
　新入生にとって対面での交流がほぼなかったため、今回の総代Partyで初めて
の交流であったと思う。そのせいもあってか緊張した雰囲気で会が始まりました。
ですが、クイズ大会で楽しく総代について知ってもらい、総代同士の交流もでき、
最初の雰囲気とは全く違い、とても盛り上がってクイズ大会が行われました。総
代リーダーの話では総代の楽しさを離してもらい、総代の魅力を参加者に知って
もらえたと思います。
　ほとんどの参加者が総代になってくれたので、これからのREPセッションで
たくさんの意見を出していって欲しいです。

生協学生委員会　理工学部3年　坂野志帆

　生協はみんなのお店です。「一言カード」でも生協へ意見や要望を伝えることができます。一言カー
ドは各店に置いていますのでぜひご利用ください。

　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、弘前大学生協では年に一回、5月に開かれています。

第60回 通 常 総 代 会 開 催 の お 知 ら せ
日時：2021年5月21日（金）　18：00～20：00（予定）

場所：大学会館3階　大集会室
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面出席（書面議決）による運営となります

【総代Partyの目的】
① 総代の役割を知り、興味を持ってもらう。
② 総代同士で交流し、仲良くなってもらう。
③ この会自体を楽しんでもらう。

開催日・場所・参加人数
4月16日（金）　組合員センター2階　33名
4月19日（月）　大学会館2階Scorum　56名　計89名

【当日の内容】
自己紹介・アイスブレイク
職員の話
交流の時間（クイズ大会）
REAPCAPと総代リーダーの話

総代Party総代Party

総代会が行われ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。総代は組合員の声や要望を生協の運
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。今回も書面
出席となりますが、意見を反映させること
が大切です。

参加者希望者が多かった
ため2日に分けて開催。
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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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2020年度 第9回理事会報告2020年度 第9回理事会報告
4月22日開催

次回は5月20日（木）予定

第１号議案　2021年度題60回弘前大学生協通常総代会の運営について

第２号議案　総代会終了後の「組合員活動の時間」について

審議事項

　SDGsをテーマとした「組合員活動の時間」の進め方について提案があり審議しました。
この議案について、提案の通り進めることとしました。

　通常総代会の運営について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
進めることとしました。

第３号議案　学生委員会「2021年度　弘前大学生協　方針書」について
　2021年度の学生委員会活動について方針の提案があり審議しました。2020年はイレギュラーな1年だったため、新2年生に
とって昨年の経験がないので、各チームの構成人数は学年間の違いも考慮して検討した方がよいという意見がありました。この議
案については提案の通り進めることとしました。

第４号議案　正規職員の定年延長について
　就業規則で定められている定年年齢を60歳から65歳
に引き上げることについて提案があり審議しました。この
議案については、継続して検討していくこととしました。

第９号議案　アパート建設を前提として土地購入について
　生協所有のアパートを建設することを前提に土地を購入すること
の提案があり審議しました。この議案については、継続して検討し
ていくこととしました。

　定年退職者からの再雇用申請があり嘱託職員として採
用（再雇用）することについて提案があり審議しました。

第５号議案　嘱託職員の採用について
　65歳を超えるパート職員（再雇用者）について、再雇用規程に基づ
き特別待遇とすることについて提案があり審議しました。

第６号議案　65歳を超えるパート職員の特別待遇について

議決事項

第７号議案　総代会議案の決定について
　総代会議案について提案があり審議しました。

第８号議案　労働組合からの春闘要求書への回答について
　労働組合から春闘要求書の提出があったことの報告と、回答については
4月の決算を見極めて判断するため5月の常務理事会に一任することにつ
いて提案があり審議しました。

第10号議案　食堂メニュー価格改定の予告宣伝について
　食堂メニューの価格会提案を組合員に予告宣伝することについて提案が
あり審議しました。

第11号議案　取引銀行の決定（口座開設）について
　旅費精算業務に関係して、新たに講座を開設することの提案があり審議
しました。

　第５号議案～第８号議案、第10号、11号議案については、全会一致
で可決承認されました。

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。

　1年ぶりに農学生命科学部での弁当販売を再開しました。入口にて平日11：30～
12：30の時間帯で販売しています。お支払いは現金、生協電子マネーPico、ミー
ルカードがOK！現在は弁当（中サイズ）とお茶、水を販売しています。一言カード
（WEB）へも以下の投稿がありました！
　「農生のお弁当販売で小サイズの販売をして欲しい。できればおにぎりとかも販売
して欲しい。（学部学生）」
　皆さんの声を伺いつつ、運営に務めてまいります。
　ご利用お待ちしています。

生協でのお買い物は電子マネーPicoで♪
●非接触で感染拡大防止に！●現金不要！スピーディ！●ポイント貯まる！

生協は加入して利用しましょう！

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、ご利用できます。（ポイントが
200ポイント貯まるとレジにてPicoへオートチャージ！★ポイント対象商品：書籍・飲料・食堂メニュー・食品等）

農学生命科学部　弁当販売再開しました。
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　Welcome Partyではzoomの説明をした後、先輩からのアドバ
イスをラジオ形式で行い、その後1時間程度班に分かれてすごろく
を楽しんでもらいました。マスの内容が自己紹介となっており、す
ごろくを進めるたびに徐々に打ち解けていく様子がみられました。
この会では班ごとにLINEグループを作成したのですが、どの班も会終了直後にグループ通話をしていたり、各SNSの交
換をしていたり、新入生同士で交流できているが始まっていて大学で最初の「友達作りの場」として開催して良かったと
思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生協学生委員会　理工学部3年　山﨑雄也

　弘前大学生協は「福利厚生業務」「教育支援業務」「研
究支援業務」「その他大学業務」について弘前大学と業
務委託契約をしています。新入生サポートセンターで
の・住まい探し・学生食堂・教科書、教材販売・新
生活の準備等のサポートもこれらの業務委託に含まれ
るとして弘前大学生協が行っています。

換をしていたり、新入生同士で交流できているが始まっていて大学で最初の「友達作りの場」として開催して良かったと
思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 生協学生委員会　理工学部3年 山﨑雄也

【開催目的】
総選生Welcome Party
① 友達をつくってほしい。 
② 入学までの期間を有意義に過ごし、春休みを充実させてほしい。 
③ 大学生活の不安を解消してほしい。相談できる先輩と知り合ってほしい。

新入生Welcome Party
① 友達・先輩との繋がりをたくさんつくってほしい。 
② 新しい大学生活での不安を解消してほしい。 
③ モチベーションを上げて大学生活を始めてほしい。

【参加者の声（ウェルカムパーティより）】
●お悩み相談ラジオで先輩方の意見を聞けたり、ゲームで新入生の皆さんと盛り上がれたり、凄く楽しい時間を過ごせました !大学生活
に役立つ情報も沢山教えてくださって本当にありがとうございました !
●コロナ禍の中他の新入生の人たちと関わることができてよかったし、先輩方から話を聞くことができてよかったです !

新入生応援企画　第2弾！
弘前大学生協 学生委員会

すごろくと参加者すごろくと参加者

ラジオ形式で配信している様子ラジオ形式で配信している様子

開催日・参加者数
総選生：2月23日、24日　計40人
新入生：4月1日、3日、6日、7日、8日　計450人

開 催 日：4月10日（土）・11日（日）
参加者数：1345名/1371名（出席数/入学者数）

　当日は、多くの新入生が説明会に参加してくれました。説
明中は、メモをとったり、写真を撮るなどそれぞれのやり方
で記録している様子がみられました。新入生からは、「説明
がわかりやすかった」などの感想があったので、新入生が抱
える不安や問題を少しは解決することが出来たのではないか
と思います。良かった点に対して、課題も見つかっています。
来年に向けて課題を解決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3年　渡邉拓哉

　総選生Welcome Partyではアイスブレイクを
兼ねながらzoomの説明をし、入学までの期間の
過ごし方を先輩GLからアドバイスしました。そ
の後大学生活についてのラジオ風番組（学生委員
会作成）を視聴してもらい、班に分かれてクイズ
などを楽しんでもらいました。

【開催目的】
① 教科書購入等説明会を通して、時間割などにおける不安を無くして
もらい、 大学生活の良いスタートを切ってもらう。

② 生協、共済などを知ってもらい、利用、活用してもらう。

教 科 書 購 入 等 説 明 会

WelcomeParty2021
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4月の給付状況 たすけあいアンケートより

給付金額

2,212,852円

たすけあいアンケートより

「自分がこんなケ
ガをするとは思っ

てもいません

でした。準備運動
をすることの大切

さに気が付き

ました。ケガを
してとても大変

でしたが共済が

あって救われまし
た。」

（教育学部 4年　
バドミントン中、

左足を前に

踏み込んだ際、膝
が外れた。（左膝蓋

骨脱臼骨折）

通院8日　特定傷
害固定具保障　共

済金36,000円）

　この号が出る頃には生協のホームページがリニューアルされています。デザイン一
新となり、弘前大学生協の沿革などの情報や取組、や思いについてなど掲載内容のボ
リュームが増えましたがスッキリとまとまったページとなっています。（自画自賛）
ショッピングや教科書承りフォームなどは変わりなくご利用いただけます。引き続き
ご利用よろしくお願いいたします。（SHIMO）

編集後記編集後記

　今年は総合教育棟リフレッシュスペースを使用し、学部学科ごとに2日間に分けて行いました。
　コロナウイルス感染防止のため、1回の時間に来場できる人数を細かく分け教科書の申込書は事前に記入いただくこと、
入口と出口を一方通行にすることで滞留時間を防ぐこととしました。また、レジは最大8台を準備し、お待たせしないよ
うに心がけました。当日は一時的に列ができてしまうことがあったのですが、屋外に並んでもらうことにより密を避ける
対応をしました。
　後期からはWEB注文も取り入れながらお待たせしない教科書購入を目指していきます。

SHAREA店　副店長　小川貴弘

病気入院 5件
病気手術 3件
事故入院    0 件
事故手術 1件
事故通院・固定具使用 12件
特定傷害固定具 2件
こころの早期対応 3件
父母扶養者死亡 0件
借家人賠償 10件
　　　計 36件

開始時間前には列ができてしまうことがありましたが、
屋外に並んでいただきました。
開始時間前には列ができてしまうことがありましたが、
屋外に並んでいただきました。

（左）お会計は生協電子マネー
　　 Picoでスピーディに！
　　 現金でも購入可能です。

（左）お会計は生協電子マネー
　　 Picoでスピーディに！
　　 現金でも購入可能です。

（右）電子書籍を購入することにより、
　　とても分厚い教科書がタブレット
　　端末で見ることができるように
　　なりました。

（右）電子書籍を購入することにより、
　　とても分厚い教科書がタブレット
　　端末で見ることができるように
　　なりました。

開 催 日：4月11日（日）・12日（月）
場　　所：総合教育棟2階リフレッシュスペース
購入者数：11日 621名・12日 676名　計1297名

フレッシュフェスタ
（新入生教科書一斉購入）

＊借家人賠償は2018年度までに学生総合共済（火災共済）
に加入した方の保障となります。
＊火災共済は2019年3月31日をもって新規募集を終了
しました。
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