
　メディア授業に伴い、オンラインでの開催にし、書面出席・議決とし会場も弘前大学生協組合員センター2階ホールへ
変更となりました。

2021年5月21日開催した第60回通常総代会についてご報告いたします。
総代定数154名　総代選出数152名　出席者数137名
（内訳：本人出席4名　委任出席2名　書面出席131名）
過半数が出席となり総代会は成立しました。

第一号議案　2020年度活動報告書・事業報告書及び決算関係書類等承認の件
第二号議案　2021年度活動方針及び予算決定の件
第三号議案　アパート建設投資限度額決定の件
第四号議案　定款の一部改定
第五号議案　役員報酬限度額決定の件
第六号議案　議案議決効力発生の件
第一号～第六号議案　すべて可決承認されました。
役員改選　信任投票の結果、全員が信任されました。

　生協への意見・要望は「一言カード」をご活用く
ださい。

●事前に回収していた生協への意見、質問等や総代会後に開催した「組合員活動の時間」に
ついては、次号あっぷれすVol.134に掲載します。

　今年の活動を考える時間では総代になったきっかけを書いても
らいました。また今までの活動紹介を行い、その後今年度総代と
してやってみたいことを考えてもらいました。きっかけとしては、
友達作りのためというきっかけが多かったです。
　組合員活動の時間…総代会で行う組合員活動の時間の練習をし
ました。「食堂の混雑緩和」というお題で討論しました。どのよ
うにすれば食堂の混雑が少しでも緩和するか考えてもらいまし
た。活発に意見がたくさん出ていました。

生協学生委員会　理工学部3年　坂野志帆

開 催 日： 5月13日（木）・14日（金）　18：30～20：20
場　　所：13日：大学会館2階スコーラム　14日：Zoom（オンライン）
参加人数：計54名（13日28名・14日26名　学生委員会含む）

た。活発に意見がたくさん出ていま
生協学生委員

【参加者の声】
●議論が深まってより良い意見を班で出すことができたのでよかったです。今年1年間総代
として頑張っていきたいと思います。（医学部1年）
●総代会について理解することができました。Zoomの設定や操作に少し慣れていなくて焦
りましたが、チャットで教えてくれたので助かりました。ありがとうございます。

（理工学部1年）

第60回 通 常 総 代 会 開 催 報 告

総代会事前懇談会を
開催しました。
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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10回理事会報告2020年度 第10回理事会報告
5月20日開催

2021年度 第1回理事会報告2021年度 第1回理事会報告
5月21日開催

次回は6月24日（木）予定

第1号議案　2021年度の理事会小委員会活動について

審議事項

　組織活動課題に取り組むことを目的に理事会に設置している小委員会を、来年度も設置することについて、「社会」「健康（食）」「環
境」の３つの小委員会を設置することを2021年度第１回理事会に申し送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、提案の通り進めることとしました。

第3号議案　理事会小委員会の設置について

審議事項

　提案の通り進めることとしました。

　役員報酬額の内訳については、第１回理事会に申し送ること
について提案があり審議しました。

第2号議案　役員報酬決定の件について
　今期で退任予定の常勤役員退職金について提案があり審議し
ました。

第3号議案　常勤役員への退職金支給について

議決事項

第1号議案　役員の互選について 第2号議案　2021年度役員報酬について

議決事項

第4号議案　職員の採用について
　職員の採用について提案があり審議しました。

第5号議案　正規職員の人事について
　正規職員の人事について提案があり審議しました。

第6号議案　食堂のライス盛り付け種類の一部変更について
　前回理事会での意見と実験結果を踏まえ、食堂ライスの盛り付け種類一部変更について提案があり審議しました。この議案につ
いては、組合員の反応をしっかり見ながら進めるべきだという意見がありました。

　第2号～第6号議案については、賛成多数で可決承認されました。

　第1号・第2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。

　コロナ禍において新入生を迎えキャンパスの賑わいも束の間、感染の広がりでメディア授業
と対面との両面で対応されています。
　短期間での収束を期待し、徹底した感染対策と自粛生活も1年半。今後は、感染対策をし
ながら“コロナ禍での人と人とのつながり方”を摸索し孤立する学生をなくします。また“学び
たい”学生を様々な面からサポートします。一人で悩むことなく、ぜひ弘大生協を活用ください。
　最後に、総代会・理事会において専務理事に選任されました。辛く苦しい時だからこそ、皆
さんならびに弘前大学に「生協があってよかった」と感じていただける生協を目指します。私
も微力ながら精一杯取組みます。　　　　　　　弘前大学生活協同組合　専務理事　上遠野泰

＊太字が新任役員2021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 上遠野　泰 生 協 職 員
常務理事 一條　健司 理工学研究科教員
常務理事 小野　譲暉 理工学研究科 1年
常務理事 瀧野　佑子 農学生命科学部3年
常務理事 藤田　真由 人文社会科学部3年
常務理事 松橋　天太 理 工 学 部 3 年
常務理事 松本　雄大 理 工 学 部 4 年
理　　事 小村　　晃 生 協 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 永瀨　範明 理工学研究科教員
理　　事 成田　拓未 農学生命科学部教員
理　　事 本多　和茂 農学生命科学部教員
理　　事 森田　直文 医学研究科学務グループ
理　　事 浅田　晴大 医学部保健学科2年
理　　事 小原　桃々 農学生命科学部3年
理　　事 北澤　祐人 理 工 学 部 2 年
理　　事 佐々木里緒 医学部保健学科3年
理　　事 柴田　　絢 理 工 学 部 2 年

理　　事 東藤　多輝 理 工 学 部 2 年
理　　事 飛田　尚人 人文社会科学部3年
理　　事 成田　茉広 教 育 学 部 2 年
理　　事 松島　弘樹 人文社会科学部3年
理　　事 三浦茉結花 医学部医学科 5年
特定監事 加藤　惠吉 人文社会科学部教員
監　　事 小川裕香子 人文社会科学部2年
監　　事 柏川さくら 人文社会科学部2年
監　　事 今村　咲紀 人文社会科学部3年
監　　事 奈良岡　伸 人文社会科学部3年
監　　事 三上　　徹 学 務 部 学 生 課 長

就 任 挨 拶
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　新入生と保護者様を対象としたキャリアガイダンスは初
めての取り組みで、今回は「弘前大学の就職状況」「弘前
大学と弘前大学生協の就職支援」「各職種の特徴と採用試
験について」「１年生から取れる就活に強い資格」などを
テーマにSHAREA店の各職員から話をしました。
　途中、参加者に質問を投げかけ、チャットを使って回答
をしてもらう場面も設け、オンラインでありながらしっか

り参加してもらえるようなガイダンスにしました。
　当日は弘前大学で新入生対象の英語の試験があり、保護者の方のみの参加と
なりましたが、お子さんのキャリアに役立つ情報をお伝えすることができたと
思います。
（＊新入生へは後日、収録動画を配信しました。）

SHAREA店　学び担当　長谷川直紀

　弘前大学では、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮す
る学生の食生活支援と栄養面でのサポートを目的に、「100円昼食・
夕食」を期間限定で販売しています。弘前大学生協でも・本町キャン
パス【医学科 100円昼食（食堂Pomme）、保健学科 100円昼食・
夕食弁当（保健学科Clover店）】・文京キャンパス【100円夕食（食
堂Horest）】の利用券の配布や弁当提供を行っています。
　新型コロナウイルス感染拡大予防を行い、また利用する組合員の皆
さまにもご協力をいただきながら、安心して食事ができるようサポー
トをしていきます。

　弘前大学では、新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困窮す
る学生の食生活支援と栄養面でのサポートを目的に、「100円昼食・
夕食」を期間限定で販売しています。弘前大学生協でも・本町キャン
パス【医学科 100円昼食（食堂Pomme）、保健学科 100円昼食・
夕食弁当（保健学科Clover店）】・文京キャンパス【100円夕食（食
堂Horest）】の利用券の配布や弁当提供を行っています。
　新型コロナウイルス感染拡大予防を行い、また利用する組合員の皆
さまにもご協力をいただきながら、安心して食事ができるようサポー
トをしていきます。

開 催 日： 4月24日（土） 
参加者数：30名

期間： 4月19日（月）～8月6日（金）　※平日のみ　※5/11（火）・14（金）は休講のため、5/17（月）～21（金）はメディア授業のため中止（5/19時点）

弘大生がどんな風に自分の将来のことを考えたり、
就職先を決めたりしているのかを知ってもらい、早
い機会に経験を積んで知っていることの幅を広げ、
自分のなりたい姿・就きたい仕事・目指す将来に向
かっていって欲しい。

（＊新入生へは後日、収録動画を配信しました。）
SHAREA店　学び担当

【参加者アンケートより】
●4年間の流れが、おおまかに把握出来ました。（保護者）
●弘前大学の就職、進学状況が分かり大変良かったです。息子に自動車免許を取らせようと思っていま
すが、学年が後ろになるほど忙しくなるということですので、1年のうちに取らせようと思いました。

（保護者）
●1年生から将来を意識した学生生活を送ることでのメリットを再確認出来ました。生協さんでの手厚
い支援、弘前大学に入学出来て良かったと思いました。今後とも宜しくお願いいたします。（保護者）

【参加者アンケートより】
●4年間の流れが、おおまかに把握出来ました。（保護者）
●弘前大学の就職、進学状況が分かり大変良かったです。息子に自動車免許を取らせようと思っていま
すが、学年が後ろになるほど忙しくなるということですので、1年のうちに取らせようと思いました。

（保護者）
●1年生から将来を意識した学生生活を送ることでのメリットを再確認出来ました。生協さんでの手厚
い支援、弘前大学に入学出来て良かったと思いました。今後とも宜しくお願いいたします。（保護者）

ガイダンスの様子。Zoomアプリを使用。ガイダンスの様子。Zoomアプリを使用。

（↑）食堂Pomme　（↓）保健学科Clover（↑）食堂Pomme　（↓）保健学科Clover

利用券はレジで提示し差額を支払います。ミールカード、Pico払い、現金OK！利用券はレジで提示し差額を支払います。ミールカード、Pico払い、現金OK！

新入生と保護者様対象
キャリアガイダンスを開催しました。
新入生と保護者様対象
キャリアガイダンスを開催しました。

開催の
目的
開催の
目的

食堂Horestの夕食利用券
配布は毎日長蛇の列

- 3 -



　自分が加入しているかわからなければ、ケガや病気をして病院に
かかった時に窓口で給付申請や相談ができません。そこで新入生の
学生総合共済加入確認や加入促進のため今回のキャンペーンを開催
しました。加入している方にお渡ししている「共済カード」を提示
していただくと“チョコっと”いいものを差し上げていました。
　弘大生の約93％が加入している学生総合共済。
給付や申請のご相談は
文京地区：たびshop　本町地区：FERIO　へ。
給付実績は弘前大学生協ホームページより→

学
生
総
合
共
済
か
ら
の
お
知
ら
せ

5月の給付状況 たすけあいアンケートより

給付金額

4,262,242円

たすけあいアンケートより

「ＨＰからわかり
やすかった。電話

対応も親切で

安心感がありと
ても良かったで

す。ありがとう

ございます。」

（農学生命科学部
1年　急性心筋炎

　

入院 5日　共済金
50,000 円）

　専務理事の交代がありました。入協してから8年、ずっと「専務」と呼んでいたの
でなかなか変えられず何度も「専務」と呼んでしまっています。その人自体が変わる
わけではないし、上司としているので関係性も変わりませんが、名前で呼ぶのはなん
だか照れくさく。来年の今頃にはすっかり慣れているのでしょうか。
　写真は大学会館 教育学部棟入口近くの薔薇。毎年この時期にきれいに咲いていま
す。（SHIMO）

編集後記編集後記

病気入院 7件
病気手術 3件
事故入院    1 件
事故手術 1件
事故通院・固定具使用 11件
特定傷害固定具 0件
こころの早期対応 4件
本人死亡 1件
父母扶養者死亡 3件
ストーカー被害 1件
借家人賠償 6件
　　　計 38件

＊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。

2021年度入学（加入）者の共済カード2021年度入学（加入）者の共済カード

開 催 日：5月12日（水）～13日（木）
場　　所：食堂Horest内特設コーナー

学生総合共済  入学おめでとうキャンペーン学生総合共済  入学学生総合共済 入学学生総合共済 入学学生総合共済 入学学生総合共済  入学おめでとうキャンペーおめでとうキャンペおめでとうキャンペーおめでとうキャンペーおめでとうキャンペ ンンンンン学生総合共済  入学おめでとうキャンペーン
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