかえりなさいキャンペーンおかえりなさいキャンペーンおかえりなさいキャンペーン

学
生
総
合
共
済
か
ら
の
お
知
ら
せ

９月の給付状況

病気入院 8件
病気手術 5件
事故入院    1 件
事故手術 0件
事故通院・固定具使用 9件
特定傷害固定具 1件
こころの早期対応 3件
本人死亡 1件
父母扶養者死亡 0件
盗難自転車 1件
　　　計 29件

たすけあいアンケートより

　　　計 29件

給付金額

2,332,690円

たすけあいアンケートより

「スムーズな手
続きで分かりや

すかったです。

お金の心配なく治
療に臨めました。

たすけあいの

精神を感じること
ができ、感謝して

います。」

（理工学部 4年　
顎変形症　

入院 11 日　手術
1回　共済金 160

,000 円）

　10/1.2.5.6の期間、食堂Horest内にて学生総合共済の相談、給付申請について学生委員会、学生生活アドバ
イザー、生協職員が呼びかけました。夏休み中、ケガや病気はありませんでしたか？
　身の回りにケガ・病気をした学生を見かけたら、文京地区：たびshop・医学部地区：FERIOで給付申請ができ
ることをお声がけください。※接触時間を極力減らし、看板を持って呼びかけています。
　弘前大学生の学生総合共済の給付実績は弘前大学生協ホームページよりご確認いただけます。

　青森が舞台、特技は津軽三味線だが、強い津軽弁訛りと人見知りのせいで、本当
の自分は誰にも見せられず、友人もいない。そこで、思い切ってはじめたアルバイ
ト先は、なんとメイドカフェ。…越谷オサム著「いとみち」が映画化されることに
なりました。主人公いとの成長物語。原作を読んでいた私は、「オール青森ロケな
ので知っている風景、もしかしたら知っている人も出ているかも！？」と今から公
開を楽しみにしています。コロナウイルスの影響で外出も思うようにできない学生
も多数いることと思いますが、映画を機会に青森の魅力をぜひ知ってほしいなと思
います。※映画は2021年青森先行公開（SHIMO）

日　時：10月1日・2日・5日・6日
　　　　12：30～13：00
場　所：食堂Horest内

編集後記編集後記

ポケットティッシュと
チラシを配布しました。

二次元コードを読み込むと弘前大学生協ホームページ
「学生総合共済」のページになります。
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