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10月の給付状況

病気入院 9件
病気手術 10件
事故入院 0件
事故手術 0件
事故通院・固定具使用 8件
特定傷害固定具 0件
こころの早期対応 0件
父母扶養者死亡 1件
火災 2件
　　　計 30件

たすけあいアンケートより

給付金額

1,576,967円

「加入時は必要
性を感じていな

かったが、実際

利用することに
なり、加入して

おいて良かった

と思った。当初
は痛みを我慢し

ていたが、共済

金が出るかもし
れないというこ

とが手術をする

後押しとなった
。」

（医学部 1年　腰
椎椎間板ヘルニア

　

入院 12 日　手術
1回　共済金 170

,000 円）

●現金不要！スピーディ！●非接触なので感染拡大防止に！●ポイント貯まる！※書籍・食堂利用・食品・飲料
　組合員証がICカードになっています。チャージすると「電子マネーPico」として、生協全店でご利用できます。
•加入済みでICカードではない方…ICカードへ無料切替できます！
•未加入の方…加入は1,000円からの積立増資も可。
下記店舗で加入・切替のお手続きを！
文京地区：SHAREA店　医学部地区：FERIO店・保健学科Clover店
弘前大学生協ホームページ「定款」のページに「ICカード利用細則」を掲載していました。

　弘前大学生協11月のテーマ「食」です。人にとって「食べる」ということは、将来の自分の「身
体」を作ること。弘前大学生協では学生の皆さんへ自分の食生活について考え、行動し、次の
世代に伝えていける大人になってほしいと考えています。
　でも今はそれ以上に「誰と何を食べたい？」と学生の現状を理解し、寄り添い、食事を楽し
むことができるようにサポートできないかと思います。食堂は食事をする場所だけではなく、
集いの場、交流の場でもあります。
　感染拡大予防は大事、同じくらい気軽に友達との食事を楽しむことも大事。実現するにはど
んな方法があるかな。（SHIMO）

編集後記編集後記

ヘルスサポーター養成講座～実技研修～ヘルスサポーター養成講座～実技研修～

セルフレジ頑張ってます！

　弘前大学COI・青森県連生協・弘前大学生協が共同でヘ
ルスサポーター育成講座を行いました。体組成計、ベジ
チェック、血圧計、立ち上がり測定、4つ機械の測定の仕
方や計測結果からのアドバイスなどを実際に体験しながら
学び、講習会後には修了証をお渡ししています。将来的に
は学生が多く集まる場所に機器を設置、自分たちで測定し
日頃から筋肉量や野菜摂取量などを認識し、食生活や生活
習慣を改善することに繋がることを期待しています。

日　　時：10月9日（金）　13：30～16：00
　※人数制限を設け30分ごとに分散して開催
場　　所：食堂Horest内
参加人数：学生6名・生協職員1名・弘前大学COI

10月の支払方法（決済）別金額

　サリジェは9月後半よりレジを増設して12台とし、内9台をセルフレジとして皆さんに利用いただいています。レジ
が増えたことでレジ待ち時間が短くなり昼の混雑も軽減されました。10月のセルフレジ利用者割合は約80％となり、
Picoやミールカードの電子マネー決済の昨年の83％から今年は91％に上昇して、多くの方が電子マネーでセルフレジ
決済していることが分かります。
　引きつづき多くの方にスムーズに利用いただけるように取り組んでいきます。

セルフレジは「生協電子マネーPico」または「ミールカード」
のみの利用となります。現金でのご利用、割引商品や弁当容器
代返却については有人レジをご利用ください。

セルフレジは簡単♪
「セルフレジってどうやって使うの？」
初めてご利用の方のために、使い方を動画にして利
用を呼び掛けていました。
二次元コードを読み込むと、弘前大学生協の動画紹
介ページとなります。
「店舗紹介」の欄にセルフレジの紹
介動画があるのでそこからご覧い
ただけます。

他にも紹介動画を掲載していたので
ぜひこの機会にご覧ください。

生協でのお買い物は生協電子マネーPico(ピコ)で！

測定会 ～大学生のためのヘルスチェック企画～
　今回講座（第一回オンライン・第二回測定の仕方）を受け修了証をもらった学生が、スタッフとし
て測定会を行います。※測定会に関する詳細や申込は右記の二次元コードを読み込んでください。
【開催日】11月26日・12月10日・17日（予定）　【時　間】13：30～ 16：00
【対　象】学生・教職員　【参加費】無料　※要予約　自分の気になる体調や生活習慣をチェック！

（左）実際に機器を
体験。自分の健康
状態をチェック！
（下）修了証授与
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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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開 催 日：10月6日（火）18：30～20：20
参加人数：57名（総代：33名・学生委員会：20名・生協職員：4名）

REPセッションは
①総代が組合員から集めてきた意見・要望を、正規職員・学生委員会に直接届ける場所を設けること。
②総代・職員・学生委員会の3者の間の隔たりを無くし、総代が生協に深く関わっている人々とより気軽に話せるよ
うにし、総代活動を活発化させること。を目的に開催しています。

第1号議案　大学生協事業連合「組織政策」について

第2号議案　アクションプラン2022の見直しと新たな中期計画策定について
　コロナウイルス感染拡大、事業連合の変化、弘前大学長の交代などを踏まえ、中期計画を見直し、再策定することについての提
案がありました。

第3号議案　食堂で使用する「割り箸」「ドレッシング」について
　食堂店舗ではコロナウイルス感染防止のため、完封割り箸、小袋ドレッシング等に切り替えており経費が増加していることを踏
まえ、割り箸・ドレッシングの有料化について提案があり審議しました。
　この議案については、マイ箸やマイドレッシングを持参して利用してもらうなどすると良いのではないかなどという意見がでま
した。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5号議案　常務理事の交代について 第6号議案　「出張旅費規程」の一部改定について

　第5号議案～第7号議案については、全会一致で可決承認されました。

第7号議案　労働組合からの「秋闘要求書」「年度末特別手当に関する要求書」への対応について

議決事項

　今回の意見回収では「自粛期間中の生協店舗」「対面になっ
たときの生協店舗への要望」というテーマのもと意見を回収し
ました。前者では、「100円○○は助かる」などといった声が
ありましたが、そもそも前期はオンライン授業だったため生協
店舗に行く機会が無かったという声が多かったです。後者では
「間隔は空けるが集団で食べられる席が欲しい」などといった
たくさんの人が利用するHorestについての意見が多く、この
声を店舗に届け、今後の活動の参考にしてほしいと思います。

　説明会では下宿生の私を含め3人が、アパート・下宿・寮それ
ぞれの住まい形態を代表して話しました。
　自分自身が新入生の時住まいを決める上で気になっていたこと
は、決定までの経緯やかかるお金でした。そのためその部分を確
実に伝え、加えて下宿の部屋の様子や買い揃えた家具など、住ま
い決定の参考になりそうな情報を多く伝えました。他の2人も同
様に、新入生保護者が気になっていそうな部分を重点的に学生自
身のリアルな実感を交えて話していました。
　Sumicaの成田店長からは、実際に住まいを決める際のポイントや注意点
などの話がありました。オンラインで住まいを決める場合の方法も伝えられ、
保護者の方の不安も取り除かれた様子でした。

学生生活アドバイザー　理工学部4年　見上颯太

　例年、開店前から大行列ができていましたが、今回はコロナ対策のた
め①前日にWEBから申し込みをしていただき抽選、②8:00から30分ご
とに50人分という形で混雑を分散しました。
　今回のメニューのポイントは「青森県産の食べ物を知り食べてほしい」
という思いから弘前大学で研究協力している「青森サーモン」や郷土料
理である「せんべい汁」「牛バラ焼き」など日替わりで8種類提供しました。

　授業だけでなく、アルバイトや部活・サークルなど忙しい大学生活。生活リズム
は不規則になりがちです。
　普段、朝ごはんを食べていない学生さんも本当は朝ごはんが食べたい。しかし、
お金や手間、時間などが理由で食べられていないということがよく分かりました。
　弘前大学生協では、今回の100円朝食をきっかけに朝食を食べる習慣を身に付
けて気持ち良く１日のスタートを切ってほしいと思います。

食堂Horest　副店長　佐原直道

　総代企画として後期は企画を総代から考えてもらうということで、今回はやりたいこ
とについて班で話し合いました。班内での話し合いがとても活発で50以上の案がでた
ため10程度に絞ってもらい、総代リーダーと厳選して決めていく予定です。

生協学生委員会　理工学部2年　坂野志帆

審議事項

2020年度 第4回理事会報告2020年度 第4回理事会報告
10月29日開催

次回は11月26日（木）予定

開催日：10月18日（日）13：00～14：30
参加数：38組期間：10月1日（木）～

※10月16日（金）より提供中止
　11月12日（木）より再開12月25日（金）まで。
時間：8：00～10：00　なくなり次第終了
場所：食堂Horest　※1日限定150食

REPセッション＃3

•アップルパイの食べ比べ 市販 vs ケーキ店 vs 手作り•Teams を使ったクイズ大会•弘大イラストコンテスト•弘前大学をモ
チーフにしたキャラクター作り•雪合戦•リレー•鬼ごっこ（けいどろ）•球技大会•パーティー系（鍋など）•カラオケ大会（紅白っ
ぽく）•伝統工芸を体験する•ねぷた作り•フリマを開催する•散歩―弘前周辺の美味しいご飯屋さんを教えあう会•名産物を食べ
る会•マスクのデザイン•弘大雪まつり•学祭にかわるもの•雪だるまコンテスト•皆で動画撮影（YouTubeに投稿する、ダンス
とか、映画作るとか）•イルミネーション•花火大会•ミニねぷた桜 or キャンドル的な

発表する見上くん

Sumica店　成田店長

第4号議案　2021年度に向けての課題・強化すべき取り組みについて
　2021年に向けて検討が必要な課題、強化すべきことについて意見交流しました。
　この議案については、セルフレジは便利で利用しているが組合員証の忘れ物が多いので取り忘れている際に音が出るようにして
はどうか、惣菜などの手ごろなテイクアウト商品を販売できないか、昼のピーク時の利用を授業がある人優先にできないか、など
さまざまな意見が出されました。
　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。

弘前大学期間限定学生応援企画
「100円朝食」

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。

【総代企画で絞った案】

【アンケートより】
● 大学生のそれぞれの住まいについての説明がとてもわかりやすく参考になりました。
● 一人暮らしをするにあたって分からないことばかりなのでとても参考になりました。
● とてもわかりやすく、何もかも不安でしたが、学生さん達のお話も聞けて少し安心
できました。

「住まい探し編」

入口では「当選メール」の確認と
手指の消毒呼びかけをしています。

分散しているため、
混雑することなく
提供できました。
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【アンケートより】
● 大学生のそれぞれの住まいについての説明がとてもわかりやすく参考になりました。
● 一人暮らしをするにあたって分からないことばかりなのでとても参考になりました。
● とてもわかりやすく、何もかも不安でしたが、学生さん達のお話も聞けて少し安心
できました。

「住まい探し編」

入口では「当選メール」の確認と
手指の消毒呼びかけをしています。

分散しているため、
混雑することなく
提供できました。
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10月の給付状況

病気入院 9件
病気手術 10件
事故入院 0件
事故手術 0件
事故通院・固定具使用 8件
特定傷害固定具 0件
こころの早期対応 0件
父母扶養者死亡 1件
火災 2件
　　　計 30件

たすけあいアンケートより

給付金額

1,576,967円

「加入時は必要
性を感じていな

かったが、実際

利用することに
なり、加入して

おいて良かった

と思った。当初
は痛みを我慢し

ていたが、共済

金が出るかもし
れないというこ

とが手術をする

後押しとなった
。」

（医学部 1年　腰
椎椎間板ヘルニア

　

入院 12 日　手術
1回　共済金 170

,000 円）

●現金不要！スピーディ！●非接触なので感染拡大防止に！●ポイント貯まる！※書籍・食堂利用・食品・飲料
　組合員証がICカードになっています。チャージすると「電子マネーPico」として、生協全店でご利用できます。
•加入済みでICカードではない方…ICカードへ無料切替できます！
•未加入の方…加入は1,000円からの積立増資も可。
下記店舗で加入・切替のお手続きを！
文京地区：SHAREA店　医学部地区：FERIO店・保健学科Clover店
弘前大学生協ホームページ「定款」のページに「ICカード利用細則」を掲載していました。

　弘前大学生協11月のテーマ「食」です。人にとって「食べる」ということは、将来の自分の「身
体」を作ること。弘前大学生協では学生の皆さんへ自分の食生活について考え、行動し、次の
世代に伝えていける大人になってほしいと考えています。
　でも今はそれ以上に「誰と何を食べたい？」と学生の現状を理解し、寄り添い、食事を楽し
むことができるようにサポートできないかと思います。食堂は食事をする場所だけではなく、
集いの場、交流の場でもあります。
　感染拡大予防は大事、同じくらい気軽に友達との食事を楽しむことも大事。実現するにはど
んな方法があるかな。（SHIMO）

編集後記編集後記

ヘルスサポーター養成講座～実技研修～ヘルスサポーター養成講座～実技研修～

セルフレジ頑張ってます！

　弘前大学COI・青森県連生協・弘前大学生協が共同でヘ
ルスサポーター育成講座を行いました。体組成計、ベジ
チェック、血圧計、立ち上がり測定、4つ機械の測定の仕
方や計測結果からのアドバイスなどを実際に体験しながら
学び、講習会後には修了証をお渡ししています。将来的に
は学生が多く集まる場所に機器を設置、自分たちで測定し
日頃から筋肉量や野菜摂取量などを認識し、食生活や生活
習慣を改善することに繋がることを期待しています。

日　　時：10月9日（金）　13：30～16：00
　※人数制限を設け30分ごとに分散して開催
場　　所：食堂Horest内
参加人数：学生6名・生協職員1名・弘前大学COI

10月の支払方法（決済）別金額

　サリジェは9月後半よりレジを増設して12台とし、内9台をセルフレジとして皆さんに利用いただいています。レジ
が増えたことでレジ待ち時間が短くなり昼の混雑も軽減されました。10月のセルフレジ利用者割合は約80％となり、
Picoやミールカードの電子マネー決済の昨年の83％から今年は91％に上昇して、多くの方が電子マネーでセルフレジ
決済していることが分かります。
　引きつづき多くの方にスムーズに利用いただけるように取り組んでいきます。

セルフレジは「生協電子マネーPico」または「ミールカード」
のみの利用となります。現金でのご利用、割引商品や弁当容器
代返却については有人レジをご利用ください。

セルフレジは簡単♪
「セルフレジってどうやって使うの？」
初めてご利用の方のために、使い方を動画にして利
用を呼び掛けていました。
二次元コードを読み込むと、弘前大学生協の動画紹
介ページとなります。
「店舗紹介」の欄にセルフレジの紹
介動画があるのでそこからご覧い
ただけます。

他にも紹介動画を掲載していたので
ぜひこの機会にご覧ください。

生協でのお買い物は生協電子マネーPico(ピコ)で！

測定会 ～大学生のためのヘルスチェック企画～
　今回講座（第一回オンライン・第二回測定の仕方）を受け修了証をもらった学生が、スタッフとし
て測定会を行います。※測定会に関する詳細や申込は右記の二次元コードを読み込んでください。
【開催日】11月26日・12月10日・17日（予定）　【時　間】13：30～ 16：00
【対　象】学生・教職員　【参加費】無料　※要予約　自分の気になる体調や生活習慣をチェック！

（左）実際に機器を
体験。自分の健康
状態をチェック！
（下）修了証授与
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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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