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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   宮 本  弘   
（みやぎ生活協同組合理事長）

東日本大震災から 6 年目を迎

える年となりました。未だに多

くの被災者の皆さんが、不自由

な暮らしを余儀なくされており

ますし、地域の産業も未だ震災

前の水準には戻っておりません。

被災地にある生協として、私た

ちは、復興に向けた取り組みを

最後の最後まで、継続していき

ます。

さて、新年にあたり、協同組

合とはどういうものなのか、改

めて確認しましょう。

それは、理念を常に忘れずに、

その実現をめざすことこそが協

同組合の発展にとって欠かせな

いものだからです。

1844 年、協同組合の先駆者で

あるイギリスロッヂデールの

人々は、産業革命の劣悪な条件

下で、良質な商品を求め、協同

の力で、くらしを守る運動の砦

として協同組合を設立しました。

そして、世界に協同組合は広が

り、日本でも多くの協同組合が

生まれ、発展してきました。

「協同組合は、共同で所有し

民主的に管理する事業体を通じ、

共通の経済的・社会的・文化的

なニーズと願いを満たすために

自発的に手を結んだ人々の自治

的な組織である。」

これは、1995 年の ICA 世界

大会で採択された「協同組合の

アイデンティティに関する ICA
声明」の中でうたわれている協

同組合の定義です。この ICA の

定義にあるように、組合員の「経

済的・社会的・文化的なニーズ」

を満たしていくことこそが協同

組合なのです。

昨年は、安保法制の成立など

日本の平和を脅かす事態が生ま

れました。また、2017 年 4 月に

は消費税の 10%引上げが予定さ

れ、くらしの厳しさがさらに加

速されます。

現在の日本は、過度な自由競

争の果ての貧困や格差の拡大、

TPP の合意による農業への影響

など、くらしをめぐる課題が山

積しています。

こうした社会の状況の中、宮

城県内の生協は、復興支援の「古

今東北」ブランドの発売や被災

者のケアの取り組み、憲法を学

ぶ活動などくらしをめぐる課題

に大きな役割を果たしています。 

協同組合は、事業を通して理

念を実現する組織です。ですか

ら、事業活動の力をつけながら

協同組合運動を宮城県でさらに

大きく広げ、人間らしいくらし、

平和な社会を実現していきまし

ょう。

本年もよろしくお願いいたし

ます。

年頭のごあいさつ 



  
 

 

 

● 宮城県生協連第 46回総会（2015年度）第 3回理事会報告 

 

第 3 回理事会は、12 月 15 日

（火）午後 1 時 30 分より、フォ

レスト仙台 4 階 4A 会議室にお

いて開催され、理事 10 人、監事

3 人、顧問 2 人が参加しました。 
議長に宮本弘会長理事を選任

し、議事に入りました。 
【協議事項】 

１．2016 年度事業計画作成にあ

たって、山崎若水北海道・東

北地連事務局長より日本生協

連第 2 期中期方針案、峰田優

一副会長理事より大学生協連

2016 年度方針案について紹

介がありました。 
２．2015 年度消費生活協同組合

役員研修会開催計画について、

野崎和夫専務理事より提案が

あり、協議しました。 
【専務理事専決事項の報告】 

１．2015 年度夏灯油精算価格決

定について、野崎和夫専務理

事より、1 ㍑あたり 6.0 円（税

込）の割り戻しを行い、お任

せ給油価格 1 ㍑あたり 82.0 円

18 ㍑１缶 1,476 円に専決した

ことの報告があり、全員異議

なく了承しました。 
２．2015 年度冬灯油暫定価格改

定について、野崎和夫専務理

事より、「お任せ給油」1 ㍑あ

たり 71.0円に専決したことの

報告があり、全員異議なく了

承しました。 
【報告事項】 

１．東日本大震災からの復旧・

復興に向けての取り組みにつ

いて、出席した理事より取り

組みの報告がありました。 
２．上半期経営状況・業務報告、

平成 27 年度北海道・東北地区

行政・生協連絡会議参加報告、

2015 年度政党懇談会開催予

定、灯油関連報告 、平和・憲

法 9 条関連報告、NPO 法人消

費者市民ネットとうほく活動

報告、2016 年度の県連スケジ

ュール、茨城県・栃木県・宮

城県等の大雨に関する見舞

金・募金報告について、野崎

和夫専務理事より報告があり

全員異議なく了承しました。 
３．第 1 回監事会について、板

垣乙未生監事より報告があり

ました。 
４．2015 年度宮城県生協組合員

集会開催報告、消費税率引き

上げをやめさせる活動、宮城

県及び仙台市の消費者政策基

本計画等への意見提出及び宮

城県との意見交換会開催報告、

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

了承しました。 
５．NPO 法人介護サービス非営

利団体ネットワークみやぎの

活動報告、宮城県認証評価制

度検討業務受託報告について、

鈴木由美常務理事より報告が

あり、全員異議なく了承しま

した。 
【文書報告事項】  

生協連活動報告、諸団体との

共同活動報告、共催・後援依頼・

広告協賛等について、文書によ

り報告があり、全員異議なく了

承しました。 

 
● 2015 年度冬灯油暫定価格の値下げ改定について 

 

2015 年度の冬灯油お任せ給

油暫定価格は、原油価格の下落

などにより、12 月 21 日（月）

配達分から 1 ㍑ 71.0 円に値下げ

改定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県生協連の活動 

     ≪2015 年度冬灯油暫定価格≫ 

対象期間 9 月 28 日～12 月 20 日 12 月 21 日～ 

配達灯油暫定価格 1 缶・18 ㍑ 1 ㍑ 1 缶・18 ㍑ 1 ㍑ 

お任せ価格（税込） 1,404円 78.0円 1,278 円 71.0 円 

個缶価格（税込） 1,422円 79.0円 1,296 円 72.0 円 

 

 



  
 

 

 

● 東北経済産業局に「家庭用灯油に関する要請書」を提出しました 

 
11 月 18 日（水）東北経済産

業局へ灯油の安定供給と適正価

格に関する要請行動を行ないま

した。東北６県の生協連の代表

者 7 人が参加しました。（要請書

後掲） 
家庭用エネルギーの安定供給

と適正価格は、国民が生活を営

むうえで必須的な条件であり、

必要な行政施策をとることを求

めました。行き過ぎた円安にな

らないようにするとともに、経

済への悪影響を緩和するような

対策や、異常気象や災害時での

灯油在庫対策、経済弱者に対し

ては「福祉灯油」などの救済策

やくらしを直撃する灯油・物価

高への対応策を求めました。  
現在は安定しているとは言え、

原油相場の動向は気懸りです。

異常な投機を抑えるための取引

の透明化や取引高制限など対策

の検討を求めました。 
坂本資源・燃料課長から、「投

機マネー」への対策についての

検討、価格面について市場を監

視していくこと、安定供給に向

けて情報収集していくなどの説

明がありました。 
 
 
 
 

 
● 宮城県に「灯油高騰対策に関する要請書」を提出しました                     

 

12 月 1 日（火）宮城県知事あ

ての「灯油高騰対策に関する要

請書」を宮城県消費生活・文化

課日野課長に提出しました。宮

城県生協連、みやぎ生協から 6
人が参加しました。（要請書後

掲） 
 要望として、原油相場は比較

的低い水準で推移しているが経

済政策による円安の影響で灯油

の小売価格は原油相場ほど低く

ならず、18 ㍑ 1,400 円台と 2010

年度並みの価格水準となってい

ること、本格的な需要期を前に、

石油製品の中で灯油だけが高く

なる「灯油の独歩高」が起きな

いような価格の監視等が必要な

こと、「福祉灯油」など灯油購入

の補助制度の実施等は有効なた

め、都道府県により実施状況が

異なることのないよう予算措置

を実施してほしいことなどを話

しました。 
県からは、灯油の適正価格・

安定供給については今後も注視

していく考えであること、暖房

費の助成等については、国の対

策、市町村からの要望などを踏

まえながら検討していくことの

説明がありました。 
 

 
 
 
 

 
● JX 日鉱日石エネルギー(株)東北支店に「家庭用灯油に関する要請書」を提出しました 

 
12 月 11 日（金）JX 日鉱日石

エネルギー（株）東北支店長あ

ての「家庭用灯油に関する要請

書」を担当者に提出しました。

東北６県の生協連の代表者 8 人

が参加しました。（要請書後掲） 

要請の趣旨を説明後、灯油製

品在庫量は前年比 94％で、日本

海側の海上が荒れた場合でも、

内陸輸送する体制が整備されて

いること、灯油の卸価格は原油

価格を基本に決めていること、

円安の関係で輸入価格は原油価

格の下がり幅ほどではないこと

などの説明がありました。 
その後、意見交換をしました。 

 

宮城県生協連の活動 

東北経済

産業局 

【資源・燃料課】 

坂本克俊課長 

今関伸課長補佐 

菅原彰課長補佐 

 

宮
城
県 

【環境生活部消費生活・文化課】 

日野和典課長 

髙橋倫太郎課長補佐 

鈴木健之主幹 

【保健福祉部保健福祉総務課】 

赤間正行課長補佐 

渡辺潤二企画調整第一班主査 

 



宮城県生協連の活動 

  

 
 

● 県内５政党と懇談会を開催しました 

 
2015 年度の県内 5 政党役員

と、宮城県生協連役員の懇談会

を、以下の日程で開催しました。 

県生協連から復興商品や東日

本大震災からの復旧・復興の取

り組みなどを報告し、各政党か

ら議会の取り組み状況や政策な

どが紹介され、有意義な懇談の

場となりました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

※開催順に掲載。お名前は写真右から 

 民主党宮城県総支部連合会 

日時：12月12日（土）10：00～11：00 会場：江陽グランドホテル 

 

公明党宮城県本部 

日時：12月19日（土）10：00～11：00 会場：江陽グランドホテル 

 

社会民主党宮城県支部 
日時：12月24日（木）14：00～15：00 会場：江陽グランドホテル 

日本共産党宮城県委員会 

日時：12月19日（土）11：30～12：30 会場：江陽グランドホテル 

 

 
 
 
 

平井みどり仙台市議会議員、佐藤わか子仙台市議会議員 
岡本あき子仙台市議会議員、郡和子衆議院議員 
遊佐美由紀県議会議員、鎌田さゆり県議会議員   

（県連参加者 7 人） 

石川光次郎県議会議員、伊藤信太郎衆議院議員  
佐藤光樹県議会議員、斎藤範夫仙台市議会議員  
外崎浩子女性局長           （県連参加者 7 人） 

自由民主党宮城県支部連合会 

日時：12月19日（土）13：30～14：30 会場：自民党宮城県連会館 

 

 

小田島久美子仙台市議会議員、庄子賢一県議会議員 
伊藤和博県議会議員 

（県連参加者7人） 
 

大内真理県議会議員、中嶋廉県議会議員 
天下みゆき県議会議員、舩山由美仙台市議会議員 

（県連参加者 7 人） 

岸田清実県議会議員、辻隆一仙台市議会議員 
（県連参加者 5 人） 

 

《懇談のテーマ》 

１．東日本大震災からの復旧・復興、被災者の生活

再建支援の取り組みについて   

２．福祉に関する取り組みについて 

３．平和と消費者のくらしを守る取り組みについて  

         



福島大学うつくしまふくしま未来支援

センターの小松知未特任准教授 

意見交換の様子 

（左から） 

若生正博宮城県副知事 

宮本弘宮城県生協連会長理事 

山崎若水日本生協連北海道・東北地連 

事務局長 

  
 

 

 

● 「畜産物の安全性に関する消費者意識と 

安全な畜産物生産についてのシンポジウム」参加報告 

 

 12 月 11 日（金）仙都会館 5
階会議室において、「畜産物の

安全性に関する消費者意識と安

全な畜産物生産についてのシン

ポジウム」が開催され、鈴木由

美県連常務理事がパネラーとし

て参加しました。消費者、JA、

公益社団法人中央 畜産会 、行政

等 45 人が出席しました。 
 基調講演は、「放射性物質に

関する消費者意識と農畜産物流

通について」と題して、福島大

学うつくしまふくしま未来支援

センターの小松知未特任准教授

が講演しました。東日本大震災

後に設置された同センターは、

農地の放射性物質マップの作成、

放射性物質の吸収抑制分析、食

品モニタリング調査、消費地検

査を実施しています。消費者意

識が震災直後と現在でどう推移

してきたか、農畜産物流通の影

響について話されました。消費

者のうち約 2 割は、放射線によ

る健康影響は基準値以内でも許

容できないとし、4 割は基準値

以内でも放射性物質の含有量が

低い食品を選択するという結果

でした。また、検査済み表示、

検査体制の説明等が分かること

が購入条件の上位で、安全の根

拠が示されていることが重要だ

と分かりました。 
 後半は、福島県農林水産部畜

産課伊藤純一課長から「福島県

産食肉の現状」、鈴木由美常務理

事から「食の安全・安心に関す

る消費者団体の取り組み」、公益

社団法人農林水産・食品産業技

術振興協会松本光人専務理事か

ら「我が国の牛乳の放射能調査」

について報告しました。 
その後、小松准教授を交え、

意見交換が行われました。 
  
● 全国の生協から寄せられた台風 18号被災者支援募金 1,596 万円を宮城県に贈呈   

 

2015 年 9 月の記録的豪雨に

より、茨城県、栃木県、宮城県

では大きな被害がでました。 
 被災者支援のため日本生協連

では募金を呼びかけ、73 生協か

ら総額１億 5,961 万 9,233 円の

募金が寄せられました。被災地

の被害状況に応じ、茨城県、栃

木県、宮城県に配分され、宮城

県にお贈りする額は 15,961,923
円となりました。 
 12 月 24 日（木）9 時から宮城

県庁副知事室において贈呈式を

行い、宮城県生協連の宮本弘会

長理事から宮城県の若生正博副

知事に目録を贈呈しました。   
  若生副知事から、「東日本大

震災の際にも 10 億円をこえる

ご支援をいただき、今回もまた

ご支援いただくことに大変感謝

しております」とのお言葉をい

ただきました。 
また、宮城県から村井知事名

の感謝状をいただきました。 

宮城県生協連の活動 



亘理町立吉田小学校 

亘理町立荒浜小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 被災地の学校を支援「亘理町の小学校でアンサンブルコンサート」 

 
（株）宮城県学校用品協会は、

被災地学校支援の取り組みとし

て、仙台在住でグループを結成

して活動しているアマチュア演

奏家 3 人のご協力を得て、フル

ート・チェロ・ピアノによるア

ンサンブルコンサートを企画し

ました。 
この企画は、東日本大震災で

被災にあった学校の児童に「み

やぎの子どもたちに笑顔を」と

いう思いで行っている学校支援

事業の一つで、11 月 20 日（金）

に亘理町立吉田小学校と亘理町

立荒浜小学校の 2 校で開催しま

した。 
クラシック曲からアニメの挿

入歌など 9 曲を演奏し、子ども

たちも美しい音色に聞きいった

り、曲に合わせて歌ったりして

いました。アニメ「妖怪ウォッ

チ」のテーマ曲では、立ち上が

って踊る子どももいて感動を届

けることができました。また、

フルートやチェロの演奏を聞く

のが初めての子どもは、とても

きれいな音色だったと笑顔を見

せていました。 
（学校部本部次長 髙橋壮彦）

 

● 食のみやぎ復興ネットワークの活動から生まれた新ブランド「古今東北」 

 
みやぎ生協が取り組む「食の

みやぎ復興ネットワーク」の活

動から生まれた新ブランド「古

今東北（ここんとうほく）」。 

震災復興と地域振興への思い

を込めて、時を超えた東北の美

味しさを届ける商品です。 

「古今東北」は、地域復興を

目指して取り組むみなさんと協

同して、東北地方を盛り上げて

いきます。 
（事務局 藤田孝）

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

 

みやぎ生協  

 

津波被害を受けた岩沼で収穫された菜種を原料にした「菜の花オイルの

ドレッシング」。菜の花の香りが残るなたね油を原料にしたドレッシングは、

新ブランド化の前にも好評だった商品です。 

これまでの和風、しょうが風味に加えて、「ねぎ塩味」が新登場！無添加

圧搾製法で絞ったコクのあるなたね油に、国産ネギのまろやかな旨味を生

かした塩味のドレッシングです。 

 

わかめの品質に定評のあった石巻市十三浜。津波被害を受けた

浜から、肉厚でシャキシャキしたわかめが復活！ 

生産者のフィッシャーマン・ジャパンは、震災後に東北の若い漁師

たちが作ったネットワーク。漁師を増やす活動をしています。 

［石巻十三浜産］ 
しゃきしゃき湯通し塩蔵わかめ 

 

［宮城県岩沼産なたね使用］ 
菜の花オイルのドレッシング（ねぎ塩） 

※古今東北は、「食のみやぎ復興ネット
ワーク」の取り組みを継承し、震災復
興、地域経済活性化を目的に設立さ
れた（株）東北協同事業開発（２０１５
年４月設立：みやぎ生協の子会社）
が開発しています。 

 

【古
今
東
北
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
】 



「日本と原発」「東京原発」の上映会後 
鑑賞したコメントが貼られたボード 

 

丸平かつおぶし工場でのお話しの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 上映会「原発のない社会を目指して」 

 
あいコープみやぎでは、「原

発のない社会を目指して」と題

して 11 月・12 月に上映会を開

催しました。 
11 月 14 日（土）・17 日（火）

に上映した映画は「日本と原発」

「東京原発」の 2 本立てです。 
「日本と原発」は、弁護士の

河合弘之さんが監督し制作され

た作品で、東日本大震災と原発

事故のあった2011年3月からの

出来事をニュースや新聞記事、

現場の状況と関係者のコメント

を交えながら分かりやすく解説

します。 

2004 年に制作された「東京原

発」は、原発の問題点をコメデ

ィタッチで描きながら日本の現

状を示唆するような鋭い内容で

す。二日間で延べ約 250 人の参

加がありました。 
12 月 14 日（月）の「小さき

声のカノン」上映会は、鎌仲ひ

とみ監督にもお越しいただき、

トークも行われました。監督は

震災前から原発問題や劣化ウラ

ン弾の問題などをテーマに映画

を作られています。 
平日の日中でしたが、お子様

連れをはじめ幅広い世代約 170

人超が参加され、関心の高さが

伺えます。さらに多くの方に観

て頂きたい映画でした。今、 一
人ひとりの行動と気づきが、と

ても大切であると強く感じます。 
（理事 砂子啓子）

 
 

 

● 震災復興企画「塩釜でブランチ＆石巻かつおぶし・たらこ見学ツアー」 
 

11 月 21 日（土）に東北大学

生協主催の復興支援企画のツア

ーが開催され 34 人が参加しま

した。当日は、塩釜水産物仲卸

市場、丸平かつおぶし、愛情た

らこ・湊水産の 3 つの場所を巡

りました。 
塩釜水産物仲卸市場は震災か

ら 4 年半が経過したことで、市

場付近の様子は落ち着いている

ように見えましたが、時折、建

物に見える傷や塩害の影響で錆

びた鉄が、この土地で震災が起

きたという事実を語りかけてき

ました。 
丸平かつおぶし工場では、社

長が当時の様子についてお話し

てくださりました。時折、社長

の言葉が詰まる様子に胸が苦し

くなりました。社長や従業員の

方々の苦労・努力・思いに触れ、

組合員の方にも現地にきて欲し

い、と感じました。 
現地のものを食べて、現地の

ことを学んで、現地のもの買っ

て…。身近にこんな考えさせら

れる場所があったことに驚きの

連続でした。また足を運び、買

い物を通じて復興に貢献したい

と思いました。これから、この

土地のことを、家族や周囲の友

人にも伝えていきます。 
（職員 赤瀬裕香） 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

 

生協あいコープみやぎ  

 

東北大学生協  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 「未来の大学生応援募金」第二次贈呈 

 
大学生協東北ブロックでは、

2012 年より「未来の大学生応援

募金」の呼びかけを行ってきま

した。岩手・宮城・福島の特に

沿岸部で、震災と原発の被害を

大きく受けた高校に対し募金を

贈ろうという取り組みです。 
2013 年まで

には 1,000 万
円を超える募

金が寄せられ、

2013 年 3 月～5
月に、被災県の

高校  43 校に

義援金をお贈りしました。 
その後、2015 年 9 月までに募

金額が 300 万円を超えたのを機

に、9 月末に第二次として 30 校

に義援金を贈ることが出来まし

た。全国の大学生協はもとより

各事業連合や取引先の方々、ま

た個人の方々など多くのみなさ

まのご協力によって募金活動は

支えられています。 
高校からは「震災から４年が

経過した現在でも、在校生の約

４割が仮設住宅から通学してい

る状況の中で、家庭の事情によ

り進学を断念する生徒も実際に

います。皆さまからいただいた

義援金は生徒たちの進路指導に

充てたいと思います。本当にあ

りがとうございます」など、多

くのお礼状が届きました。 
私たちはこれからも「未来の

大学生応援募金」を継続し、被

災地の進学希望者を支援してま

いります。 
（大学生協東北ブロック事務局 

 五十嵐のり子） 

 
 

 

● 緊急シンポジウム「 一人ひとりが希望のもてる住宅再建をめざして」 

 
11 月 8 日（日）弁護士会館に

おいて、東日本大震災復旧・復

興支援みやぎ県民センター主催

で「緊急シンポジウム 一人ひと

りが希望のもてる住宅再建をめ

ざして」が開催され 33 人が参加

しました。 
仮設住宅の退去期限が迫る中

で、被災者は今後の住まいをど

うすればよいのか、困難に直面

しています。県民センターに参

加する市民団体から、仙台市・

石巻市・山元町の実態が、それ

ぞれ紹介されました。また、仮

設住宅の入居者の転居支援を仙

台市と宮城県から受託している

一般社団法人「パーソナルサポ

ートセンター」の立岡学さんか

ら、被災者転居支援の実状を報

告いただき、今なにが必要なの

かを考え合いました。 
11 月 11 日時点の災害公営

住宅の工事は、岩沼・亘理・松

島等は 100％完了していますが、

石巻（完了戸数進捗率 36.9％）、

塩釜（同 22.4％）・気仙沼（同 
20.5％）・名取（同 12.8％）・

女川（同 26.7％）・南三陸（同

14.1％）は、低い水準となって

います。 
災害公営住宅整備がすすんで

いる市町（仙台・多賀城・亘理・

山元・七ヶ浜）では、仮設住宅

入居から 5 年を期限に特別な

事情が無い限り仮設住宅からの

退去を通知されています。また、

仙台市では災害公営住宅の建設

戸数が希望者数に足りないため、

入居抽選から漏れた人は家賃の

高い民間公営住宅へ転居せざる

を得ません。 
復旧・復興の実情に合った支

援の施策について考える機会と

なりました。 
 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

 

大学生協東北事業連合  

 

東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター 

 



八木山店での講座の様子 
 

講師と参加者が一緒に体操する様子 

  

  

 
 

●「インターネットの安心安全な使い方講座」 

～子どもたちをネット社会の被害者にも加害者にもさせないために～ 

 

 みやぎ生協では、子育て世代に

向けた消費者力アップ講座「イ

ンターネットの安心安全な使い

方講座～子どもたちをネット社

会の被害者にも加害者にもさせ

ないために～」を、７エリアで

開催しました。 
生まれたときからインターネ

ットに囲まれて育ち、それを使

うのが当然の子どもたちが、そ

のリスクやルールを知らないた

めにトラブルに巻き込まれてし

まう状況が増えています。子ど

もたちをネット社会の被害者に

も加害者にもしないために、親

や大人はどうすればいいのかを

学ぶことで、子どもたちの消費

者被害を未然に防ぐことができ

ます。講師は、保護者や教職員

をはじめ、小学生から高校生向

けに e-ネット安心講座を実施し

ている e-ネットキャラバンによ

るボランティア講師で、この活

動は総務省・文部科学省、情報

通信分野などの企業や団体の支

援により行われています。 
参加者からは「これを機会に

子どもとスマホについて話しあ

って家庭のルール作りをしま

す」「自分が知らないでは、す

まされない時代になったのです

ね」という声がたくさんありま

した。 
（生活文化部 大友千佳子） 

 

 

 

●「みんなで考えよう！女性の健康」 

 

12 月 4 日（金）日立システム

ズホールにおいて、みやぎ子育

て・女性健康支援センターから

講師を招いて、「みんなで考え

よう！女性の健康」を、33 人の

参加で開催しました。 
副代表の田村雪子先生から、

女性の体のことのみならず心の

問題まで幅広くご講演いただき

ました。更年期チェックシート

や、「夫源病」の原因や気をつ

けたいポイント、いつまでも素

敵に年齢を重ねる手法を学習し

ました。 

後半 30 分は、小山みね子先生

による「骨盤底筋体操の実技」

も行われ、自分で出来る尿漏れ

予防の体操を体験しました。こ

の体操は続けることも大切で、

筋肉を貯金するという言葉が印

象的でした。また、がんの早期

発見のために検診を薦められま

した。参加者から、検診を受け

る時期や娘に薦めるポイント等

の質問があり、具体的なアドバ

イスもいただきました。 
今回の企画は、今年度の総代

会にて総代からの発言を受けて、

組合員同士の助け合いのジョイ

ケア福祉学習会の一つとして企

画したものです。 
組合員の願い・ありたい姿を

大切に、活動に広がりを持たせ

ていこうと思います。 
（副理事長 高橋千佳） 

会員生協だより 

 

みやぎ生協  

 

生協あいコープみやぎ  

 



【ぼうさいクイズ】 
Q．いえからそとににげるときは？ 
Q．ほいくえん・ようちえん・がっ

こうでじしんがおきたら？ 
Q．そとであそんでいるときに 

じしんがきたら？    他 

「防災・減災」がテーマの 
全労済のブース 

  

  

 
 

●「第 18 回ＪＡみやぎ仙南フェスティバル in 角田」

 11 月 14 日（土）・15 日（日）

の 2 日間、当 JA 角田地区事業

本部において、今年で 18 回目と

なる「JA みやぎ仙南フェスティ

バル」が開催されました。 
今年は「笑顔ある食の未来へ

農協祭」をテーマに、命を育む

“食と農”の大切さを、生産者

と JA が一体となって PR し、農

産物共進会や生産部会による直

売会等、地場産品や特産品の販

売を行いました。 
 初日は、角田地区青年部が今

年一年かけて「ウォッチン田ん

ぼ」で育ててきたお米の収穫祭

が会場で行われ、その様子が東

北放送「ウォッチン！プラス」

で生中継されました。収穫祭で

は、田植えに参加した子どもた

ちと作った「ウォッチンちらし

ずし」を来場者にも振る舞いま

した。 
また、毎年恒例の角田市ふる

さと安心米生産組合協議会によ

るチャリティーもちつきコーナ

ーでは、天候の関係で杵つきも

ちができず、急遽もちつき機に

よるもちが提供されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
両日、あいにくの雨となりま

したが、組合員や地域住民など、

2 日間で約 16,000 人もの来場者

が訪れ、会場が笑顔に染まりま

した。 
（農業推進部長 佐藤祥文）  

 
 
 

●「第 21 回 わいわい祭」にブース出展 

 
全労済宮城県本部では、11 月

1 日（日）に勾当台公園にて開催

されました「第 21 回 わいわい

祭」にブース出展をしました。 
 「わいわい祭」は、「語り継

ごう！かけがえのない食・緑・

水」をテーマに毎年開催されて

いますが、全労済では「防災・

減災」をテーマに昨年よりブー

ス出展をしています。 
今回、全労済ブースでは、防

災・減災について親子で学べる

「ぼうさいクイズ」を実施しま

した。日頃から心がけておきた

い行動や事前に確認しておきた

い事項を選択肢とするこのクイ

ズは、参加者の方から「全問正

解だった」という声もあれば、

「大人でも答えに悩む」という

感想もいただきました。  
災害は、いつやってくるかは

誰にも分かりません。「もしも

の事態」について考えること、

そして、情報を共有することが

防災や減災の第一歩となるので

はないでしょうか。「ぼうさい

クイズ」も、そんな「もしもの

事態」を家族で考えるひとつの

きっかけになったのではないか

と思います。 （専務理事 畑山耕造） 

会員生協だより 

 

みやぎ仙南農協  

 

宮城労働者共済生協  

 

ちらしずしを作る子どもたち 



環境のとりくみ 協同のとりくみ 

締結式後の記念撮影   
JA 栗っこ吉尾三郎組合長（右） 
みやぎ生協宮本弘理事長（左） 

分科会の様子 
 

 

めぐみ野納豆３０周年について 
報告する様子 

 

 

講師の京都生協福永晋介さん 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

● JA 栗っこと「協同組合間協同に関する基本協定」を締結 

 
みやぎ生協と JA 栗っこグル

ープは、地域に根差す協同組合

員として、それぞれが行う様々

な事業や活動について連携を深

め、お互いの組合員のくらしの

向上につなげるために、「協同組

合間協同に関する基本協定」を

締結しました。 
11 月 12 日（木）に仙台国際ホ

テルで行った締結式で、JA 栗っ

この代表理事吉尾三郎組合長は

「生協と協力しながら組合員へ

最大のサービス、そして奉仕を

していきたい」と協定に対する

期待を語りました。 

連携内容は、①産消提携活動、

②協同組合間協同、③環境保全

活動、④事業活動連携の４つに

分けられ、まずは栗原市内の宅

配事業について、JA 栗っこの子

会社「栗っこライフサービス」

と協力を始めます。 
みやぎ生協は現在、県内 7 つ

の JA と「産消提携に関する基本

協定」を締結していますが、生

協と JA の「協同組合間協同」に

関する包括協定は県内初の試み

です。協同組合間相互の交流と

組合員の生活･文化の向上を図

り、豊かで明るい地域社会と、

農業をはじめとする地場産業の

持続的発展を目指して、様々な

活動を展開していきます。 
（総務部 河端真唯） 

 

 
●「第 34 回宮城県めぐみ野交流集会」 

メンバー・生産者・産消提携団体・お取引様が参加 

 

11 月 25 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・お取引様・生協

職員、1,300 人が参加して「第

34 回宮城県めぐみ野交流集会」

を開催しました。 
全体会では、京都生協の福永

晋介さんより協同組合の第 7 原

則「コミュニティへの関与」と

地産地消の取り組みについて講

演がありました。「めぐみ野」実

践報告では、「めぐみ野」水産物

の取り組みと新規「めぐみ野」

品の勝栄丸のかつお・まぐろの

取扱いについて紹介されました。

また、「めぐみ野」納豆 30 周年

の取り組みについても報告あり

ました。 
午後の分科会では 11 分科会

ごとに分かれ、活動報告や交流

が行われ、「めぐみ野」活動の意

義と成果を確認する集会になり

ました。 （生活文化部 和賀惠治） 

みやぎ生協  

 



環境のとりくみ 協同のとりくみ 

村井嘉浩宮城県知事と奥山恵美子仙台市市長に 

要請書を手渡す山崎透宮城労福協会長 

 
 

 

 

 

 

 

 
● 宮城県と仙台市に勤労者福祉に関する要請を行いました 

 
宮城県労働者福祉協議会は、

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。（要請書後掲） 
11 月 24 日（火）宮城県庁に

おいて、「勤労者福祉に関する要

請書」を村井嘉浩宮城県知事に

手渡し懇談しました。 
また、12 月 3 日（木）に仙台

市役所において、「勤労者福祉に

関する要請書」を奥山恵美子仙

台市市長に手渡し懇談しました。  
連合宮城の山崎透宮城労福協

会長をはじめ宮城県労働者福祉

協議会を構

成する連合

宮城、労働金

庫、全労災、

生協連、労働

福祉センタ

ー、労働者福

祉基金協会、

宮城ろうふ

く会等の役員が参加しました。 
東日本大震災の被災者支援と

再生にむけて、格差･貧困社会の

是正・セーフティネットの強化、

介護事業等について要請しまし

た。そのなかで、実情をふまえ

た被災者生活再建支援制度の拡

充、灯油に関する行政施策の強

化、福祉灯油など灯油購入の助

成について要望しました。 
 
●「第 3 回風の草原リレーマラソン」参加報告 

 
宮城県協同組合こんわ会では、

11 月 22 日（日）みちのく杜の

湖畔公園で開催された「第 3 回

風の草原リレーマラソン」に協

賛しました。 
｢風の草原リレーマラソン｣は、

仙台放送、みちのく公園管理セ

ンターの主催で行われ、111 チ

ーム、約 1,000 人が参加しまし

た。リレーマラソンは 42.195km
を 4～15 人で構成されたチーム

で、リレーしながら走るチーム

競技です。当日は、晴天にも恵

まれ、参加者は力をあわせて走

りました。 
 会場では、芋煮鍋などの東北

各地の鍋を出食する「鍋まつり」

も開催されました。 

生協からは、みやぎ生協発行

の情報誌「RaKu:Me」を配布し

ました。JA グループ宮城では、

宮城県産米のおにぎりや牛乳が

ふるまわれ、協同組合の広報を

行いました。 
 また、宮城県協同組合こんわ

会では、各団体から選手をだし

てチームを結成し、リレーマラ

ソン競技に参加しました。記録

は、2 時間 52 分 40 秒で、参加

した 111 チーム中 30 位でした。

昨年が、3 時間 6 分 19 秒で、132
チーム中 69 位でしたので、大幅

に順位をあげる結果をだすこと

ができました。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の草原を駆け抜けるランナーたち 

宮城県協同組合こんわ会のメンバー 

宮城県協同組合こんわ会は、ＪＡ中
央会、生協連、漁協、森連、日専連
で構成される協同組合間の連絡協
議組織です。 

 



平和のとりくみ 

朗読会の様子 

福島大学戦没者記念碑見学の様子 

安全保障に関する学習会の様子 

 

   

 
 

● 大人向け朗読会「メリークリスマス～子どもたちに平和な未来を～」 

 

サンタクロースの絵本やクリ

スマスに関するお話などを紹介

する朗読会を、石巻（12/７）・

仙台（12/10）・船岡（12/11）・
多賀城（12/17）の４会場で開催

し、のべ 244 人が参加しました。

言の葉アーティスト渡辺祥子さ

んの朗読と佐藤正隆さんのギタ

ーの共演で、一足早いクリスマ

ス気分を味わいました。 
 『サンタクロースって ほん

とにいるの？』という子どもの

質問に答える絵本で始まり、

『1818 年～とっておきのクリ

スマス～』では、パイプオルガ

ンの修理がクリスマスに間に合

わないということで困っていた

ときに、ギター演奏曲として「き

よしこの夜」が誕生したという

心温まるお話。 
また、10 年前に書かれた『戦

争のつくりかた』を朗読。渡辺

祥子さんは、「変化は少しずつ起

こってきます。何かおかしいな

と思ったら、立ち止まって考え

ることが大切なんですね」と話

されました。平和のありがたさ

を、クリスマスに重ねて感じる

ことができました。 
 「朗読とギターの共演がとて

もステキで心が癒されました。

子どもとサンタクロースの話を

してみようと思います。今日は

やさしい母になれそうです」等

たくさんの感想が寄せられまし

た。（生活文化部 佐藤啓子） 
 
 
 

●「Peace Now 東北」～福島アウシュヴィッツ記念館見学～ 

 

11 月 7（土）大学生協東北ブ

ロックでは、福島大学戦没者記

念碑・アウシュヴィッツ平和博

物館見学のフィールドワーク、

安全保障に関する学習会・意見

交流を実施し、13 人が参加しま

した。 
 福島大学信陵公園戦没者記念

碑見学では、戦争で亡くなった

福島大学学生・卒業生の名前と

亡くなった日・場所が刻まれて

いる碑を見学し、信陵同窓会会

長から詳しくご説明いただきま

した。 
 アウシュヴィッツ平和記念館

では、館長のお話、アウシュヴ

ィツ強制収容所についてのビデ

オ鑑賞、館内見学を行いました。

参加者は命の尊厳や支配の恐怖

を受け止めた様子でした。 
その後、安全保障に関する学

習会を行い、「知識のなかった安

保法制について知れた」「聞いた

ことのなかった賛成派の声も聴

いて考えることができた」とい

う声があがっています。 
大学生の全員が選挙権を持つ

こととなり意思表示をする上で

も、学生同士で考え交流する機

会を広めていきたいと思います 
（大学生協東北ブロック事務局  

櫻井滉輔） 

大学生協東北事業連合  

 

みやぎ生協  

 



平和のとりくみ 

①名古屋大名誉教授の森英樹さん②ドイツ文学翻訳家の池田香代子さん

③宮城県内の各九条の会の決意表明④会場の様子 

 

 

   

 

●「憲法９条を守り生かす宮城のつどい 2015」 

 
 11 月 7 日（土）仙台サンプラ

ザホールで、みやぎ憲法九条の

会主催「憲法９条を守り生かす

宮城のつどい 2015」が 1,400 人

の参加で開催され、生協からも

100 人以上が参加しました。 
講演で、名古屋大名誉教授の

森英樹さんは、「私たちの税金が

軍事費に使われている。憲法は

まだ変えられていないのだから

運動を持続していくことが重要

である」と訴えました。 
次に、ドイツ文学翻訳家の池

田香代子さんが、「安倍内閣が国

民の声を聞かずに安保法を押し

通したことを国民は忘れもしな

いし、YES ともしていない。だ

から負ける気がしないんです」

と呼びかけると、大きな賛同の

拍手が起きました。 
最後に、集会アピールを満場

の拍手で採択しました。 
これからの安保法制廃止に向

けて、参加者ひとりひとりへの

勇気と力を与えた「つどい」で

した。 

 

●「安保法制反対！緊急学習講演会 」 

 

安保法制が、強行採決され成

立しましたが、国民の 6 割は先

の国会での成立には反対で、8
割は説明不足としています。 

11 月 25 日（水）仙台シルバ

ーセンターにおいて、学習会「戦

争法反対運動の到達点と廃止の

展望」と題して、憲法違反の安

保法制を廃止させるには何が必

要かを渡辺治さん（一橋大学名

誉教授・九条の会事務局）にお

話しいただきました。この学習

講演会は、みやぎ憲法九条の会

と県内九条の会連絡会が主催し、

120 人が参加しました。 
渡辺さんは、「安倍内閣は、さ

らに明文改憲を狙っている。

2016年 7月に予定される参議院

選挙で 3 分の 2 をとれば確実に

舵を切る。これを許してはなら

ない。そのためには『野党は共

闘』の声を大きくしていくこと

がカギである。またアベノミク

スや消費税軽減税率に逃げ込ん

で、安保法制について国民が忘

れることを願っている」と話さ

れました。また、「安保法制廃止

を求める 2,000 万人署名は、安

保法制に反対した国民 6 割から

見ると 3 分の 1 でしかない。私

たちはまだ国民の声を集めてい

ない。明るい展望を持って闘お

う」と檄を飛ばされました。 
（事務局 佐藤修司） 

みやぎ憲法九条の会  

 

② ① 

③ ④ 



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（略称：消費者懇）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、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、公益財団法人みやぎ・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 

北秋田シャミガールズとその仲間たち 

講師の島田広弁護士 

 
 

 

 

 

 

 

●「仙台市消費生活基本計画（中間案）」及び「宮城県消費者施策推進基本計画（第 3 期・ 

素案）」と「宮城県消費者教育推進計画（案）」へ意見提出 

 

自立した消費者・自覚ある消

費者により形成される「消費者

市民社会」の実現には、消費者

の行動が求められており、消費

者はそのことを、自覚しなけれ

ばなりません。 

そのためには、消費者市民社

会の意義について積極的に消費

者に伝えることが求められます。 

高齢者をターゲットとする特

殊詐欺被害が後を絶ちません。

地域にだけ見守りの取り組みを

求めることには限界があると考

えます。見守り活動も今までに

ない取り組みを検討する必要が

あると思います。 

このようなことを受け、消費

者団体の役割として消費者の声

を盛り込んだ内容になるように

意見を提出しました。なお、宮

城県生協連も同様の意見を提出

しました。（後掲） 

 
●「2015 年度地方消費者グループ・フォーラム in 東北」 

 
12 月 10 日（木）秋田市のイ

ヤタカを会場に、「2015 年度東

北ブロック地方消費者グルー

プ・フォーラム」が開催されま

した。東北 6 県から 160 人が参

加し、消費者問題について学習

し意見交換しました。 
実行委員長の柴田一宏弁護士

の開会挨拶で始まり、堀井啓一

副知事が「安全で安心な地域社

会をつくるため、皆さんと力を

合わせて行きたい」と挨拶を行

い、坂東久美子消費者庁長官が

挨拶と最近の消費者行政の取り

組みについて報告しました。 
続いて、島田広弁護士が「み

んなでつくり動かす消費者市民

社会、安心・安全な未来に向け

て」と題して基調講演を行いま

した。「主体的・能動的に行動で

きるようになった消費者市民に

よって作られる社会が、消費者

市民社会である」と解説しまし

た。そして、一人ひとりの消費

者の行動で社会は変わるとし、

いくつかの行動を例示しました。

最後に、「今後の課題として、消

費者市民的な行動を引き出すた

めに、行政や消費者団体、事業

者が協力して、消費者に対する

教育や啓発、情報提供に関して

工夫を重ねる必要があること。

消費者教育推進会議や協議会は、

その知恵や工夫を出し合って協

働を広げるための絶好の機会で

ある」と指摘しました。 
その後、「北秋田シャミガール

ズとその仲間たち」によるスコ

ップ三味線によるアトラクショ

ン「オレ・オレ ! ダレ・ダレ ? 」

の熱演があり、会場を沸かせま

した。 
午後は、4 つの分科会に分か

れ、実践交流や意見交換を行い

ました。 
（事務局長 加藤房子）
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消費者行政の充実強化を 

すすめる懇談会みやぎ 



消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城の活動 

「消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城（略称：消費税ネット）」は、消費税率引き上げに反対する一点で集まった、宮城県
内の事業者・消費者の団体・個人のネットワークです。前身は１９７８年（昭和５３年）に、同じように商業者団体、市民・消費者団体な
ど多数の幅広い団体が集って結成した「一般消費税を止めさせる宮城県民会議」。以来、34 年の運動歴史を持つ団体です。62 団

体・164 個人が加入しています。（2013 年 6 月現在） 

 

 

街頭行動の様子 

【シール投票結果】 

消費税率８％になって 

      あなたの暮らしは・・・？ 

大変になった ８７（90.6％） 

あまり変わらない ９（ 9.4％） 

計  ９６（ 100％） 

                    

● 消費税率 10％の引き上げに反対！3 団体が共同で街頭行動

 

 2017 年 4 月からの消費税

10％への引き上げについて、安

倍政権は「景気条項」を削除し、

国民の暮らしがどうであろうと

10％への増税を予定していま

す。 
宮城県生協連の「2014 年家計

モニター消費税しらべ」の収入

別の消費税金額と負担割合をみ

ると、所得が 300 万円未満の世

帯では、消費税の年間の支払い

金額が平均 101,316 円ですが、

収入に占める割合は 4.7%と高

くなっています。これに対し、

所得が 1,000 万円以上の世帯で

は、消費税額が平均 281,171 円

と高くなっていますが、収入に

占める割合は 2.5%と低いので

す。消費税は、収入の少ない世

帯ほど家計への負担が重い税金

だということが分ります。 
東日本大震災から 4 年 8 か月

が経過しましたが、宮城県内の

仮設住宅には、未だ 5 万 4 千人

もの人々が暮らしており、プレ

ハブ仮設には 2 万 8 千人が暮ら

しています。復興需要が公共事

業を中心に続く一方で、被災者

の暮らしに対する支援は不十分

なままです。 
一番大事な事は、庶民の生活

最優先の政策で景気を良くする

ことです。そのため消費税率の

10％への引き上げに断固反対

を広く県民に訴える街頭行動を、

消費税率引き上げをやめさせる

ネットワーク宮城・消費税をな

くす宮城の会・消費税廃止宮城

県各界連絡会の 3 団体共同で、

11 月 24 日（火）午後 12 時か

ら１時までの１時間、仙台市一

番町フォーラス店前で行ないま

した。3 団体から 30 人が参加し

ました。 
各団体ののぼり旗を掲げ、「消

費税増税反対」の署名活動、「消

費税率 10％への引き上げは反

対です！」というチラシ入りテ

ィッシュの配布、「消費税シール

投票」などを行い多くの方に呼

びかけました。 
各 3 団体から代表して、消費

税ネットの大越健治みやぎ生協

専務理事、宮城県各界連の三戸

部尚一宮商連会長、消費税をな

くす宮城の会の渡辺安子さんの

3 人が、「消費税 8％増税は、ア

ベノミクスの円安による物価値

上げの上にかけられ、家計は節

約を余儀なくされ、消費の落ち

込みで経済も低迷しておりこれ

以上の増税はとんでもない」と

訴えました。 
消費税率引き上げをやめさせ

るネットワーク宮城は現在、消

費税増税反対の団体署名に取り

組んでいます。昨年に引き続き

被災 3 県（岩手・宮城・福島）

の協同で取り組んでおり、2016
年 1 月下旬に内閣総理大臣あて

に提出することにしています。 
（事務局 加藤房子） 
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消費税ネット 



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（略称：介護ネットみやぎ）の目的とします。 

 
 

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 

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45  フォレスト仙台 5F  ＴEL 022-276-5202  FAX 022-276-5205   
E ﾒｰﾙ sn.mkaigonet2@todock.jp  ＵＲＬ http://www.kaigonet-miyagi.jp/index.html 

 

NPO 法人 
介護ネットみやぎ 

「グループホームみんなの家 錦織」

猪又実施設長（左） 

及川美恵子管理者（右） 

 

●「第４回実務担当者会議」～介護報酬改定後の影響について交流～ 

 

11 月 12 日（木）午後 2 時か

ら、フォレスト仙台 501 会議室

において、「第 4 回実務担当者

会議」を開催し、実務担当者、

サービス提供責任者、ケアマネ

ジャー等が介護報酬改定後の

影響について交流しました。 
2015 年 4 月からの介護保険

制度改定後、介護支援専門員、

サービス提供責任者として、仕

事の内容にどのような変化が

あったのか、問題点として捉え

るところはどんなところかを

出し合いました。 
はじめに、助言者の寺崎弘子

さん（NPO 法人宮城県ケアマ

ネジャー協会仙台支部副支部

長）から、「国はサービスの充

実と重点化・効率化を目指して

いる。2025 年までには計画的

に病院のベッド数を削減し、入

院日数も短縮するような医療

体制をつくり、要介護者を地域

に返すことをめざしている」と

説明がありました。現在も医療

と介護の連携は十分な体制が

とられているとは言い難く、施

設から在宅へと移行するため

の連携に介護支援専門員は重

要な役割を担っています。 
交流では、介護保険事業が減

収となり、事業収益で今まで実

施していた自主事業（介護保険

外）の運営が困難となった。介

護報酬の改定でサービスの減

算対象（介護支援センターを運

営する事業者の介護サービス

事業所に利用者が集中する限

度）が厳しくなり、使いたいサ

ービスの事業所を利用できず、

インフォーマルサービス（介護

保険外サービス）を利用せざる

を得なくなったなどの事例報

告があり、現場のケアマネジメ

ントの困難さが出されていま

した。 

 

● 地域密着型サービス外部評価学習会「グループホーム事業所の取り組み」 

 

11 月 19 日（木）午後 1 時か

ら、フォレスト仙台 501 会議室

において、地域密着型サービス

外部評価の学習として、「グルー

プホームみんなの家 錦織」の取

り組みを、施設長の猪又実さん

に話していただきました。 
猪又さんは、「将来、自分達も

家族も住みたい、住まわせたい

『介護施設』を作りたい」とい

う想いで「小規模多機能介護施

設みんなの家」を開設しました。

「自分だったらどのように世話

してほしいか？」と考えながら、

利用者に、生き甲斐が感じられ

るように支援しています。 
地域密着型サービス外部評価

調査はグループホームの訪問調

査を行いますが、実際のグルー

プホームの運営や介護の取組み、

認知症の理解も必要です。 
及川美恵子さん（みんなの家 

錦織管理者・介護ネットみやぎ

調査員）から、地域密着型サー

ビス外部評価の項目に沿った、

グループホームの取り組みにつ

いて解説していただきました。 
（事務局長 鈴木由美） 



消費者市民ネットとうほくは、2014 年 3 月 3 日特定非営利活動法人として成立し、今後は東北には未だない「適格消費者団体」認定を

目指して活動しています。消費者の皆さんの「安全・安心な生活を送る権利」が守られる社会の実現に向けて活動していきます。 

 
 

ＮＰＯ法人 消費者市民ネットとうほくの活動 
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● 講演会「消費者をめぐる制度の変化と適格消費者団体の役割」

 

11 月 3 日（祝）仙台弁護士会

館 4 階ホールにおいて、消費者

市民ネットとうほく理事で東京

大学法学政治学研究科教授であ

り、内閣府消費者委員会委員長

の河上正二さんを講師に、講演

会「消費者をめぐる制度の変化

と適格消費者団体の役割」を開

催しました。岩手県・福島県・

山形県・宮城県など東北各県か

ら、消費生活相談員、行政関係

者、消費者団体、法曹関係者、

学識者など 46 人の参加があり

ました。 
 消費者問題の背景にある少子

化と超高齢社会、福祉との連携、

地域の見守りネットワーク、消

費者市民社会の育成、消費者政

策など私たちを取り巻いている

社会的な状況の変化や制度の変

化について具体的な事例を交え

てご講演いただきました。さら

に、個人的な被害救済だけでな

く被害予防のための目利き機能

を持ち、差止請求を行うことが

できる適格消費者団体について、

更に被害回復のための財産的被

害回復制度についてご説明いた

だきました。また、適格消費者

団体が抱えている課題や専門家

集団と消費者一人ひとりとの関

わりについてもお話しいただき

ました。 
 続いて、ネットとうほく事務

局長の小野寺友宏理事がネット

とうほくの活動について紹介し、

参加者にネットとうほくの活動

へのさらなるサポートをお願い

しました。 
 
● 第 4 回消費者被害事例ラボ「テーマ：NHK の受信契約に関する諸問題」 

 

ネットとうほく消費者被害ラ

ボは、適格消費者団体を目指し

ている団体として、差止請求の

判決を社会に還元することが必

要との認識から開始した学習会

です。 
第 1 回「冠婚葬祭互助会判決

の解説」、第 2 回「有料老人ホ

ーム契約に伴う諸問題」、第 3
回「不当広告への法的対応」に

続き、第 4 回は、12 月 10 日（木）

に開催され、山形大学准教授の

小笠原奈菜さんより「NHK の

受信契約に関する諸問題」につ

いて報告がありました。学識者、

弁護士、消費生活相談員等 21
人の参加がありました。 
次回は、2016 年 2 月 18 日

（木）「消費者契約法の見直し」

をテーマに開催予定です。 

 
● 宮城県消費生活・文化課と意見交換を行いました 

 

10 月 26 日（月）フォレスト

仙台 501 会議室において、宮城

県消費生活・文化課、ネットと

うほく、宮城県生協連との間で、

「宮城県消費者施策推進基本計

画（第 3 期・素案）」「宮城県消

費者教育推進計画（案）」「宮城

県消費生活サポーター（案）」に

ついての意見交換会が行われま

した。なお、ネットとうほくは、

「宮城県消費者施策推進基本計

画（第 3 期・素案）」と「宮城

県消費者教育推進計画（案）」に

ついての意見（後掲）を提出し

ました。（事務局 大場菊枝）

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5F ＴEL 022-727-9123 FAX 022-276-5160  
E ﾒｰﾙ sn.mshiminnet@todock.jp  URL http://www.shiminnet-tohoku.com/ 

 

NPO 法人 
消費者市民ネットとうほく 



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。 2011 年 4 月 1 日より

「公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織 宮城県ユニセフ協会」と名称が変更になりました。県内唯一の団体としてユニセフの

広報・啓発・募金・学習支援などを活発に展開しております。（設立：1995 年 会員数：一般・学生１９９人 団体５） 

 

 
 

環境のとりくみ 宮城県ユニセフ協会の活動 
 

 

 

 

 

 

● 宮城県ユニセフ協会｢設立 20周年記念式典＆祝賀会｣

宮城県ユニセフ協会は、1995
年 9 月 28 日に設立され、今年

20 周年を迎えました。 
11 月 13 日（金）、江陽グラン

ドホテルにおいて、設立 20 周年

記念式典を開催し、110人の方々

にご参加いただきました。 
一力雅彦会長の挨拶、宮城県

知事村井嘉浩様からのご祝辞

（代理で宮城県保健福祉部次長

の山口様が代読）、日本ユニセフ

協会赤松良子会長とアグネス・

チャン日本ユニセフ協会大使か

らのビデオメッセージ、祝電・

メッセージの披露のあと、「20
年の歩み～みんなの力を笑顔に

かえて～」（ナレーション：渡辺

祥子さん）のビデオを見ていた

だきました。 
ご来賓として仙台市長奥山恵

美子様（代理で子供未来局次長

の中塚様）にもご列席いただき

ました。 
記念講演は、日本ユニセフ協

会早水研専務理事が「ユニセフ

のこれまで、そしてこれから」

と題して、「日本ユニセフ協会

60 年の振り返り」のビデオ上映

のあと、わかりやすいデータを

スクリーンに映しながらお話し

いただきました。ユニセフの歴

史、ミレニアム開発目標（MDGs：

2015 年到達）や今年採択された

持続可能な開発目標（SDGs）の

説明もありました。 

第 2 部の祝賀会では、ご参加

の皆さまの多くが交流できる時

間となりました。 
ご支援いただきました多くの

皆さまに感謝するとともに、20
周年をお祝いいただきました。

今後の活動の飛躍に結びつくよ

うな励ましをたくさんいただき、

感謝いたしております。地域か

らユニセフの活動を支えるとい

う使命を再確認する機会となり

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 

ユニセフ協会 

組織概要 

 
●設立日：1995年 9月 28日  

財団法人日本ユニセフ協会宮城県支部として設立 
●2011年 4月 1日：宮城県ユニセフ協会と名称を変更 
●役員数：顧問 4人／理事 22人／監事３人／評議員 23人 
●ボランティア：40人 
●事業内容：広報活動／啓発活動／募金活動 
●宮城県ユニセフ協会へ寄せられたユニセフ募金額：5億 400万円 

（1995年から 2014年までの 20年間） 
 

 

日本ユニセフ協会早水研専務理事 祝賀会の様子 

２０周年記念事業（2015 年） 

◆ユニセフシンポジウム 
「レジリエントな社会を、子どもたちと」  
（第 3回国連防災世界会議ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾌｫｰﾗﾑ） 

3月 14日・東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾎｰﾙ宮城 
◆写真パネル展 
「守りたい！子どもたちの命」 

4月 7日～10日・東北電力ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ 
◆ユニセフのつどい 
「地球のステージ」＆「いのち」の対談 

5月 31日・仙台市福祉ﾌﾟﾗｻﾞ 
◆ワークショップ 
「世界がもし 100人の村だったら」 

  8月 22日・みやぎ生協文化会館ｳｨｽﾞ 
◆映  画 
「ふしぎな石～ガザの空」 

12月 12日・せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ 

 



公益財団法人みやぎ･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 月に財団法人化し、2012 年 2 月より公益

財団法人に移行しました。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 604、法人

68 団体、任意団体 13 団体です。合計 685 です。（12/1 現在） 

環境のとりくみ 公益財団法人 ＭＥＬＯＮの活動 

① 

② 

▲秋の森を満喫しました！ 

 

竹筒でのご飯炊きに挑戦！ 

 

自然の中で遊ぶ子どもたち 

 

 
 

 

 

 

 

 

● 大人も満喫！「秋の森で遊ぼう！in 川崎町貸森林」 

 

毎年、春と秋の 2 回開催して

いる「森で遊ぼう！」講座。 
10 月 17 日（土）に、川崎町

貸森林において 25 人の参加で

開催しました。 
講師はエコ・森林（宮城県地

球温暖化防止活動推進員グルー

プ）の皆さん。当日のキャンセ

ルもあり、いつもより少なめの

参加者数でしたが、初参加の方

ばかりで皆さん思いっきり森を

楽しんでいました。 
子どもたちは、ターザンロー

プやブランコ、どんぐりのブレ

スレットやゲコゲコ笛作りを体

験しました。 
一方、大人たちには今回重要

な任務がありました。竹筒で炊

くご飯の火の番です。強すぎる 
と竹筒も燃えてしまうため、不

安定な竹筒にまんべんなく火が

あたるように調整します。火を

見ていると気持ちも落ち着きま

すし、自分で炊いたご飯を子ど

もと一緒に食べるのは格別だっ

たようです。 
自然体験をしたことのない親

世代も多いと思います。親が子

どもと一緒になって自然を楽し

むことで、子どもたちも安心し

て遊べるのかなと感じた講座で

した。 

 

● ご案内「東北地区 ESD 環境教育プログラム成果発表会」 

 
MELON では、環境省から

ESD環境教育プログラム作成事

業を受託しています。これは東

北 6 県において地域に密着した

活動をおこなっている NPO の

協力のもと、地域性を加味した

ESD環境教育プログラムを作成

する事業です。 
この事業で作成したプログラ

ムの発表会を開催します！ぜひ

お越しください！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（事務局統括 小林幸司） 

東北地区 ESD環境教育プログラム成果発表会 

＊日 時/2016 年 2 月 6 日（土）13：30～16：50 

＊場 所/仙台市情報・産業プラザセミナールーム（2）[AER6 階] 

＊内 容/東北6県で作成した ESD環境教育プログラムの成果発表会を 

一般市民向けに行います。 

＊参加費/無料 

＊定 員/120 人（先着順） 

※お申込みは・・・下記のＭＥＬＯＮ事務局まで（担当：小林） 

 
 

〒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  
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