
【取組の主な内容】
●分別、リサイクルを行いやすいように、分別回収BOXを設置
●事業からでる古紙類は資源再生業者へ引渡し再資源化に取り組む
●組合員に向けソーシャルネットワークを活用して情報発信し、ごみ問題に関する意識向上に取り組む
●弘前地区環境整備センター等のごみ関連施設への見学や学習等の取組を行う。等
●弘前市は同生協や学生らがごみの分別や資源化に取り組みやすい環境を整備
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　明けましておめでとうございます。
　組合員の皆さまにおかれては、つつがなく新年をお迎えのことと存じあ
げます。こころよりお慶び申しあげます。
　つい「つつがなく」と申しましたが、コロナ禍はいまだ終息しておらず、
とてもそんな陽気ではないというのが実情です。大学の授業も、対面とオ
ンラインとを併用するなど、まだまだ正常というには程遠い状態です。
　生協の食堂も、テーブルはアクリル板で仕切られており、おたがいの表
情にふれながら食事をするという雰囲気ではありません。カレーを食べて
いる人もいれば、文庫本を読んでいる人もいる。楽しく談笑している人も
いれば、PCでレポートを書いているひともいる。そういう食堂にもどりたいと思っております。
　ボヤいていても仕方がありません。さまざまな制約のあるなか、組合員の皆さまのキャンパスライ
フを豊かなものとするお手伝いができるよう、弘前大学生協は、職員一同、業務に誠実につとめてま
いる所存です。
　組合員の皆さまのご支援をお願いして、新年のご挨拶とさせていただきます。

弘前大学生活協同組合理事長　山田史生
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　明けましておめでとうございます。
　組合員の皆さまにおかれては、つつがなく新年をお迎えのことと存じあ
げます。こころよりお慶び申しあげます。
　つい「つつがなく」と申しましたが、コロナ禍はいまだ終息しておらず、
とてもそんな陽気ではないというのが実情です。大学の授業も、対面とオ
ンラインとを併用するなど、まだまだ正常というには程遠い状態です。
　生協の食堂も、テーブルはアクリル板で仕切られており、おたがいの表
情にふれながら食事をするという雰囲気ではありません。カレーを食べて
いる人もいれば、文庫本を読んでいる人もいる。楽しく談笑している人も
いれば、PCでレポートを書いているひともいる。そういう食堂にもどりたいと思っております。
　ボヤいていても仕方がありません。さまざまな制約のあるなか、組合員の皆さまのキャンパスライ
フを豊かなものとするお手伝いができるよう、弘前大学生協は、職員一同、業務に誠実につとめてま
いる所存です。
　組合員の皆さまのご支援をお願いして、新年のご挨拶とさせていただきます。

弘前大学生活協同組合理事長　山田史生

　11月9日（火）弘前市とごみ減量化・資源化
の取組に関する協定を締結しました。この協定
は、循環型社会の形成と地球にやさしい「あず
ましい　ふるさと」を目指し、弘前市と弘前大
学生協が相互に連携協力して、ごみ減量化・資
源化の推進及びごみ適正処理等に取り組むこと
を目的としています。
　生協では各種事業からでるごみの減量化・資
源化を図るとともに、管理する集合住宅等から
出るごみの適正排出を促すことによって組合員
の意識向上を図ります。

年頭の挨拶

（左）弘前市：櫻田市長
（右）弘前大学生活協同組合：山田理事長
（左）弘前市：櫻田市長
（右）弘前大学生活協同組合：山田理事長

弘前市　ごみ減量化・資源化の取組に関する協定を締結しました
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2021年度 第7回理事会報告2021年度 第7回理事会報告
12月23日開催

次回は1月27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。

第１号議案　第61回通常総代会　総代選挙区および定数について

議決事項

第２号議案　第61回通常総代会　総代選挙管理委員と役員選挙管理委員について

　総代選挙管理委員（３名）と役員選挙管理委員（３名）の提案があり審議しました。

　総代選挙区および定数について提案があり審議しました。

　第１号、第２号議案ともに、全会一致で可決承認されました。

開催日時：12月4日（土）　10：30～12：00
参加エントリー数：115名・当日参加者数：83名

【参加者の声】
●先輩の体験談や今後の日程など知りたいことがたくさんわかった
ので参考になりました。これからも参加していきたいと思います。
●今できることややるべきことを見つけられました。
●今まで大学院進学については全く考えていませんでしたが、今日
のお話を聞いて大学院進学も視野に入れてみたいと思いました。 
本日もたくさんの情報を聞くことができてよかったです。

　　　　　2年生・保護者向け
キャリアセミナーを開催しました

　昨年度から始まった「2年生向けキャリアガイダン
ス」。今年度は保護者の方も参加対象とし、「キャリアセ
ミナー」とリニューアルして始まりました。初めに弘大
生の就職状況について、続いて事前アンケートで希望が
多かった「公務員について」「大学院進学について」の
2点を中心にお伝えしました。
　公務員については様々な職種があることや採用試験の
概要やスケジュール、試験の対策などについて、大学院
進学については現役大学院生の先輩2人にリアルタイム
で参加してもらい、リアルな話が届けられました。大学
院進学については今年度から新しく追加した内容でした
が、この間希望する声が非常に多く、期待に応える第一
歩となりました。

SHAREA店　浅賀陸

開催目的開催目的

コロナ禍でなかなか聞くことができない「先輩の
話」が聞ける機会として、年6回実施予定の第1回。
民間就職・公務員・教員に加え、大学院進学・海
外留学といった幅広い進路選択について、お伝え
しました。

第1回
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　「食堂への要望」「生協の情報について」というテーマのもと意見回収
を行いました。「食堂への要望」では、 Scorumの朝食メニューや営業時
間に対する意見や Horestのお昼過ぎ～夕方までのアイドルタイムでの
利用に対する意見を多く寄せてもらいました。
　「生協の情報について」では、生協のSNSでの情報や学生委員会のSNS
での活動に対する意見を寄せてもらいました。
　後期総代企画として「ねぷたinWinter～ねぷたをつ
くろう～」を行うことを説明し、ねぷたの紹介を行い
ました。また、ねぷたに親しみをもってもらうことを
目的として、ペーパークラフトねぷたの製作を行いま
した。短い時間でしたが、班内でペーパークラフトね
ぷた作りを楽しんでもらいました。完成した作品は今
後生協店舗に展示する予定です。

生協学生委員会　理工学部2年　佐田輝

開催目的開催目的

●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。
●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。

【開催日・参加数】
11月27日（土）　67家族139名
11月28日（日）　65家族125名　計264名

合格者と保護者さまへの説明会総 合 型 選 抜 試 験 Ⅰ

　２年ぶりの対面での合格者説明会に多くの新入生・保
護者が参加してくださいました。私たち大学生の先輩が
自身の大学生活の話や、大学生活を送るうえで準備が必
要なモノの説明を行いました。説明会終了後はScorum
で昼食、アパート見学、ミニサポートセンターに来場し
て大学生活アドバイザーからパソコンやミールの話を直
接聞いたりと、４月から始まる大学生活のイメージを膨
らませていただけたと思います。また、学生委員会は
「何でも相談」を行いました。多くの方が生活のことや

授業のことをたくさん質問して
いました。
　今後も説明会が予定されてい
ますが、新入生と保護者の方々
に弘前大学や生協のことを知っ
ていただくために、学生と職員
が一緒に頑張ってまいります。

大学生活アドバイザー　　
教育学部4年　竹谷もも香

開催日時：12月14日（火）　18：30～20：30
場　　所：大学会館2階Scorum
参加人数： 55名
　　　　（総代24名・学生委員24名・生協職員６名・大学職員１名）

REPセッション＃5
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12月の給付状況 たすけあいアンケートより

給付金額

1,820,000円

たすけあいアンケートより

「自分から車が見
えていても運転手

からは自転車や

歩行者が見えない
ことがあるので、

危険が潜んで

いることに注意し
て自転車に乗ったり

歩道を歩いたり

してください。」

（教育学部 2年　
交通事故　自転車

で走行中、

　駐車場から出て
くる車と衝突した

。

右下　・左膝打撲
傷　通院5日　共

済金10,000円）

　食堂Horestのメニュー「揚げ出し豆腐」です。
　実はこのメニュー、現在提供していないメニューですが一言カードによっ
て12月の3日間復活しました。
　一言カードには、入学式前の3月に北海道から車で10時間近くかけて来
た時に食堂でお父さんと食べた事、その時のお父さんの懐かしむように食べ
る横顔が忘れられないという事、要望ではなく学食に対し感謝の声という事
が書かれていました。
　「おいしい」「ありがとう」という言葉は魔法のようです。その一言で職員
みんな笑顔になります。元気になります。もし気に入ったメニューや嬉し
かった事があれば一言カードでお知らせください。届いたその日はいつもよ
りちょっと元気な生協かもしれません。（SHIMO）

編集後記編集後記

　昨年2021年は年末年始に大寒波がありたくさんの
学生の方が被害に遭った「水道管凍結」とそこからの水
漏れ被害。
　被害が無くなるよう、最小限で済むように今季も11月
から呼びかけを始めました。
　初めて「水抜き」をする学生へ指導をしたり、サイネー
ジ（Cerisier・SHAREA）で呼びかけを配信しています。

　また、住まいのお店Sumicaでも学生と一緒にTwitter（スミ
カリくん @sumai6）から毎日予想最低気温を配信しています。
被害がでると水道が使えなくなり生活ができなくなることも。
安心して大学生活を送るためにも「予防」は大切です。

病気入院 4件
病気手術 1件
事故入院    6 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 1件
こころの早期対応 4件
父母扶養者死亡 0件
借家人賠償 0件

　　　計 28件

水道管凍結防止「水抜き」を呼び掛けています水道管凍結防止水道管凍結防止「「水抜水抜きき」」をを呼呼びび掛掛けていますけています水道管凍結防止「水抜き」を呼び掛けています

＊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。

腿
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