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明けましておめでとうございます 
 

 

宮城県生協連会長理事    齋 藤  昭 子   
                 （みやぎ生活協同組合理事長） 
               
 

 

 
2010 年 12 月、内橋克人さん

の記念講演を特集とした「宮城

県生協連創立 40 周年記念誌」

を発行しました。ぜひ、ご一読

をお願いします。 
2010 年、引き続き「食品の安

全」を確保する重点課題に取り

組みました。商品検査の充実、

重大商品事故の兆候を見逃さな

い仕組みづくりの強化、地元

産・国内産食品の取り扱いの拡

充です。日本生協連との商品事

故情報共有化のデータベース

「クイックプロ」は、苦情情報

連携生協が全国的に拡大し、一

層の予兆把握のスピードアップ

と重大性判断を共有できるよう

になりました。 
宮城県内と東北地方の素材を

原料にした加工品の開発・普及

は、他の協同組合・生産者、食

品メーカーや卸業者さんとの提

携によって積極的に取り組まれ

ました。産直の豚･鶏肉･鶏卵向

け餌に飼料用米を導入、店舗の

野菜くず堆肥使用の地域循環米、

県産小麦粉・県産米粉・県産大

豆の加工品、地産地消のお酒等、

これらの取り組みは、地域の食

産業を元気にし組合員の期待に

も応えられるもので、社会的に

も大きな関心を集めました。 
政府は TPP（環太平洋戦略的

経済提携協定）について、「関係

国と協議を開始する」ことを決

めました。農水省の試算、宮城

県の試算をみると、TPP 交渉参

加の問題は、食料自給率の向上、

安全な農畜水産物の供給、産

直・地産地消の推進等を生産

者・生産者団体と共同の取組み

をすすめてきた生協にとっても、

大きな影響のある問題と考えま

す。私たちは、宮城県協同組合

こんわ会に結集し、「TPP 交渉

に反対する署名」に取り組みま

す。 
生協の事業と活動は、よりよ

き生活と平和のために多岐にわ

たっています。消費者の権利を

守る運動、灯油の安定供給と適

正価格の実現を求める運動、憲

法九条を守り生かし、核兵器廃

絶への草の根の活動、消費税率

の引き上げを止めさせる運動、

医療・介護保険制度等社会保障

制度の充実をもとめる運動、災

害時の緊急物資協定に基づく訓

練、等々です。 
2011 年は、国連が定めた

2012 年の「国際協同組合年」に

向けて、協同組合間連帯の一層

の発展をめざし、よりよいくら

しを実現する活動をすすめてま

いります。本年もよろしくお願

い申し上げます。 

 

年頭のごあいさつ 



宮城県生協連の活動 

 

 

 

● 宮城県生協連第４1回通常総会（2010 年度）第 4回理事会報告 

 
第 4 回理事会は、11 月 16（火）

午後１時 30 分よりフォレスト

仙台５階会議室において開催さ

れ、理事 9 人、監事 3 人、顧問

1 人、オブザーバー１人が出席

しました。 
議長に齋藤昭子会長理事を選

出し、議事に入りました。 
【協議事項】 

１. 2010 年度宮城県知事懇談会

の開催について、野崎和夫専

務理事より提案があり、協議

しました。 
2. 2010 年度政党懇談会の実施

について、野崎和夫専務理事

より提案があり、懇談テーマ

等協議しました。 
３. 2010 年度消費生活協同組合

役員研修会について 野崎和

夫専務理事より提案があり、

協議しました。「消費者行政

の充実強化について」をテー

マの候補として具体化するこ

ととしました。 
【専務理事専決事項の報告】 

１. 2010 年度冬灯油暫定価格決

定の件について、野崎和夫専

務理事より報告があり、質疑

の後、全員異議なく了承しま

した。 
２. 2010 年度夏灯油精算価格お

よび割戻し決定の件について、

野崎和夫専務理事より、1 缶

当り 1467 円とし、1 ㍑当り

0.5 円の割戻しを行う旨の報

告があり、全員異議なく了承

しました。 
【報告事項】 

１. 上半期経営状況および業務

報告、2010 年度宮城県生協組

合員集会開催報告及び 40 周

年記念誌発行計画について、

野崎和夫専務理事より報告が

あり、全員異議なく報告を了

承しました。 
２. 灯油関連報告および「消費税

率引き上げに反対する団体署

名」への賛同報告について、

加藤房子常務理事より報告が

あり、質疑の後、全員異議な

く報告を了承しました。 
３. 宮城県・仙台市消費生活審議

会について、加藤房子常務理

事より報告があり、全員異議

なく報告を了承しました。 
４. 宮城県協同組合こんわ会活

動報告、消費者行政の充実強

化をすすめる懇談会みやぎ活

動報告、相談員養成事業実施

業務委託応募結果報告、平

和・憲法九条関連報告、日本

医療福祉生協連の設立と医療

生協の日本生協連脱退報告、

および 2010 年度消費生活協

同組合等指導検査について、

野崎和夫専務理事より報告が

あり、全員異議なく報告を了

承しました。 

 

● 2010 年度冬灯油暫定価格の改定について 

 
仕入価格の高騰により、生協冬

灯油の暫定価格を、１月３日(月)

配達分より「お任せ給油」１㍑ 88.0

円、「個缶価格」１㍑89.0円に改定

しました。 

１１月より続く仕入価格の高騰に

対し、このままの価格で供給を継

続することが困難になったためで

す。シーズン末で、モニター調査

価格が安かった場合は、割戻しを

実施します。 

 
対象期間   10 月 4 日～12 月 31 日 1 月 3 日より 

暫定価格   1 缶 18 ㍑ １㍑ 1 缶 18 ㍑ １㍑ 

お任せ給油価格（税込） 円 1,404 78.0 1,584 88.0 

個缶価格（税込） 円 1,422 79.0 1,602 89.0 



環境のとりくみ 
 

 

 

 

● 平成 22 年度東北地方灯油懇談会報告 

 
11 月 9 日（火）ホテル法華ク

ラブ仙台 1 階ハーモニーホール

において、東北経済産業局の主

催による「平成 22 年度東北地方

灯油懇談会」が開催され、宮城

県生協連の加藤房子常務理事が

参加しました。東北各県の消費

者団体・JX 日鉱日石エネルギー

東北支店・コスモ石油仙台支

店・全国石商連東北支部・全農

燃料部南東北石油事業所・石油

連盟・石油情報センター・学識

経験者・資源エネルギー庁・東

北経産局から、委員 16 人が参加

しました。 
石油流通を巡る情勢、灯油需

給、灯油価格、東北地域の石油

製品需給状況についての報告が

あり、その後、懇談・質疑があ

り意見交換が行なわれました。 
加藤常務から、宮城県生協連

の灯油配達事業の紹介と灯油対

策本部設置についての報告や消

費者団体からの質問等への回答

の他、石油元売会社と経済産業

省に対して要望の発言がありま

した。消費者団体からは「円高

差益が灯油価格に反映されてい

ないのはなぜか。」「市場連動

型の価格体系になってなおさら、

需要期に灯油価格の独歩高が懸

念される。」などの意見が出さ

れました。 
資源エネルギー庁の中村稔石油

流通課長から「ガソリンスタン

ドの減少に対しては、石油元売

会社や国、自治体等と今後検討

していく考えである。」との報

告がありました。  

 

● 東北６県の生協連で、東北経済産業局に家庭用灯油に関する要請行動を実施

11 月 17 日（水）東北６県の

生協連の代表が、東北経済産業

局に今冬の家庭用灯油に関する

要請行動を行ないました。 
いわて生協の磯田朋子常務理

事が要請書（後掲）を読み上げ、

今野巧課長に提出し懇談しまし

た。 
参加者からは、「収入が減少

し続けている中、灯油価格は１

㍑ 70 円以上の高値で推移して

いるため家計を圧迫している。」

「低所得者などへの灯油代の補

助を検討してほしい。」「空前

の円高にもかかわらず灯油価格

への反映が感じられない。」「現

在の灯油在庫量には不安がある。

出荷規制などによる価格の吊り

上げが行われないように、石油

元売などに対して監視・指導を

行ってもらいたい。」など、要

望が出されました。 
今野課長からは「需要期を前

に、東北の石油元売各社支店長

に対し、灯油の安定供給等に関

する要請を実施した。灯油代の

補助に関しては、何かできるこ

とがあるのか検討してみたい。」

との説明がありました。 

 

東 北 経 済 産 業 局 資 源 ･燃 料 課  今野巧課長、安部善嗣課長補佐、嶋田辰也総括係長 

参
加
者 

生  協  連  

いわて生協／磯田朋子常務理事、吉田京子委員 

宮城県生協連／齋藤昭子会長理事、野崎和夫専務理事、加藤房子常務理事 

みやぎ生協／木村孝共同購入商品本部燃料・家電グループ統括 

日本生協連北海道･東北地連／住吉登事務局長、斉藤浩輝事務局  

宮城県生協連の活動 



環境のとりくみ 

渡辺龍明課長（左）に要請書を手渡す

野崎和夫専務理事（右） 

要望書を手渡す 

岩手県生協連吉田敏恵事務局長（右） 

要望書を手渡す野崎専務理事（左）

 

 

 

 

● 宮城県に対して「灯油に関する要請書」を提出

  

  宮城県生協連では、12 月 7
日（火）宮城県に対し「灯油に

関する要請書」（後掲）を環境

生活部消費生活・文化課の渡辺

龍明課長に提出しました。 
要請項目に対して、渡辺課長

からは「灯油の量の確保と価格

の安定については、11 月 15 日

付で石油元売各社東北支店に対

し要望した。価格動向に関して

は、HP に公表している。」と

の説明がありました。また、保

健福祉部保健福祉総務課企画調

整第一斑の千葉弘行主幹兼企画 
員からは、「福祉灯油に関して

は、灯油価格の動向や社会情勢

をみながら対応したい。現状は、

市町村から要望は上がっていな

い。」との説明がありました。 
 参加者からは、「冬になると

灯油代が、家計を圧迫する。」

「介護福祉施設等への支援を考

えてほしい。」など要望が出さ

れました。要請行動参加者は、

齋藤昭子会長理事・野崎和夫

専務理事・加藤房子常務理事・

入間田範子常務理事（宮城県生

協連）、鳥田加奈枝理事・木村

孝統括・佐藤啓子（みやぎ生協）

でした。

 

● JX 日鉱日石エネルギー(株)東北支店に対して「家庭用灯油に関する要望書」を提出 

 

東北６県の生協連では、12 月

7 日（火）JX 日鉱日石エネルギ

ー（株）東北支店に対し「家庭

用灯油に関する要望書」（後掲）

を橋本伸也業務グループマネー

ジャー（副支店長待遇）に提出

しました。各要望項目について

資料に基づき、説明されました。 
参加者からは、「石油元売の企

業努力で、価格の安定化・安定

供給に貢献してほしい。」など

の要望が出されました。要請行

動参加者は、齋藤昭子会長理

事・野崎和夫専務理事・加藤房

子常務理事（宮城県生協連）、

吉田敏恵事務局長（岩手県生協

連）、斉藤浩輝（日本生協連）

鳥田加奈枝理事・木村孝統括・

佐藤啓子（みやぎ生協）でした。 

 

 

● 昭和シェル石油(株)東北支店に対して「家庭用灯油に関する要望書」を提出 

 

東北６県の生協連では、12 月

10 日（金）昭和シェル石油（株）

東北支店に対し「家庭用灯油に

関する要望書」（後掲）を石倉

利康企画課長に提出しました。

石倉課長から、各要望項目につ

いて、資料に基づき、説明され

ました。要請行動参加者は、齋

藤昭子会長理事・野崎和夫専務

理事・加藤房子常務理事（宮城

県生協連）、高橋朋子理事・木

村孝統括・佐藤啓子（みやぎ生

協）、斉藤浩輝（日本生協連・

東北地連）でした。 

宮城県生協連の活動 
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● 平成 22 年度第 2 回宮城県消費生活審議会報告

 

11 月 2 日（火）宮城県庁 11
階第 2 会議室において「平成 22
年度第 2 回宮城県消費生活審議

会」が開催され 11 人の委員が

出席しました。宮城県生協連か

ら、加藤房子常務理事が委員と

して参加しています。 
小泉保環境生活部長の挨拶の

後、議事に入りました。担当者

から、現「宮城県消費者施策推

進基本計画」の評価について、

平成 18 年度～21 年度までの 4
年間の取り組み内容の評価が報

告されました。 
続いて、次期「宮城県消費者

施策推進基本計画」の中間案に

ついて、主要重点推進項目に「市

町村消費生活相談体制の強化に

ついて」が新規で入ったことな

どの説明がありました。 
委員からは、「県の市町村に

対する消費者行政の司令塔とし

ての役割を明確にすべきではな

いか。」「高齢者の 1 人世帯・

2 人世帯が増えている。啓発や

教育など周知方法に問題はない

のか。啓発媒体は見てもらえる

ようなものにすることが重要で

はないか。」「現在の多重債務

に陥っている人たちは、年収が

200 万円以下の世帯が多く、し

かも要因が生活費や教育費のた

めということが、重大なことだ

と考える。多重債務の解決（債

務からの解放）だけではなく、

その後の生活再建についての方

策を明確にすべきと考える。」

などの意見が出されました。 
 最後に、特定商取引法違反の

訪問販売（アポイントメントセ

ールス）業者に対する業務停止

命令（6 ヶ月）を、宮城県が行

ったことの報告がありました。 
 宮城県生協連として、12 月

21 日付で意見を出しました。

（後掲） 
 

 
● 平成 22 年度第 3 回仙台市消費生活審議会報告 

 

11 月 5 日（金）仙台市役所本

庁舎 2 階第 4 委員会室において

「平成 22 年度第 3 回仙台市消

費生活審議会」が、委員 8 人の

参加で開催されました。宮城県

生協連から、加藤房子常務理事

が委員として参加しています。 
仙台市市民局市民協働推進部

の並河紋子部長の挨拶の後、議

事に入りました。 
担当者から、次期「仙台市消

費生活基本計画」（中間案）に

ついて、主に現計画における変

更点についての説明がありまし

た。新規の推進施策として、①

地域における消費者啓発の担い

手の育成・活動支援等として（仮

称）消費者啓発パートナーの育

成、②消費者被害の未然防止・

拡大防止として消費者安全法に

基づく消費者事故等の消費者庁

への通知及び市民への情報提供、

③関係機関等との連携の強化と

して宮城県や東北の各都市と連

携した消費者行政の充実強化を

盛り込んだことの報告がありま

した。 
委員からは、「担い手の育成

は消費者団体との連携が重要。」

「多重債務対策への行政の関り

は救済まで入れないとだめでは

ないか。」「障がい者は本人の

みならず、家族や周りの人たち

への啓発が重要。」等の意見が

出されました。 
今後のスケジュールについて、

第 4 回審議会の実施、11 月下旬

にパブリックコメントの募集実

施、平成 23 年 3 月策定を目指

すことの説明がありました。 
宮城県生協連として、12 月

27 日付で意見を出しました。

（後掲） 
 
 

 

消費者行政のうごき 



環境のとりくみ 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎは、安心して食生活・消費生活をおくれる環境を求めて、食品の安全行政、消費者行

政の充実強化を目指し、宮城県内の消費者組織の連携をはかり、消費者運動を促進することを目的として活動します。 【構成団体】 

宮城県生活協同組合連合会、NPO 法人仙台・みやぎ消費者支援ネット、主婦連合会仙台支部、宮城県地域婦人団体連絡協議会、宮

城県消費者団体連絡協議会、みやぎ生活協同組合、生活協同組合あいコープみやぎ、（財）みやぎ・環境とくらし・ﾈｯﾄﾜｰｸ（MELON） 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎの活動 

「みやぎ生協商品検査室パンフレット」より 

 
 

 

 

 

 

 

● 第 3 回食品の安全行政部会報告 

 
11 月 29 日（月）14 時より、

第 3 回食品の安全行政部会が、

フォレスト仙台 5 階 501 会議室

において開催され、10 人が参加

しました。 
はじめに、みやぎ生協商品検

査センターの食品安全検査の概

要について学習しました。みや

ぎ生協品質管理室の雫石清志課

長、検査センター佐藤洋子統括

からお話しいただきました。 
みやぎ生協の商品検査センタ

ーは、1997年12月に開設され、

現在 10 人の体制となっていま

す。検査目的は、自主基準及び

法基準の遵守状況を確認し、結

果を衛生管理や品質管理に

つなげることで組合員の皆

様に安心して利用できる商

品を提供できるようにする

ことです。実施している検査

は、①微生物検査、②理化学

検査、③海外製造加工食品の

残留農薬検査、④指定原材料

検査ということでした。 
次に、11 月 26 日（金）に

開催された宮城県の「みやぎ

食の安全・安心推進会議」に

ついて報告がありました。 
2011 年度～2015 年度の

「食の安全安心の確保に関

する基本的な計画（第 2 期）」

の概要、中間案にだされてい

るパブリックコメント（後

掲）と県の考え方、「みやぎ

食の安全安心県民総参加運

動」の今後の進め方、「みや

ぎ食の安全安心県民総参加

運動」あり方検討会の検討結

果、みやぎ食の安全安心消費者

モニターアンケート調査結果報

告、推進会議における今後の検

討内容とスケジュールについて

報告がありました。あり方検討

会の検討結果では、消費者モニ

ター活動内容（案）、みやぎ食の

安全安心取り組み宣言（改正案）

について報告がありました。消

費者モニター活動を、現在の状

況にあわせて変えていくことの

必要性等について協議しました。 
最後に、11 月 18 日（木）に

開催された第 15 回仙台市食品

安全対策協議会について報告が

ありました。 
2011 年度～2015 年度の「仙

台市食品の安全性確保に関する

基本方針」見直し案、食品衛生

モニター制度を改編したリスク

コミュニケーション推進制度、

2011年度仙台市食品衛生監視指

導計画（案）について、報告が

ありました。見直し案では、仙

台ＨＣＣＡＰ、庁内および関係

機関の情報共有、食品安全対策

協議会の設置と役割が明記され

たこと等が報告されました。 
食品衛生モニター制度を改編

した食品安全インタプリター制

度について、協議しました。
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収入別消費税額と収入にしめる割合
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● 消費税率の引き上げ反対の団体署名（210 団体分）を、内閣総理大臣・財務大臣・税制 

調査会専門家委員長宛に提出、県選出国会議員へ陳情しました

 

「消費税率引き上げをやめさ

せるネットワーク宮城」（以下、

消費税ネット）は、消費税率引

き上げ反対の声を政府や国会議

員に届けるため、今年度団体署

名に取り組みました。消費税ネ

ットに加盟している団体はじめ、

そこからのつながりで、210 団

体から署名をいただきました。

（後掲） 
署名は、菅直人内閣総理大臣、

野田佳彦財務大臣、神野直彦政

府税制調査会専門家委員長の３

人に対してのものです。 
12 月３日（金）消費税ネット

の世話人、加盟団体役員および

事務局 10 人が団体署名簿を持

って上京して、署名を提出し県

選出国会議員にも陳情を行って

きました。 
当日は、第 176 臨時国会閉会

日とあって、一日中、各種委員

会や各党代議士会議が開催され

ていたため、県選出国会議員と

面談・懇談できたのは、小野寺

五典衆議院議員と秋葉賢也衆議

院議員のお二人でした。 
消費税ネットでは、上京して

行なう陳情活動は、今年で 3 度

目で、団体署名は前回 2008 年

度の時よりも約 60 団体多い署

名数となりました。団体署名に

ご協力いただきまして、ありが

とうございました。 

 
参 加 者 所 属 

沼倉優子代表世話人 みやぎ生協（副理事長） 

伊藤貞夫代表世話人 宮商連（会長） 

千葉博恵理事、大村美智子理事、三浦久恵理事、國久暁課長 みやぎ生協 

小野寺基純専務理事 日専連宮城県連合会 

永澤利夫事務局長 宮商連 

野崎和夫専務理事、加藤房子常務理事 宮城県生協連 

 
 
 ≪資料≫ 2009 年 宮城県生協連「家計モニター」による年間消費税調べ 

左記の「家計モニター」による 2009

年年間の消費税調べでわかるよう

に、低額所得者の支払う消費税の

収入にしめる割合は、高額所得者

の約 1.6 倍の負担になっています。
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第２９回宮城県産直交流集会 全体会 

草野清信理事長のあいさつ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

● 第２９回宮城県産直交流集会を開催 

 
第 29 回宮城県産直交流集会

を、12 月８日（水）仙台国際セ

ンターにて、メンバー・生産者・

産消提携団体・生協職員の 1,305
人が参加して開催しました。 
来賓として、宮城県農林水産

部次長の髙橋正道さん、宮城県

農業協同組合中央会常務理事の 

佐藤純一さん、宮城県漁業協同

組合部長の武田美隆さんに出席

いただきました。 
開会あいさつで、宮城県産消

提携推進協議会会長の宮本弘専

務理事から、農業や地域経済を

破壊するTPP交渉への参加に反

対するとの立場を表明しました。

（後掲） 
全体会では、産直活動の中か

ら、特徴的な取り組みをされた

５人から報告がありました。 
共同購入東支部の七草木真奈

美さんからは、産地研修会で学

んだことを支部会議で発表し産

直品の普及活動に取り組んだこ

と。八幡町店エリアリーダー黒

河扶美子さんは、「消費者一人

一人が、普段買い物の時に何を

購入するかで、私たちの食の未

来が変わって行くことを自覚す

る必要があるのではないか。」

との報告には絶賛の感想が多数

寄せられました。 
各分科会会場での「TPP 交渉

参加に反対する」署名は、805
筆寄せられ多くの支持が寄せら

れました。 
（生活文化部課長 和賀恵治）

   
 

● 宮教大生協創立 40 周年 特別企画・記念式典を開催 

 

宮教大生協は、今年創立 40 周

年を迎えました。（創立 1970
年 12 月 12 日） 
これを記念して、組合員の皆

さんと 40 周年を祝う特別企

画・記念式典を、12 月 15 日（水）

に行いました。特別企画として

は、生協を利用したレシートで

投票する「大抽選会」（1,700
枚の投票がありました。1 等は

ディズニーランドペア券）、お

菓子のブラックサンダーのつか

みどり大会（参加費 100 円）、

懐かしのカレー100 円などに多

くの組合員が参加してくださり、

大いに盛り上がりました。   
一方記念式典には、宮教大の

高橋孝助学長・県生協連の齋藤

昭子会長理事をはじめ、100 人

の大学関係者、OB･OG のみな

さん、学生メンバー、生協関係

者が参加してくださり盛大に祝

っていただきました。その場で

は、懐かしい話を聞かせていた

だいたり、一緒に活動した仲間

との再会などもあって充実した

式となりました。 
学生組合員の生活そして就職

状況が大変厳しい中、宮教大生

協の使命である「学生の夢・目

標の発見・実現を応援します」

を再度重点として位置付け、次

の 10 年を目指したいと思いま

す。  （専務理事 田村孝夫） 

会員生協だより 

宮 城 教 育 大 学 生 協  

み や ぎ 生 協  
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講師の落合恵子さん 

見学の方々に芋煮汁をふるまいました 

「杜っこ」外観 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

● 「2010 Ｗａ！わぁ祭り 落合恵子さん講演会」開催 

 

11 月７日（日）仙台国際セン

ターを会場に「2010Wa!わぁ祭

り」を開催しました。あいコー

プみやぎ初めての屋内開催のお

祭りです。 
 オープニングイベントは、落

合恵子さんをお迎えし「命の感

受性…ひとりひとりが主役の社

会に」と題し、お話を伺いまし

た。ご自身のお母様との暮らし

や介護のこと、平和への思いの

こもったお話に、来場者からは

「自分に置き換えながら聞き涙

が出ました。」「感動しました。」

との声をいただきました。 
 今年のお祭りは「ようこそ！

あいコープへ～あいぶらんどを

みんなの手で～」をテーマに、

あいコープらしさを前面に出し

て開催しました。 
会場のあちこちで、生産者と

来場者が声を掛け合う場面が見

られ、組合員からは「あいコー

プの商品が身近に感じられる。」

との感想が、生産者からも「自

分の商品のアピールができた。」

との感想がありました。2,000
人を超える方々に来場いただき、

活気のあるお祭りになりました。 
（担当理事 斎藤郁子） 

   

● 八乙女放課後児童デイ「杜っこ」開設 

 

宮城県高齢者生活協同組合で

は、障がいをもつ小学生に放課

後の送迎と療育を提供する児童

デイサービス「杜っこ」を 10 月

１日（金）に開設しました。 
スタッフ一同、ご近所や近隣

の学校へあいさつするところか

らはじまり、まずは「杜っこ」

の存在を知っていただこうと毎

日奔走しながら取り組んできま

した。しかし、児童館の存在は

誰もが知っていても、放課後児

童デイサービスという名称自体

が知られておらず、また介護保

険制度の歴史より長いはずだっ

た世界と思い入ってみると、ど

こか片隅に置かれていた場面を

感じたり、さびしい気持ちにな

って帰る日もありました。 
そんな中でも、11月 23日（火）

に、第 1 回見学会を開催するこ

とができ、多数の皆さま子供さ

んにお出かけいただきました。

バザー品提供など地元の方々の

ご協力もいただきました。 

まだまだこれからではありま

すが、地域とともに、ご家族が

安心して子供さんと向き合うこ

とができるよう、子供さんの成

長にゆっくり歩幅をあわせて

「杜っこ」は歩いていきたいと

思っています。 

（ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 橋口妙子） 

会員生協だより 

宮 城 県 高 齢 者 生 協  

生 協 あ い コ ー プ み や ぎ  
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三浦秀一副知事（右側） 奥山恵美子市長（左側）

東北楽天ゴールデンイーグルスの選手とのトークショー 

牧田選手（左側から 2 番目）鉄平選手（左から 3 番目） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
● 労働者福祉協議会で「勤労者福祉に関する要請書」を、宮城県と仙台市に提出 

 
宮城県労働者福祉協議会では、

勤労者福祉に関する要請を、宮

城県および仙台市に対して行い

ました。 
 11 月 22 日（月）に県庁にお

いて、「勤労者福祉に関する要請

書」を、山崎透会長から三浦秀

一副知事に手渡しました。また、

11 月 29 日（月）仙台市役所に

おいて、「勤労者福祉に関する要

請書」を奥山恵美子市長に手渡

しました。 

 融資制度の周知、灯油購入の

助成、地方消費者行政の拡充、

介護事業、特別養護老人ホーム

の施設整備等について、要請を

行い回答をいただいています。

（後掲） 

 
 

● 「県産県消の魅力体験『第 7 回おにぎりフォーラム』」報告 

 

 12 月 5 日（日）みやぎ生協文

化会館ウィズにおいて、宮城県

協同組合こんわ会の主催「県産

県消の魅力体験『第 7 回おにぎ

りフォーラム』」が開催されまし

た。応募により招待された 220
人の親子が参加しました。 
 このフォーラムは、宮城県内

にある「山の幸・海の幸・里の

幸」が「現代にとって必要で豊

かな食材」であることの理解を

広げ、また、その豊かさへの感

謝の気持ちや愛着心を育み、県

産県消を奨励することを目的に

開催されました。 
 フォーラムは、タレントの本

間秋彦さん、野菜ソムリエの真

野みづほさんの司会で行われ、

第 1 部では、東北楽

天ゴールデンイーグ

ルスの鉄平選手、牧

田明久選手を招いて

のトークショー、田

んぼの生きもの、里

山と海が環境的につ

ながっていることを

学習する紙人形劇、

応募があったアイデ

ィアおにぎりの実演

が行われました。 
 第 2 部では、鉄平選手、牧田

選手もまじえて、全員でおにぎ

り製作が行われました。ご飯に、

具となるしらす、大根葉、梅、

昆布、鮭をいれて、みんなでつ

くりました。 
 参加者は、野球選手と一緒に

おにぎりを作り、食べることで、

お米のおいしさを楽しく実感す

る機会となりました。そして、

「宮城県では自然にやさしい米

づくりをしてきたから、田んぼ

に生きものが増えてきた」「豊か

な海のためには、手入れのゆき

とどいた山が大切」「山や川、田

んぼがつながって町の人に水を

供給したり、洪水から守ってい

る」ということを、認識する機

会にもなりました。 
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同のとりくみ    

   

 
● 「TPP 交渉参加に反対し、農業と地域を守る宮城県民集会」報告 

 

12 月 15 日（水）東京エレク

トロンホール宮城大ホールにお

いて、「TPP 交渉参加に反対し、

農業と地域を守る宮城県民集

会」（主催：JA 宮城中央会、共

催：宮城県協同組合こんわ会）

が開催され、各構成団体、農協

などから 1,500 人の参加者があ

りました。宮城県生協連からは、

組合員、職員など約 70 人が参加

しました。 
 はじめに、JA 宮城中央会の菅

原章夫副会長から「TPP 交渉は、

農林水産業の崩壊と食料自給率

の大幅な低下を招き、地域経済、

地域社会そのものを破綻させる

ものであり、県民運動として、

交渉参加には断固反対していか

なければならない。」と開会の挨

拶がありました。 
 続いて、JA 宮城中央会

の佐藤純一常務理事から

TPP 交渉をめぐる情勢や

問題点についての報告が

ありました。 
 各共催団体の意見表明

があり、宮城県生協連の齋

藤昭子会長理事からは、「TPP 参

加の問題は、農林水産業従事者

だけの問題ではない。組合員に

安全・安心な産直品を提供して

くれている生産者を守ることが、

私たちにとっても重要である。

会員生協とともに、反対の立場

で運動していく決意である。」と

の意見表明がありました。 
 その後、来賓として宮城県と

県選出国会議員から挨拶があり

ました。最後に、「TPP 交渉参加

に断固反対する特別決議」が満

場の拍手で採択され、集会が終

了しました。 
 集会後、参加者全員で街頭ア

ピール行進を行いました。小雪

の舞うこの冬一番の寒さの中、

参加者たちは「TPP 交渉参加に

断固反対!!」「国民の食の安全を

守れ!!」「食料自給率を上げろ!!」
と声を上げて訴えました。 
宮城県生協連としては、TPP

交渉参加の問題は生産者だけの

問題ではなく、消費者にとって

も大きな影響のある問題と考え

ています。 
国民の食糧安全保障を担保す

るとともに、食料自給率の向上、

安全・安心な食料の供給、農林

水産業が果たしている地域経

済・社会・雇用の安定、国土保

全機能の維持など多面的な機能

を確保するうえで、今回の TPP
交渉参加は看過できない問題と

考え、協同組合こんわ会のとり

くみに結集し、TPP 反対の運動

に参加しています。 
会場の様子と意見表明する齋藤昭子会長理事（右上） 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
● 大学生協仙台会館へのＬＥＤ照明導入を開始しました 

 

東北事業連合は東北 6 県の大

学生協の連帯組織であり、仙台

会館はその拠点となる施設です。

就職活動を行う学生向けの講座

なども開催しており、各地の生

協職員、学生委員以外にも多く

の一般学生が訪れます。 
東北事業連合では 2009 年に

環境方針を定め、2010 年 1 月

28 日に環境マネジメントシス

テム「みちのく環境管理規格認

証機構」の認証を受けるなど、

環境への取り組みを積極的に進

めています。その取り組みの一

環として仙台会館に LED 照明

を導入することを決めました。 
切替初年度として、会館入口、

２階会議室ロビー、各階の通路

の照明を切り替えました。更に

通路には人感センサーを設置し

て、人がいないときは消灯する

ようにしました。 
 変更箇所に限定すると消費電

力はおよそ３分の１になりまし

たが、切替箇所が小規模なため、

仙台会館全体の消費電力の削減

には大きく貢献できていません。

今後も LED 照明の導入を継続

する予定です。 

（経理・総務部 工藤光彦） 

                        
 
 
 
 
 

● 平成 22 年度「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議民生業務部会報告 

 

 11 月 10 日（水）県庁 13 階

環境生活部会議室において、平

成 22 年度「ダメだっちゃ温暖

化」宮城県民会議民生業務部会

が、12 人の部会員が参加し開催

されました。 
 後藤康宏環境政策課長の挨拶

のあと、部会長・副部会長の選

出について協議し、引き続き部

会長に宮城県生協連の加藤房子

常務理事、副部会長に日本チェ

ーンストア協会東北支部の中野

俊昭事務局長が務めることにな

りました。その後、「（仮称）

宮城県地球温暖化対策地方公共

団体実行計画（区域施策編）」

の骨子案の概要についての説明

がありました。 
 宮城県は 2004 年 3 月策定の

「宮城県環境基本計画」で、温

室効果ガスの削減目標を 2010
年県民 1 人当り 1990 年比で

2.4％削減としましたが、毎年増

加していることを踏まえ、今後

の目標設定を「1 人当りの削減

目標」とするのか「総量削減目

標」とするのかを検討中です。 
今年度も、地球温暖化防止に

係る普及・啓発に加え、県民の

自主的・積極的な取り組みの推

進を図ることを目的として、

『「ダメだっちゃ温暖化」宮城

県民会議フォーラム 2011』を開

催することの報告があり、全員

了承しました。 
 

生協の環境活動は、生協組合員の活動や事業における取組みを通して、環境負荷の軽減と省エネルギー、省資源、リサイクルなどの

環境保全型社会づくりに貢献していきます。組合員のライフスタイルの見直し、生産から流通・消費・廃棄までの製品のライフスタイル

の各段階における環境負荷の低減等をすすめます。 

環境のとりくみ 環境のとりくみ 

大 学 生 協 東 北 事 業 連 合  

「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議 



わたくしたちは、「平和とよりよき生活のために」という生協のスローガンに基づく取り組みを行います。唯一の被爆国の国民として、核

兵器廃絶を訴えるとともに、戦争放棄をうたった憲法 9 条を含めた日本国憲法のよさと大事さを学び、話し合い、多くの人々が平和を守

るネットワークへ参加する活動を広げていきます。 

環境のとりくみ 平和のとりくみ 

講師の竹本成德さん 

「呼びかけ人会議」 

後藤東陽（写真家）＝代表／安孫子麟（元
東北大学教授）／稲垣達也（ピアニスト・作
編曲家）／河相一成（東北大学名誉教授）
清藤恭雄（弁護士）／齋藤昭子（宮城県生
協連会長理事）／勅使河原安夫（弁護士）
戸枝慶（仙台 YWCA 理事長）／樋口晟子（元
東北福祉大学教授） 

講師の水島朝穂さん 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 「憲法９条と沖縄 宮城集会 2010」報告

 

11 月 21 日（日）「憲法 9 条と

沖縄宮城集会 2010」が、仙台国

際センターにおいて開催されま

した。「宮城集会」呼びかけ人会

議が主催し、600 人が参加しま

した。普天間基地の問題が、沖

縄だけでなく日本の政治の焦点

に浮上しています。 
第 1 部では、音楽の力で平和

を語りかけている稲垣達也さん

のピアノ演奏がありました。 
第 2 部では、早稲田大学法学

学術院教授水島朝穂さんから、

「オキナワと憲法―その原点と

現点」と題して講演いただきま

した。 
参加者からは、「憲法 9 条と

沖縄の現況、歴史がわかりやす

く講演され、とても聞きやすく

興味がもてた。」「平和の大切さ、

憲法 9 条の大切さ、みんなで草

の根運動が必要だと改めて感じ

ました。」といった感想が寄せら

れました。 
 
 

● 平和講演会「なくすのはいま～核兵器のない世界へ～」開催 

 
みやぎ生協平和講演会「なく

すのはいま～核兵器のない世界

へ～」が、12 月 9 日（木）エル

パーク仙台で開かれ、150 人が

参加しました。 
「さいごのトマト」の著者の

竹本成德さん（元コープこうべ

理事長、元日本生協連会長）が

「ヒロシマをわたし自身のこと

ばで」と題して、ご自身の被爆

体験を話されました。竹本さん

たち修道中学校 2 年生が、勤労

奉仕に行くときに被爆したこと、

竹本さんのお姉さんの被爆体験

では、お姉さんの火傷がひどく

大好きだったトマトの汁を飲ん

だ後に亡くなったことなどを紹

介し、「地獄でした。二度とあっ

てはならない」と話しました。

そして、古川第一小学校の石川

君の吉野賞を受賞した作文「『さ

いごのトマト』を読んで」や、「さ

いごのトマト」再刊につながっ

た小学生の手紙のことを紹介し、

次のように話しました。「子ども

たちは、ヒロシマを知ることで

戦争や核兵器をなくするために

できることを一つずつやりたい

と言ってくれる。立派な継承で

す。戦争をなくし、核兵器は使

ってはならないという人間の理

性と子どもたちの素直な心に期

待しています。『未来を信じよう 

理念のあるところにだけ 人間

は努力する』」と結ばれました。 
（生活文化部 佐藤修司） 

み や ぎ 生 協  

「 宮 城 集 会 」 呼 び か け 人 会 議  



食育は、自らありたい姿をめざし、個人や集団で学ぶものだと思います。また、食育を実践する場合は、食事と食生活

を正しく理解できる知識とスキルを身につけ、それを実現できる「食の環境」を創り上げることが大切です。食育を実践し

ていくにあたって、生協も率先して役割を発揮していきます。  

環境のとりくみ 食育のとりくみ 
 

 

 

 

 

 

 

● 平成 22 年度第 3 回仙台市食育推進会議報告 

 

10 月 29 日（金）仙台市役所

本庁舎２階第１委員会室におい

て、「第 3 回仙台市食育推進会

議」が、委員 16 人の参加で開催

されました。宮城県生協連から

は、野崎和夫専務理事が委員と

して参加しました。 
議題は、「次期・仙台市食育推

進計画」中間素案についてでし

た。 
基本目標として、「食べる力を

みんなでアップ！～みんなでお

いしく楽しく食べよう～」と設

定し、推進の柱として①食を通

じた健康づくりを実践しよう、

②地域の食文化を伝えあおう、

③地産地消をすすめよう、④食

を選ぶ確かな目を持とう、とし

ました。関係主体の取り組みを

含めて意見を交換しました。 
今後、市民からのパブリック

コメントを経て、決定していく

予定です。 

  
● 平成 22 年度第２回宮城県食育推進会議報告 

 

11 月 2 日（火）県庁行政庁舎

9 階第１会議室において、平成

22年度第２回宮城県食育推進会

議が委員 16 人の参加で開催さ

れました。宮城県生協連からは、

加藤房子常務理事が委員として

参加しました。 
 報告事項として「ジュニア」・

「シニア」各ワーキング部会の

協議内容について、各部会長か

ら報告がありました。「ジュニ

ア」部会からは、課題として、

肥満・痩身の傾向があること、

朝食の欠食率が高いこと、学校

給食への地場産物の利用率を高

めること、各家庭における食育

の推進の具体化などがあること

を受け、県・家庭・学校・地域

のそれぞれでの取組みの推進内

容が説明されました。 
「シニア」部会からは、課題

として、30 歳以上男性・40 歳以

上女性の肥満者の割合増、メタ

ボリックの傾向、１人暮らしが

始まること、育児、次世代への

食文化の伝承などがあることを

受け、取組みの方向性として、

県・家庭・学校・地域のそれぞ

れでの推進内容が説明されまし

た。 
協議事項として、第２期宮城

県食育推進プラン（中間案）に

ついて、計画期間は、平成 23 年

度から27年度までの5年間とし、

基本目標をより具体的にするた

めに、新たに行動目標を掲げた

ことや、重点施策 1～5 について

の説明があり、「日本型食生活」

の実践促進の記述の追加など、

ライフステージに応じた食育の

取組みについての説明が事務局

担当者よりありました。 

その後、各委員から「宮城県

らしい食作りの担い手の育成の

項目を追加してはどうか。」「日

本型食生活の実践や郷土料理な

どを、次世代へ伝承していくた

めには、経験豊富な方々の知識

と協力が必要。そのためには、

登録制にして各地域や学校等へ

出前講座などで普及できる形式

を整えることが必要だと考え

る。」など意見が出されました。 
 今後のスケジュールについて、

11 月中旬に県民へのパブコメ募

集を行い、来年 1 月下旬の第 3
回推進会議に最終案を報告する

ことの報告がありました。 



地産地消とは、もともと地域で生産されたものをその地域で消費することを意味する言葉です。さらに、消費者の食料に対する安全・安

心志向の高まりなどを背景に、地域の消費者ニーズに即応した生産と、生産された農林水産物を地域で消費しようとする活動を通じ

て、生産者と消費者が結びつく取組みであり、これにより、消費者と生産者とが『顔が見え、話ができる』関係で、地域の農林水産物・

食品を購入する機会を提供するとともに、地域の農林水産業と関連産業の活性化を図っていくものです。 

環境のとりくみ 地産地消のとりくみ 

産直豚生産者→ 

 

 

● 飼料用米の生産と利用の拡大について              

  

今年 10 月１日の臨時国会冒

頭の所信表明演説で、菅直人総

理大臣は TPP（環太平洋戦略的

経済連携協定）への参加を検討

するとともにアジア太平洋自由

貿易圏の構築を目指すことを表

明しました。政府は、TPP 交渉

開始は「輸出増での景気回復」

「国際競争力強化」等を強調し

ていますが、関税撤廃による国

内農業などへ与える甚大な影響

への対応、国内農業の基盤維持

や地域社会・経済の存立をどう

していくのかなど国民の大きな

不安に答えていません。 
みやぎ生協は、第 29 回総代会

(2010 年６月 15 日)で、「顔と暮

らしの見える産直」や「地産地

消」の取り組みをすすめ、日本

の食料・農業を守り、食料自給

率を向上させることを決議して

います。TPP はこのメンバーの

共通の思いに真っ向から反する

ものです。 
 

さて皆さんは、豚

肉や鶏肉、鶏卵の食

料自給率をご存知

ですか。日本の食

料自給率は 40％と

いうのは広く知ら

れていますが、こ

れはカロリーベース自給率とい

う計算をしています。豚肉で見

てみますと、国内生産の豚肉は

53％ですが、この豚が食べてい

るエサの自給率は 9.7％です。カ

ロリーベース自給率というのは、

品目自給率×エサ自給率で計算

されますので、品目別自給率

0.53×エサ自給率0.097＝0.05と

なります。すなわち豚肉の自給

率は５％しかありません。同様

に鶏肉は７％、鶏卵９％と驚く

ような数字になっています。 
みやぎ生協では昨年春から、

産直畜産物に国産の飼料用米を

加える取組みを行ってきました。

10 月 21 日（木）取扱い以降の

産直豚肉、産直鶏肉、産直卵は

すべて飼料用米を加えた飼料を

与えたものに切り替わっていま

す。一年間の産直畜産物への飼

料用米の使用重量は 543 トンで、

水田に換算すると 100 ヘクター

ル（30 万坪）を超え「クリネッ

クススタジアム宮城」の約 77 個

分の面積に相当します。売場で

も「産直豚は、おいしい国産の

お米を食べています」と表示を

しています。 
減反が増えている中での飼料

用米の生産と積極利用は水田の

維持に直結し、農家を守り食料

自給率向上と環境保全に貢献で

きることになります。 
（産直推進本部事務局長  

沼沢美知雄）

  
   
   

み や ぎ 生 協  

平成 22 年 みやぎ食料自給率向上県民運動キャッチフレーズ 

 最優秀賞 「ちょっとだけ 地元びいきの お買いもの」 

 優 秀 賞 「将来へ おいしいみやぎ つたえよう」 

「豊富だね 食べるよつくるよ 宮城産」 



私たちは、いつでも、だれでも安心して暮らせる社会をめざしています。介護が必要な人にとって、体のケアだけではなく、心のケア

も念頭においた利用者本位のケアプランが作成され、安心して介護サービスを受けられることが最も大切です。私たちは、知恵と力を

合わせ、良質な介護サービス提供と健全な事業運営のためにいっそうの研修にはげむとともに情報を共有しネットワークをひろげ、も

って要介護者と介護者の人権擁護（尊重）、地域住民の福祉向上に資することを NPO 法人介護サービス非営利団体ネットワークみや

ぎ（介護ネットみやぎ）の目的とします。 

環境のとりくみ ＮＰＯ法人 介護サービス非営利団体ネットワークみやぎの活動 

実務担当者会議の拡大学習会の様子 

 
 

 

 

 

 

 

 

● 介護保険制度の改善にむけた提言作成、実務担当者会議に報告 

 

介護保険制度がはじまって 10
年。介護サービスの利用者は、

当初の 2.7 倍に当たる約 400 万

人に増えました。 
65 歳以上の介護保険料は、全

国平均額月額 2,911 円から

4,160円と1.4倍にも上昇してい

ます。 
特別養護老人ホームの待機者

は、宮城県においても１万人を

超えています。認知症や寝たき

りの要介護者にとって、24 時間

介護サービスを受けることが必

要ですが、サービスを提供する

介護事業所は極めて少なく、利

用料負担も重くなるなどの厳し

い現実があります。2025 年には、

現在の２倍以上の介護職員が必

要とされています｡人材確保の

ために、さらなる給与を引き上

げることができる報酬改定が必

要です。 
2010 年 11 月、社会保障審議

会介護保険部会に

おいて、『介護保険

制度の見直しに関

する意見』がまと

まりました。 
この『意見』は、

多くの項目が両論

併記という、異例

のものですが、厚

生労働省がめざす

介護保険の改定の

方向は明らかです。この『意見』

の検討の主題が財源の確保にあ

り、このような改定では介護を

必要とする人が､負担増からサ

ービスの利用を控えることが懸

念されます。制度の見直しにお

いても、わかりづらいといわれ

ている制度がより一層複雑にな

るのではと懸念され、改悪と言

わざるをえません。国民は今回

の介護保険制度の改定により、

介護の社会化をより一層すすめ、

制度をわかりやすいものにする

ことを求めているのです。 
2012 年度介護保険改定にむ

けて、介護ネットみやぎに参加

する団体会員にアンケート実施

し、提言の準備をしてまいりま

した。15 団体会員に所属するケ

アマネジャー177 人に送付し、

13団体 124人から回答がありま

した。ケアマネジャーのアンケ

ートから、介護の現場、高齢者

の生活の厳しさがひしひしと伝

わってきました。 
このアンケートを基に、介護

ネットみやぎは、いつでも、だ

れでも安心して暮らせる社会、

安心して利用できる介護保険制

度の改善にむけた提言を作成い

たしました。（後掲）この提言は、

理事会で確認後、12月 16日（木）

の実務担当者会議及び拡大学習

会において報告し、私たちがめ

ざす介護保険制度とするために、

厚生労働大臣に提出するほか、

県内選出国会議員に送付、政党

懇談会にて紹介するなどの活動

を進めていきます。 
（事務局長 入間田範子） 



ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基金）は、世界の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。個人、団体・企業、学

校などからの募金と世界各国の政府からの拠出金によって、150 以上の国と地域で教育、保健、水と衛生、栄養、保護等の支援活動を

行っています。日本ユニセフ協会宮城県支部は 1995 年に設立され、会員数は一般・学生 233 人,団体 4 です。 

環境のとりくみ （財）日本ユニセフ協会宮城県支部の活動 

パネル展の様子 

©日本ユニセフ協会/2010/Kaneko

ソマリアを視察するアグネス大使 

ソマリアの国土は日本の約 1.8 倍、人口

893 万人。子どもの人口は 456 万人
（51％）、5 歳未満児死亡率は出生 1000

人あたり200人（日本は4人）で、世界で 4

番目に高い死亡率の国です。 
避難民キャンプの子どもたちが基礎教育を

受けられ、未来への希望と生きる力を身に

付ける機会を提供することをめざし、ユニ
セフは活動しています。 

「ソマリア教育募金」を展開中です。 

 

只今、「地球のステージ」参加者 募集中！ ☆☆☆ 

http://www.e-stageone.org/kawanobe/zisyukikaku-new-hp/bangaitirasi.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

● パネル展 「立ち上がる女性たち～忘れられた国・ソマリア」をリレー開催 

 
1998 年の就任以来、毎年世界

各地のユニセフの現場を訪れ、

一般のメディアではあまり伝え

ることのない世界の子どもたち

の状況を日本に伝え、支援を訴

えてきたアグネス・チャン日本

ユニセフ協会大使。 
13 回目の視察となる今回は、

アフリカ大陸の最東部、「アフリ

カの角」と呼ばれる“ソマリア”。
2010 年 2 月、ソマリア第 2 の都

市ハルゲイサを訪れました。20
年以上続く干ばつ、無政府状

態・・・。360 万人以上が人道

的な緊急事態にいるとされなが

らも、国際社会から“忘れられた

国”ソマリア。長い間の“無政府状

態”によって、基本的な社会サー

ビスが崩壊してしまったこの国

では、女性や子どもたちが非常

に厳しい状況におかれています。 
子どもの 5 人に１人は 5 歳ま

で生きることができません。150
万人以上が避難生活を余儀なく

されていますが、避難民キャン

プには国際社会の支援も届きに

くく、子どもたちの教育や医療

を受けられる機会も限られてい

ます。多くの子どもたち（特に

女の子）が学校を途中でやめて

しまいます。また、教師の不足

も深刻な問題となっており、有

望な人材がいても、給与を支払

えなかったり、きちんとした研

修を行うことができず、教

師の育成が困難な状況が

続いています。 
 日本ユニセフ協会は、ソ

マリアの現状と自らの手

でより良い社会を築こう

と奔走している女性たち

やそこに生きる子どもた

ちの姿を、36 枚の写真パ

ネルに作成し、全国展開してい

ます。撮影はフォト・ジャーナ

リストの新藤健一氏。みやぎ生

協こ～ぷ委員会との共催で、9
月 22日～10月 31日まで県内各

地（みやぎ生協文化会館ウィズ、

白石店、加賀野店、愛子店、柳

生店）でパネル展をリレー開催

しました。 
（事務局長 五十嵐栄子） 

 

〒981-3194 宮城県仙台市泉区八乙女 4-2-2 みやぎ生協文化会館ウィズ TEL 022-218-5358 FAX 022-218-5945 
E メール sn.municef_miyagi@todock.jp  ＵＲＬ http://www.unicef-miyagi.gr.jp/ 

 

宮城県支部 

◆ 日 時  2011年2月6日（日）13：30～15：30  
◆ 会 場  名取市文化会館 中ホール（定員：400人）  

◆ 案内役  桑山紀彦さん／語り・歌・ギター  

◆ 入場料  1000円  
◆ 後 援  日本ユニセフ協会宮城県支部  

◆ 主 催  地球のステージ仙台グループ  

≪お申し込み：お問合せ≫ 地球のステージ仙台グループ 
Tel：090-7339-5068 Fax：022-246-1520  

E-mail  e-igarashi@giga.ocn.ne.jp 



(財)みやぎ･環境とくらし･ネットワーク（Miyagi Environment Life Out-reach Network）ＭＥＬＯＮは、みやぎ生協・JA宮城中央会・県漁協・

県森連・日専連の県内で活動する協同組合が中心となって設立され、1995 年 12 月に財団法人化された環境ＮＧＯ（非政府組織）で

す。ＭＥＬＯＮは、緑と水と食とを通して地球と地球環境保全の活動を行なっています。会員数は個人 924、法人 101 団体、任意団体 16

団体です。合計 1,041 です。（11/30 現在） 

環境のとりくみ 環境ＮＧＯ （財）ＭＥＬＯＮの活動 

ツリーハウスで遊ぶ子供たち 

講師の道家哲平さん 

 
 

 

 

 

 

 

● 「秋の森で遊ぼう！in 川崎町貸し森林」開催報告 

 
11 月 6 日（土）、川崎町の貸

森林において「秋の森で遊ぼ

う！in 川崎町貸し森林」を開催

しました。貸し森林とは、川崎

町が、手入れされずに荒れてい

た森林を活用し再生させるため

に、安価で希望者に貸し出し利

用してもらおうという取り組み

です。この制度を利用し森林を

借りている宮城県地球温暖化防

止活動推進員・森林グループの

方々にご協力いただき、一日森

の中で遊びました。 
秋のイベントシーズンと重な

ったせいか参加者が 12 人と少

なめだったのが残念でしたが、

天候もよく 11 月としては暖か

い日だったので、森の中で遊ぶ

には最適の一日でした。植物の

観察をしたり、キノコをとって

ピザづくりをしたり、森林グル

ープの方々が作成したツリーハ

ウスで遊んだりと、普段、街の

中ではできない体験に子どもた

ちは大はしゃぎでした。 
環境に関する知識を得ること

も大事ですが、こうした遊びを

通じて自然に触れることで自然

環境のすばらしさを感じたり好

きになったりすることが、環境

問題を考える第一歩になるので

はないかと期待しています。 
参加者からは、「また開催して

欲しい。」との声も聞こえており、

今後もできる限りこうした体験

の場も提供していきたいと思い

ます。 
 

● 「COP10 参加報告会・活動検討会」開催報告 

 
 名古屋で開催した COP10（生

物多様性条約締約国会議）に、

MELON から理事 3 人と事務局

3 人が行き、現地の様子などを

ブログで配信しました。これを

受け、12 月 4 日（土）戦災復興

記念館において「COP10 参加報

告会・活動検討会」を開催しま

した。 
当日は専門家として、財団法

人日本自然保護協会の道家哲平

さんをお招きし、COP10 をめぐ

る動きや成果、今後の課題など

についてご講演いただきました。

遺伝資源をめぐる名古屋議定書

の効力が今後問われることや、

愛知ターゲットと呼ばれる 20
項目の行動指針を 2020 年まで

に達成できるかが重要であるこ

となどをお話しいただきました。 
 その後、MELON の冬木勝仁

理事、今野勇評議員、布田剛評

議員が、それぞれ現地で見てき

たことや体験したことを報告し、

今後のMELONでできる活動提

案を行いました。盛りだくさん

の内容で、活動提案について議

論することはできませんでした

が、参加者からいただいたアン

ケートのご意見も含め、今後の

活動に生かしていくよう検討し

ていきます。 

 
（事務局統括 小林幸司）

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台５F  ＴEL 022-276-5118  FAX 022-219-5713   
E ﾒｰﾙ melon@miyagi.jpn.org  ＵＲＬ http://www.melon.or.jp/melon/index.htm    
 

 

MELON 事務局 



 
行事予定 

[日 時] 2011 年2 月1 日 (火) 10:30～12:00 

[場 所] エルパーク仙台 セミナーホール 

     （仙台市青葉区一番町４丁目 11− 1  １４１ビル５F） 

 [定 員] ７０人  

[参加費] 無 料 

 

● 内 容 

『今からできる減災活動』 

講師/鶉橋 徹さん 

（東北福祉大学 学生生活支援センター 

ボランティア支援室 コーディネーター) 

 

【主催】みやぎ生活協同組合 
【お問合せ】みやぎ生協生活文化部 

TEL:022-218-3880 FAX：022-218-3663 

防災・減災学習会 

「今からできる減災活動」 

災害が発生したとき、まずは自分の命が

助かるために、普段何をしておけば良いの

でしょう？ 

被害を最小限におさえられるよう、日頃

の備えは重要と言われます。 

減災活動とはどういうものかを、簡単な

ゲームを交えて学習します。 

 

[日 時] 2011 年2 月9 日 (水) 14:00～15:30 

[場 所] エルパーク仙台 セミナーホール 

     （仙台市青葉区一番町４丁目 11− 1  １４１ビル５F） 

[定 員] １２０人 

[参加費] 無 料 

 

● 講 演 

『消費税率の引き上げは 

国民のためにならない！！』 

講師／日野 秀逸さん（東北大学名誉教授） 

 

 

【主催】 消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城 

〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-16-12 仙台商工会議所内 日専連宮城県連合会気付け  

お問合せ/担当：小野寺  TEL/022(266)3541 FAX/022(267)6654 

金融資産 9,000 万円以上を持つ日本の富裕

層が、167 万人を突破しました。一方、年間

所得 200 万円に満たない貧困層が、1,000 万

人と日々増大しています。 

格差社会の悲劇が連日報道される日本。その

上、消費税が増税されたらどうなるでしょう。

ふつうに働く人たちが、ふつうに幸せになれ

る税制とは何かについて、みんなで考えましょ

う。 

 

おだづなヨ!!消費税アップ！？ 

「緊急学習会 第８弾！」 
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