


 
 
 
 

 

「食品の安全」と「信頼」について 

 

 

宮城県生協連理事   倉 田  秀 昭 

（みやぎ生協食品の安全推進本部本部長） 
                        

 
 
 
        
 2008 年 1 月の「餃子農薬混入

事件」を受けて、みやぎ生協が

同年 3 月に発表した「食品の安

全をもう一度原点から」で２つ

テーマを掲げました。１つは、

食品の安全を確保する仕組みを

充実させる課題（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等）です。

そして２つ目は、地元産・国内

産食品の取扱いの拡充です。顔

とくらしの見える産直の強化、

地産地消の取組みの強化などで

す。２つ目のテーマを掲げたの

は、事件直後から、みやぎ生協

に国内産の商品取扱いの拡充、

地産地消の取組みを求める声を

非常に多くいただいたからです。 
 ところで、「リスクのものさ

し」という本*に「一般市民は世

の中の様々なリスクに関する情

報の信憑性をどのように判断し

ているか？」というテーマが書

かれてあります。それによると、

「旧来の考えでは、情報の発信

者に専門性があるか、また信頼

性（公正さ、誠実さなど）があ

るかで判断するとされている。

しかし、一般市民が世の中の

様々なリスクについて、それぞ

れの情報発信者が専門性を持っ

ているか、あるいは信頼性があ

るかを精緻に知ることは難しい。

では、どうするかというと、そ

の情報発信者が自分と同じ価値

観を持っているかどうかで判断

している。」というのです。例え

ば、ある公共事業の是非につい

て、推進派、反対派のそれぞれ

の情報発信者の専門性や信頼性

は正確には分からないが、「公

共事業によって地域経済の活性

化をはかることが重要だ」と考

える人は推進派の主張に信憑性

を感じ、「自然環境保護が重要

だ」と考える人は反対派の主張

に信憑性を感じる、という具合

です。 
この主張を参考にすると、み

やぎ生協が「国内産の商品取扱

いの拡充、地産地消の取組みの

強化」を掲げて取組むことは、

同様の考え方を持った方々の

「みやぎ生協の食や食品に対す

る信頼」を高めることにつなが

ると考えられます。もちろん、

みやぎ生協が、食品安全に関す

る専門性と、公正さや誠実さを

本当に持っていることが前提で

あり、それが無ければいつかは

信頼は崩れます。そうならない

ように日々努力を重ねることが

重要だと思っています。 

役員エッセイ 

＊「リスクのものさし」著者：中谷内一也（ＮＨＫブックス） 



宮城県生協連の活動 

配達期間 2010 年 10 月 4 日（月）～2011 年 4 月 29 日（金） 
[配達地域 県内全域（一部離島などを除く）] 

お任せ給油価格 1 ㍑ 78.0 円 18 ㍑１缶 1,404 円 

個 缶 価 格 1 ㍑ 79.0 円 18 ㍑１缶 1,422 円 

＊2009 年度冬シーズンの配達量の構成比は､お任せ給油＝80.5%､個缶＝19.5％でした。 

＊暫定価格は灯油をめぐる大きな環境変化がある場合、期間中に修正することがあります 

＊来年４月には､今冬の生協灯油精算価格を決定し､暫定価格との差額を精算します。 

 

 

 

 

 

● 宮城県生協連第４1回通常総会（2010 年度）第 3回理事会報告 

 
第 3 回理事会は、9 月 14 日

（火）午後 1 時 30 分より、フォ

レスト仙台 2 階第 3 会議室にお

いて開催され、理事 11 人、監事

2 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。 
【議決事項】 

１、冬灯油暫定価格決定の取扱

いの件について、野崎和夫専

務理事より、冬灯油の配達日

程及び案内の都合上専務理事

専決事項として決定すること

の提案があり、全員異議なく

承認可決しました。 
【協議事項】 

１、日本生協連地域福祉研究会

報告書「誰もが安心して暮ら

せる地域づくり～新たな一歩

をふみだすために～」につい

て、今後の地域の中で生協の

なすべき役割を検討していく

にあたり、報告書を活用いた

だきたいという趣旨で、日生

協福祉推進事業部山際淳部長

より報告を受け協議しました。

生協の地域福祉にかかわる取

組み状況、地域福祉活動推進

のポイント、生協が果たすべ

き役割について、報告され、

協議しました。 
【報告事項】 

１、2010 年度組合員集会実行委

員会報告、灯油関連報告、仙

台市・宮城県消費生活審議会

報告について、加藤房子常務

理事より報告があり、全員異

議なく報告を了承しました。 
２、市町村「消費者被害相談業

務等に関するアンケート」実

施計画、消費者トラブルアン

ケートの実施計画、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、宮城県協

同組合こんわ会委員総会報告

について、野崎和夫専務理事

より報告があり、全員異議な

く報告を了承しました。 
３、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、みやぎ食の安全安

心推進会議報告について、入

間田範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、被爆ピアノコンサート開催

報告、平和・憲法 9 条関連報

告、「司法修習生に対する給

与の支給継続を求める要請

書」への賛同について、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。 
５、その他に、「ダメだっちゃ温

暖化」宮城県民会議 2010 年度

通常総会について加藤房子常

務理事より、冬の兵士証言集

会の取り組みについて佐藤由

紀子理事より、落合恵子さん

講演会の取り組みについて吉

武洋子理事より紹介がありま

した。 

 
● 2010 年度冬の生協灯油暫定価格の決定について 

 
9 月 22 日（水）2010 年度冬

の生協灯油暫定価格を決定しま

した。9 月の県内灯油市況を下

回る暫定価格を設定することに

よって、組合員の家計負担を少

しでも軽くすることに貢献でき

るよう右記の価格としました。 



環境のとりくみ 

40 周年記念講演の様子

スクリーンを使って４０年のあゆみを紹介 

組合員集会実行委員長のあいさつ 

 

 

 

 

● 『宮城県生協連創立 40 周年記念 

消費者のくらしと権利を守る第 31 回宮城県生協組合員集会』開催報告 

 

9 月 28 日（火）東京エレクト

ロンホール宮城（旧宮城県民会

館）の大ホールにおいて、『宮

城県生協連創立 40 周年記念 消
費者のくらしと権利を守る第 31
回宮城県生協組合員集会』が開

催され、宮城県生協連加盟生協

から 1,080 人が集まりました。 
 はじめに、組合員集会実行委

員長でみやぎ生協地域代表理事

の西村純子さんから、今日の集

会の準備のために実行委員会を

行い、集会アピールや企画、配

付資料等について検討を重ねた

ことの報告がありました。 
 続いて、齋藤昭子会長理事か

ら主催者挨拶があり、来賓とし

て、民主党宮城県総支部連

合会広報委員長 仙台市議

会議員 岡本あき子様、自

由民主党宮城県支部連合会

幹事長 宮城県議会議員 

須田善明様、公明党宮城県

本部幹事長 仙台市議会議

員 笠原哲様、日本共産党

宮城県委員会常任委員 仙

台市議会議員 福島かずえ様、

社会民主党宮城県連合幹事長 

岸田清実様からご挨拶いただき

ました。 
 宮城県生協連創立 40 周年に

あたり、設立当初から会員生協

である東北大生協の専務理事で

県連副会長理事の佐藤和之さん

から、県連 40 年のあゆみに

ついて写真と主だった事柄

の紹介がありました。 
 その後、記念講演として、

経済評論家の内橋克人さん

を講師に、『共生経済が始ま

るー市場原理至上主義を超

えてー』という演題で、ご講

演いただきました。内橋さん

は、1990 年代初めから一貫

して、市場原理至上主義、新

自由主義的改革に対して警

鐘を発し続けてこられまし

た。講演の中で、生活協同組

合の果たすべきこととして、

「協同組合とは何か、その原

点は何かを考えることです。ロ

ッチデールのように“一人は万

人のために万人は一人のため

に”という原点もありますが、私

がいつも言っているのは『力な

きものの力』『ザ・パワー・オ

ブ・パワーネス』です。力ない

ものが集まってきて力を出すこ

とが協同組合です。このことを

忘れないようにすることです。」

とお話されました。 
 続いて、集会決議採択後、雨

天のため街頭アピール行進はな

しとなりましたが、みなさん元

気に会場内でシュプレヒコール

を行い、集会は終了しました。 
 

宮城県生協連の活動 

シュプレヒコールで使用したうちわ 

表 裏 



環境のとりくみ 

石油連盟総務部の橋爪吉博さんの講演

 

 

 

 

● 「2010 年度灯油学習会」開催報告 

 
9 月 1 日（水）午前 10 時 30

分より、フォレスト仙台 2 階第

2 フォレストホールにおいて、

『2010 年度灯油学習会』を開催

しました。2010 年度宮城県生協

連灯油モニター、みやぎ生協、

生協あいコープみやぎから 100
人が参加しました。 
 はじめに、生協灯油 DVD 紙

芝居「ホッとする約束」を上映

しました。続いて「最近の石油

情勢について」と題して、石油

連盟総務部の橋爪吉博広報グル

ープ長からお話がありました。

オール電化住宅や太陽光発電な

ど、石油離れが昨今叫ばれてい

るが、石油は利便性・経済性･

供給安定性があり、分散型エネ

ルギーとして、災害に強く、阪

神淡路大震災でも、ガソリンス

タンドが火災にあわず、災害拠

点となったこと。そして今後の

原油価格の見通しや石油

製品小売価格の動向につ

いても話され、石油が暖

房だけでなく、私たちの

生活に深い関わりのある

ものだということがわか

りました。また、新価格

体系の導入と、石油業界

の安定供給の取組みなどについ

て説明がありました。その後、

東北石油システムセンターの川

島金弥所長から、エコフィール

の導入補助金制度についての説

明がありました。 
 最後に、みやぎ生協共同購入

運営部の菊地慎一郎課長から、

“安心・楽チン・お得”な生協お

任せ給油についてのお話があり、

「生協灯油」の利用を呼びかけ

ました。 
 
● 「2010 年度宮城県生協連灯油モニター説明会」開催報告 

 

9 月 1 日（水）午後 1 時より

フォレスト仙台 5 階会議室にお

いて、「2010 年度宮城県生協連

灯油モニター説明会」を開催し

ました。今年度は 62 人の登録

があり、当日は 41 人の灯油モ

ニターが参加しました。灯油モ

ニターの価格調査の意義と重要

性や調査方法、報告のルールに

ついて確認し、正確な調査を行

うための情報交換を行いました。 

 
● 「宮城県生協連灯油対策本部」を設置しました 

 

2010 年度生協冬灯油配達の

開始日である 10 月 4 日（月）、

宮城県生協連内に「宮城県生協

連灯油対策本部」を立ち上げ、

野崎和夫専務理事（灯油対策本

部長）が、事務所前に看板を設

置しました。 
今冬も灯油情勢の変化に応じ

て、組合員への情報提供や行

政・石油元売りへの要請行動等、

迅速な対応で万全を期すため、

「県生協連灯油対策本部会議」

を、10 月 21 日（木）みやぎ生

協文化会館ウィズ教室２におい

て開催し、灯油モニターの価格

調査の報告や、本格需要期を前

に運動方針などについて検討し

ました。 

宮城県生協連の活動 



環境のとりくみ 

学習会の様子 

家計モニターからの報告の様子 

挨拶をする達増拓也岩手県知事 

 

 

 

 

● 家計モニター募集のための学習会「庭から始まる食育」開催報告 

 
宮城県生協連では、1978 年か

ら「生協の家計簿」を使って家

計調査を行っています。この調

査に協力していただく「家計モ

ニター」の募集を、県連の会員

生協に広く呼びかけ、モニター

をさらに増やしていこうと、10
月 4 日（月）みやぎ生協文化会

館ウィズ会議室において学習会

を開催し、175 人の参加者があ

りました。 
若い世代のモニターを増やす

ため、子育て中のお母さん方に

関心がある「食育」をテーマに、

日本野菜ソムリエ協会認定 野

菜ソムリエ・薬膳アドバイザー

師範・NPO 法人東北食育実践

協会認定食育コンダクターの石

館志保子さんを講師に、『「庭

から始まる食育」地球にやさし

い＆家計にやさしいくらし方～

ベジタブルガーデンのすすめ

～』というテーマでお話いただ

きました。石館さんは、自宅の

庭で野菜の栽培をしていること

から、庭の四季の移り変わりの

様子などを映像を通して説明さ

れました。「旬のものを旬の時

期に食べることは、体にもやさ

しく、自宅の庭で取れたものな

らば、自産自消で無駄がなく家

計にもやさしい。」とお話しさ

れました。 
学習会の最後に、家計担当事

務局の佐藤啓子さん（みやぎ生

協）から生協の家計調査や「生

協の家計簿」の紹介を行いまし

た。続いて、家計モニターにな

って間もない 30 代の方 2 人か

ら、活動に取組んで良かったこ

との報告がありました。 
 

 
● 「2010 年度北海道・東北地区行政・生協連絡会議」参加報告 

 

2010 年度北海道・東北地区行

政・生協連絡会議が、10 月 21
日（木）に岩手県庁で開催され、

北海道・東北７道県の行政担当

者 10 人、各生協連から 21 人が

参加しました。 
 はじめに、達増拓也岩手県知

事より、消費者行政の充実・強

化にむけた情報交換を行い、消

費者行政の推進の一助となるこ

とを期待する旨の挨拶がありま

した。「岩手県における消費者

行政の推進について」岩手県立

県民生活センターの久喜勉所長

より報告があった後、「消費者

信用生活協同組合の相談活動の

取組み」について、消費者信用

生協の上田正専務理事より報告

がありました。 
その後、各道県から消費者行

政の充実・強化にむけた取組み

について報告がありました。消

費者行政活性化事業の進捗状況

を中心に、情報交換しました。

地方消費者行政の充実にむけて、

行政と生協が協力して取組んで

いくことを確認しました。  
年 1 回開催している北海道・

東北地区行政・生協連絡会議で

すが、来年度は、宮城県での開

催となります。 

宮城県生協連の活動 



環境のとりくみ 
 

 

 

 

● 宮城県と仙台市の「消費生活基本計画」の学習会を開催しました

 

9 月 21 日（火）フォレスト仙

台 5 階会議室において、「消費

者行政の充実強化をすすめる懇

談会みやぎ」（以下「消費者懇」

と略す）の消費者行政部会主催

による「第 1 回学習会」が開催

されました。消費者懇では、「宮

城県消費者施策推進基本計画」

と「仙台市消費生活基本計画」

の改定にあたり、パブリックコ

メントの提出を行うと共に、構

成団体へも提出を呼びかけてい

ます。 
そこで全国と宮城県の消費者

行政の現状を認識し、目指すべ

き基本計画について学び、一人

でも多くの消費者がパブリック

コメントの提出ができるように、

部会メンバーを中心に構成団体

のリーダー層まで学習会の参加

を呼びかけ、生協あいコープみ

やぎとみやぎ生協から 30 人の

参加がありました。 
はじめに、消費者懇副座長の

沼倉優子さん（みやぎ生協副理

事長）から挨拶があり、その後、

日本生協連組合員活動部の小林

真一郎さんから「自治体消費者

行政の活性化と消費者団体の役

割」と題したお話がありました。

最初に、消費者問題を身近な問

題として捉えてもらえるように、

ワークショップ形式で自分の身

近で起きた問題を出し合いまし

た。それから、国の消費者基本

法の制定、消費者庁の設置、そ

して、“消費者主役の社会づく

り”に向けての課題について話

されました。消費者・消費者団

体は、くらしに根ざした消費者

行政となるよう、声をあげるこ

とが重要であることが確認でき

ました。 
続いて、みやぎ生協消費者行

政担当の向井優子さんから、

2009 年度の国・宮城県・仙台市

の相談の傾向について、2010
年度の宮城県内市町村消費生活

相談窓口の状況等の説明があり

ました。宮城県生協連の加藤房

子常務理事から、宮城県と仙台

市の消費者基本計画の審議会で

の進捗状況等についての報告が

ありました。 
今後も、パブリックコメント

に繋がるような学習会の開催を

予定しています。 
  

 
 
● 活かそう！消費者力連続講座第４回「身近で起きる製品事故」開催報告 

 
9 月 3 日（金）みやぎ生協文

化会館ウィズにおいて、生活の

中で起きる製品事故の事例と相

談先をテーマに学習会を開催し、

メンバー60 人が参加しました。 
独立行政法人製品評価技術基

盤機構（NITE）の菊地徹さん

から、家庭の中で起きる製品事

故の事例についてムービーを交

えてお話いただきました。製品

事故に至るまでには、製品その

もののエラーと使用者の不注意

によるもの（ヒューマンエラー）

があり、痛ましい事故を減らす

ためにも消費者が事故事例に注

意していくことが大切であるこ

とを学びました。参加したメン

バーからは「日用品や家電品も

使い方を間違うと大きな事故に

繋がることを改めて実感した。」

「トラッキング現象など家の中

のコード類をもう一度見直して

みようと思った。」「NITE の

役割についてよくわかった。」

などの感想が寄せられました。 

（生活文化部 向井優子） 

消費者行政のうごき 

み や ぎ 生 協  

講師の菊地徹さん 



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 

団体･グループ

地

方

公

共

団

体

行 政

行政への
提案・要望

行政からの
依頼

協働

消 費 者 庁

消費者団体

教育

弁護士等専門家

環境

福祉

など

団体･グループ

地

方

公

共

団

体

行 政

行政への
提案・要望

行政からの
依頼

協働

消 費 者 庁

消費者団体

教育

弁護士等専門家

環境

福祉

など

前田賢司さん（消費者庁）の学習講演の様子 

 
 

 

 

 

 

 

● 「消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ」臨時幹事会報告 

 
消費者行政の充実強化をすす

める懇談会みやぎは、10 月 19
日（火）フォレスト仙台 5 階会

議室で臨時幹事会を開催し、以

下協議いたしました。  
１．消費者庁・全国消団連共催

「地方消費者グループ・フォー

ラム」実行委員会への参加と、

宮城県内のとりまとめ団体とし

て開催準備していくことを確認

しました。 
消費者庁と全国消費者団体連

絡会は「地方消費者グループ・

フォーラム」を共催することと

なりました。この「地方消費者

グループ・フォーラム」は、地

域の消費者問題に携わる団体や

グループが集まり、日頃の活動

の交流や意見交換を通

じて、地方消費者行政の

充実・強化をはかること

を目的として開催され

ます。 
全国 47 都道府県を 9

つのブロックに分け､ブ

ロック単位で開催する

「地域フォーラム」を実

施し、その後、「全国フ

ォーラム」の開催が予定されて

います。９つのブロックのうち、

東北ブロックフォーラムの実行

員会に、「消費者行政の充実強化

をすすめる懇談会みやぎ」とし

て参加していきます。 
２．消費者庁地方協力課協力第１

係長の前田賢司さんを講師に、

学習講演「地

方消費者行政

の充実と消費

者団体の役割

について」を

行いました。 
消費者庁消

費者委員会が

設置されてか

ら１年が経過

しました。消

費者行政の充

実強化をすす

めるうえで、

現時点で課題となっていること

をお話しいただきながら、地方

の消費者団体の役割および期待

についてお話しいただきました。 
その後、消費者庁への期待や要

望など、意見交換しました。 
３．「みやぎ食の安全安心基本計

画（第二期）（中間案）」にたい

するパブリックコメントを、「消

費者行政の充実強化をすすめる

懇談会みやぎ」として提出する

ことを確認しました。 
また各団体においても、宮城

県あてにパブリックコメントを

提出するよう呼びかけることと

しました。 
４．食品の安全行政部会、消費

者行政部会の、この間の活動お

よび今後の計画について報告が

ありました。 
 
 



環境のとりくみ 

オープニング 『品井沼太鼓』 

オリジナルラベルワイン発売発表会の様子 

健康○×クイズ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

● 東北の大学生がデザインしたラベルを使った「オリジナルワイン」を発売 

 

９月 23 日（木）みやぎ生協文

化会館ウイズにおいて、東北の

大学生がデザインしたラベルの

発表会と授賞式を行いました。

ワインは３種（「あじろん」

「デラウエア」「巨峰」）で、

すべて限定数の販売、みやぎ

生協酒類取扱店 39 店舗で取

り扱いしています。 

デザインは、寄せられた作

品を晩翠画廊の金子美也さ

んとみやぎ生協で選定を行

い、３種のワインそれぞれに

１位から３位までの順位を決め、

９人の作品を使って商品化しま

した。1 位入賞者は、東北芸術

工科大学の高橋克幸さんと荻野

裕子さん、東北生活文化大学の

荒木香澄さんの 3 人です。 
今後も、地産地消の取り組み

だけでなく、東北の大学生の活

動も応援していきたいと考えて

います。 

（総務部課長 千葉徹）

  

 

 

● 楽しく集った「健康まつり」                   
 

10 月 3 日（日）松島町中央公

民館において、1,200 人を超える

参加で、松島医療生協の「健康

まつり」が開催されました。 
昨年は、新型インフルエンザ

の脅威で、準備途中で中止とな

りました。今年の「健康まつり」

にかける意気込みは大きく、準

備にも熱気が溢れていました。 

 心配したお天気も、絶好

のまつり日和となりまし

た。 
オープニングは品井沼

小学校の生徒達による『品

井沼太鼓』で勇壮に幕を開

け、来賓挨拶と、レッツカ

ホロによる華やかなフラ

ダンスが披露されました。 
広場では、各支部の焼き

そば・つきたて餅・玉こ

ん・イカ焼き等の様々な出

店が並び、豪華景品のあた

る抽選会に長い列もでき、

大きく盛り上がりました。

屋内では作品展示、健康チ

ェック・骨密度健診など、

講堂では演芸発表会、スペース

サウンド（プロ）のジャズ演奏

と盛りだくさんでした。来年度

は 40 周年記念事業として取り

組む計画です。 
（健康まつり実行員会 

  事務局長 佐藤広） 
 

会員生協だより 

み や ぎ 生 協  

松 島 医 療 生 協  
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● 大学祭で学生・教職員の健康増進に貢献 

 

宮城大学生協では、10 月第 2
週と第 3 週末に行われた大学祭

に積極的に参加しました。 
 特に太白キャンパス大学祭で

は、学生委員会が中心となって

「健康を意識する」というメイ

ンテーマのもとで、体力測定チ

ェックや健康維持の為の各種体

操などの展示説明を行いました。 
また今年の目玉企画として、

ヨガ専門講師をお招きして「手

軽なヨガ体験」も行いました。

この企画には延べ 60 人以上の

学生や、教職員そして近隣の住

民の方々に参加していただき、

「以前からヨガに興味があった

が、なかなか始めるきっかけが

無かったので大変良かった。」

と好評でした。 
今後も大学への貢献はもちろ

んですが、地域貢献にもつなが

るような活動を行っていきたい

と考えています。 
（専務理事 井上養明） 

 

 

 

● 事業所用施設の取得

 

 みやぎ県南医療生協では 2009
年度末に槻木地区に、次の高齢

者事業用施設として中古住宅を

取得しました。土地 250 坪、建

坪 100 坪以上と個人用としては

かなり規模の大きなものです。

事前に専門家に見ていただき、

高齢者事業として十分活用が可

能であるとの見解のもとで、新

たな医療生協の地域活動拠点と

しての活用も見込み取得したも

のです。 
中古物件ならではの改修等に

かなりの投資が必要だったこと

や、内部の整理等に医療生協の

女性理事を中心に大変な労力と

時間を要しましたが、７月には

改修や整理もほぼ終了し利用が

可能になりました。 
現在は、支部やブロックなど

の会議やイベントで使用し、事

業については“槻木活用委員会”
で検討しています。この結論を

得て理事会での決定のもと次期

総代会で新たな事業の提案を行

い、2011 年度の下期の新事業展

開を目指します。 
この施設は、医療生協開設後

初めての新たな地域活動拠点誕

生となりました。どんどん利用

していただきブロックから支部

移行に弾みをつけて、2009 年度

の３つの支部誕生に続いて、残

る５ブロックの支部移行実現を

目指します。そして医療生協な

らではの利用者さん中心の介護

事業を拡げて行きたいと思いま

す。   
   （専務理事 梅津敏夫） 
 

会員生協だより 

み や ぎ 県 南 医 療 生 協  

宮 城 大 学 生 協  

槻木事務所 

「手軽なヨガ体験」 

インストラクター（上） ・・・のポーズ（下） 
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新米試食会の様子 

 
 

 

 

 

 

 

 
● 宮城県協同組合こんわ会幹事会報告 

 

宮城県協同組合こんわ会幹事

会が、10 月 8 日（金）午後４時

より、ＪＡビル宮城会議室にお

いて開催されました。宮城県農

業協同組合中央会、宮城県生活

協同組合連合会、みやぎ生活協

同組合、宮城県漁業協同組合、

宮城県森林組合連合会、日専連

宮城県連合会から各幹事が参加

しました。 

 2010 年度県産県消フォーラ

ムを、12 月 5 日（日）みやぎ生

協文化会館ウィズで開催するこ

とを決定しました。おにぎりを

素材にして、宮城県内にある「山

の幸・海の幸・里の幸」が、現

代にとって必要な豊かな食材で

あることの理解を広げることを

めざした企画とします。また、

親子で参加いただけるよう、楽

天イーグルスの野球選手の出演

等を予定しています。 
 2011 年が協同組合こんわ会

20 周年となることから、20 周年

記念の企画について検討してい

くこととしました。 
 また 2012 年が国連の定めた

「国際協同組合年」となること

から、今年度から取り組みをす

すめていくことを確認しました。 
 

● 平成 22 年産環境保全米新米試食会並びに「みやぎの環境保全米県民会議」参加報告 

 

10 月 13 日（水）JA ビル宮城

11 階大会議室において、宮城県

産環境保全米ひとめぼれ、ササ

ニシキの本年産の新米試食会が

開かれました。みやぎの環境保

全米県民会議の主催で、委員 32
人が参加しました。JA 中央会の

木村春雄会長は「全国的な国民

の米離れの影響が宮城県にも多

分にある状況だが、みやぎのお

いしい環境保全米を多くの消費

者に食べてもらえるように県民

会議メンバーに協力いただきた

い。」と挨拶しました。試食会に

は、環境保全米のひとめぼれと

ササニシキの新米炊きたてご飯、

また、宮城県産農畜産物を使っ

た旬の食材が副食として提供さ

れました。参加者からは、「色つ

や良く、香りも良く、とてもお

いしい出来ばえになっている。」

「環境保全米をいただくことで、

環境保全への貢献もだが、安心

をいただくことができるという

ことが、非常に重要なことをも

っと消費者にピーアールする必

要がある。」などの意見が出され

ました。 
 試食会終了後、JA ビル宮城 6
階第 3 会議室において「みやぎ

の環境保全米県民会議」が開催

されました。JA 中央会の木村春

雄会長は「平成 21 年産米は、全

国的に過剰在庫となっている。

そのような中、今年 JA グループ

宮城は売り切る戦略を打ち出し

た。環境保全米のさらなる定着

と普及拡大をよりいっそう進め

ていく。」と挨拶しました。その

後、平成 22 年産環境保全米の作

付け実績について、前年より

3,098ha 増えた（平成 22 年 6 月

末現在）こと、平成 22 年度活動

経過について、活動状況報告と

今後の「生産対策」「販売対策」

「宣伝対策」の取組みの具体化

の報告、CO2 削減効果の表示手

法については、国の指針が出て

から検討すること、また環境保

全米の集荷状況と今後の販売対

策について報告がありました。

委員からは、「農薬などに関して、

消費者に分かりやすい表示方法

の具体化を望む。」「県民会議参

加団体が各々お米を消費するこ

とを主眼においた業務展開や呼

びかけを行うことも必要ではな

いか。」などの発言がありました。



大崎市のブース 

「グローバル対話」に参加 

講師の岩渕成紀さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 学習会「わたしたちのくらしと生物多様性」開催報告 

 
「生物多様性」についての理

解をひろめるため、学習会「わ

たしたちのくらしと生物多様

性」を、9 月 15 日（水）エル・

パーク仙台スタジオホールで

128 人の参加者で開催しました。 
NPO 法人田んぼ理事長の岩

渕成紀さんを講師に田んぼを中

心にした生物多様性のお話、事

例報告1をCOOP緑の基金運営

委員の後藤一磨さんの「森と海

のつながり～南三陸町から～」、

事例報告 2 をみやぎ生協地域代

表理事荒木優子さんの「みやぎ

生協の生物多様性の取組み」の

報告がありました。 
参加者からは、「岩渕先生の

講演内容が楽しくわかりやすか

った。」「生物多様性について

よくわかった。」「田んぼや生

きものの価値を見直した。」な

どのご感想をいただきました。

足元の自然を考えることが「生

物多様性の保全」につながると

いうメッセージが伝わったよう

です。 
今後は、産直の活動などとも

関連づけながら「生物多様性」

の取組みを広げていきます。 
 

● ＣＯＰ10 関連企画への参加報告 

 
10 月 18 日～29 日、名古屋で

190 余の国々が集まって「生物

多様性条約第 10 回締約国会議

（COP10）」が行われました。 
会議に向け、名古屋市内で

様々な関連企画が開催され、み

やぎ生協地域代表理事 2 人と事

務局 1 人は、10 月 22 日（金）

～24 日（日）まで視察しました。 
国際会議場に隣接する白鳥地

区では「生物多様性交流フェア」

が、208 団体（政府･自治体・

NGO･NPO･企業など）のブー

ス出展で開催され、この会場を

メインに情報収集しましたが、

他にも「地球生きもの EXPO 

in モリコロパーク」での里山観

察や、「藤前干潟ふれあいフェ

スタ」などのワークショップな

ど参加型体験も経験し、専門化

と市民の交流「グローバル対話」

などにも参加しました。 
東北地方の自治体では唯一、

大崎市がブース出展していて、

ラムサール条約が結ぶ「雁の里」

として、みやぎ生協も関わって

いる田尻地域「田んぼの生きも

の調査」についても紹介されて

いました。地元の取組みの出展

ブースで、話し込んでしまいま

した。今回参加して「生物多様

性」という視点を打ち出してい

く必要性を痛感しました。得た

ものを今後の活動につなげてい

きたいと思います。 

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 

み や ぎ 生 協  

（生活文化部 昆野加代子）

 



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 

講師の斎藤貴男さん 

呼びかけ人代表の後藤東陽さんの挨拶    「おじいちゃんから孫たちへ」の合唱 

     参加者の皆さん                仙台ガブリエリ・ブラスの演奏 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 憲法９条を守り生かす「宮城のつどい 2010」開催報告 

 
10 月 30 日（土）イズミティ

２１大ホールにおいて、「憲法９

条を守り生かす宮城のつどい

2010」が開催され、900 人の参

加がありました。 
主催の「みやぎ憲法九条の会」

は、2004 年に作家の大江健三郎

さんら 9 人が、東京に「九条の

会」を立ち上げたのを受けて、

2006 年に結成されました。現在

県内各地に 115 の「九条の会」

が作られ、県内の賛同者総数は 3
万人に達しようとしています。 
つどいでは、はじめに合唱組

曲「おじいちゃんから孫たちへ」

の合唱が行われました。「語りつ

ぐ『私の戦時体験』仙台空襲」

を原作にした組曲で、「宮城うた

ごえ協議会」を中心とする有志

合唱団が、反戦平和の思いを合

唱で伝えました。また、みやぎ

憲法九条の会呼びかけ人を代表

して後藤東陽さんから、主催者

あいさつがありました。 
今年のつどいでは、ジャーナ

リストの斎藤貴男さんを講師に

迎えて、「平和と平等をあきらめ

ない～安心して生きるために

～」と題した講演をしていただ

きました。政権交代があったが

安全保障政策の変更がないこと

や、格差の拡大により貧困層が

増えていることは将来アメリカ

のように徴兵でなくても自衛隊

要員を確保していくことにつな

がっていることなどが話されま

した。格差のない社会を築き、

憲法 9 条を守ることで基地のな

い日本をつくっていくことが呼

びかけられました。 
続いて、仙台ガブリエリ・ブ

ラスによるミニ・コンサートが

行われました。ガブリエリ・プ

ラスは、1971 年 6 月、宮城県立

盲学校吹奏楽部ＯＢ4 人で結成

され、現在は吹奏楽部ＯＢに加

えて学生や音楽愛好家とともに

活動しています。トランペット

をはじめとした金管楽器の演奏

は、聴くものに元気を与えてく

れました。 
最後に、平和憲法を守り生か

す取組みをさらに広げていくこ

とを呼びかける集会アピールを

採択して、集いは終了しました。 



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 
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● 新米試食会報告と 2010 年産米をめぐる現状 

 

ＪＡみやぎ仙南は、９月 21 日

（火）角田市の仙南シンケンフ

ァクトリーを会場に、みやぎ生

協、仙南調理士会、パールライ

スみやぎ等の米穀卸、行政、管

内小学校児童をはじめ、生産者、

ＪＡ関係者、マスコミ各社など

約 80 人が出席して、2010 年産

新米試食会を開催しました。 
これは、新米収穫をともに喜

びあいながら、消費者をはじめ

関係者に新米を味わってもらい、

産直ふるさと米に代表されるみ

やぎ仙南産米をアピールするこ

とを目的に、毎年この時期に行

っているものです。  
 浅野清組合長は冒頭挨拶で、

「10 年産米は春の低温、夏場の

猛暑に耐えて頑張った米。農家

の稲づくりに向けた思いを感じ

て食べて欲しい。」と述べました。 
試食会では、産直米「ひとめ

ぼれ」、「ササニシキ」、業務用需

要の多い「まなむすめ」に加え、

今秋デビューの新品種「つや姫」

の４品種を試食し、全員がその

味わいを噛み締めていました。 
また、仙南管内で農業体験と

して、水稲の栽培学習を行って

いる角田市立枝野小学校６年生

19 人が招待され、「どの新米も

美味しくてもっと食べたい。」

「やっぱりお米が大好きです。」

と試食会を楽しみました。 
 

 
 

 
  

さて、この 10 年産米をめぐる

環境は、今までにない厳しいも

のとなっています。 
少子高齢化、食生活の多様化

などから米消費が減り、供給過

剰から大幅な米価下落が生じて

いるのです。 
宮城県の米生産費は 16,500

円/60 ㌔ですが、生産者が受け取

る 10年産米概算金は 3,600円も

下がり 8,700 円（1 等玄米 60 ㌔

当たり：宮城県）まで下落して

しまいました。 
戸別所得補償交付金を含めて

も、農家手取りは大きく減少し

ます。それでなくとも地域農業

の担い手不足と高齢化は深刻で、

耕作放棄地が増える中、決定的

なボディブローとなっています。 
ＪＡの取組みとして、過剰米

の市場隔離実施など農政レベル

での緊急対策要請を継続して行

うとともに、１人ひとりが出来

ることとして、「一週間にもう一

食ごはんを食べること」が大切

です。 
（営農経済部長 三戸部文夫） 

 
 

み や ぎ 仙 南 農 協  



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 

池戸重信先生の講演の様子 

「みやぎ生協の新・食生活提案」 

 
 

 

 

 

 

 

● 「平成 22 年度第 2 回仙台市食育推進会議」参加報告 

 

9 月７日（火）仙台市役所本

庁舎２階第１委員会室において、

「第 2 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

進計画の策定について、その他

の 2 つでした。 
現在の仙台市食育推進計画の

計画年度が平成 19 年度～22 年

度のため、今年度中に 23 年度か

らの次期推進計画を策定するこ

ととしています。 
議論のなかで、重視して取組

む世代として、「乳幼児から小学

生ころ」、「高校生から 20 歳代に

かけて」を対象とした取組みを

推進していこうという検討をお

こなっています。大学生にむけ

て、食に関する知識や技術を向

上してもらいながら、自立した

食生活をつくりあげていく取組

みが求められています。 

 

 
 
●  たべるたいせつセミナー学習会「食生活の変化と食の安全・安心」開催報告 
 
９月 10 日（金）みやぎ生協文

化会館ウィズにおいて、食育活

動委員会の拡大学習会として、

食べるたいせつセミナー学習会

「食生活の変化と食の安全・安

心」が開催され、76 人のメンバ

ーが参加しました。 
はじめは、宮城大学副学長･食

産業学部長 教授の池戸重信先

生の講演でした。先生は参加者

に大変気さくに話しかけ、時々

笑いも起こる雰囲気で、私たち

の食生活はどのように変化した

か、これからどのように食を守

っていくことが必要なのかなど、

食生活の変化の実態と家庭での

心得、表示の見方などをお話し

くださいました。 
食品表示の話は、命に関わる

アレルギー表示や賞味・消費期

限の違いなど、クイズを取り

入れての説明で大変興味深

い内容でした。「表示は食育

の入り口。表示を活用するの

は消費者の私たちです。」と

の先生の言葉に、表示の知識

の大切さを改めて感じさせ

られた学習会でした。 

続いて、食育活動委員会の委

員による「みやぎ生協の新・食

生活提案」のお話がありました。

食の安全・安心を目指すみやぎ

生協の新･食生活提案と活動の

大変わかりやすい説明で、私達

の普段の生活でもぜひ取り入れ

たい内容でした。 

（生活文化部 野口良子） 

み や ぎ 生 協  



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 

左から  千葉さん、齋藤(信)さん、 

井上さん、岩崎さん 

 
 

 

 

 

 

 

 

● 2010 年度「第 1 回地域密着型サービス外部評価審査委員会」開催報告 

 

評価事業についての報告を受

け、その内容について意見を述

べることにより、評価事業の運

営の適正化を図ることを役割と

する外部評価審査委員会が、8
月 26 日（木）11 時から介護ネ

ットみやぎ事務所において全員

の出席で開催しました。 
介護ネットみやぎ 2010 年度

事業計画（総会議案書、地域密

着型サービス外部評価受審のご

案内送付一覧）と地域密着型サ

ービス外部評価（事業者関係書

類一式、評価委員関係、評価調

査員関係）について概要を説明

し、委員に確認と助言をしてい

ただきました。 

  
 

 
 

介護ネットみやぎ地域密着型サービス外部評価受審のご案内 

―サービスの質の向上をめざす事業所を応援します― 

＜評価の実績について＞ 

２００３年宮城県モデル評価事業「訪問介護サービス評価」実施 

２００４年宮城県モデル評価事業「通所介護サービス評価」実施 

２００５年宮城県モデル評価事業「居宅介護支援サービス評価」実施 

２００６年から｢介護サービス情報の公表｣制度の指定調査機関として調査事業実施 

 

＜外部評価内容について＞ 

２０１０年７月１日、宮城県より｢宮城県地域密着型サービス外部評価機関｣として選定されました。これまでに蓄積した 

ノウハウを活かし、公正中立な立場できめ細かな評価を行います。 

 

対象サービス  ①認知症対応型共同生活介護    ②小規模多機能型居宅介護 

対象区域    宮城県全域 

評価手数料等 

サービス種別及びユニット数 評価調査員数 訪問調査日数 手数料額 

１ユニット ２人 原則として１日 ４５，０００円 

２ユニット ２人 原則として１日 ６０，０００円 

３ユニット ３人 原則として１日 ７５，０００円 

 

認知症対応型 

共同生活介護 

４ユニット ３人 原則として１日 ９０，０００円 

小規模多機能型居宅介護  ２人 原則として１日 ４５，０００円 

 

＜地域密着型サービス外部評価審査委員＞（敬称略） 

岩  崎  利  次（いわさき生活福祉研究所代表） 

井  上  博  文（シンフォニーケア株式会社常務取締役・みやぎ小規模多機能型居宅介護連絡会代表） 

齋  藤  昭  子（NPO 法人介護サービス非営利団体ネットワークみやぎ副理事長・みやぎ生協理事長） 

齋  藤  信  子（社会福祉法人仙台ビーナス会法人総括施設長） 

千  葉  由紀枝（公益社団法人認知症の人と家族の会 宮城県支部世話人）  



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 

◆映画上映会のお知らせ◆ 

「子供の情景～アフガニスタンの少女バクタイの小さな冒険」

日時 2010 年 12 月 3 日（金）10：30～、13：30～、18：30～ 

会場 せんだいメディアテーク 7Ｆスタジオシアター 

入場 無 料（要・事前申し込み） 
 

≪お申し込み・お問合せ≫  
日本ユニセフ協会宮城県支部 ＴＥＬ022-218-5358 

 
 
 
 
 
 

記者会見の様子 ©日本ユニセフ協会 

 

現行「児童買春・児童ポルノ禁止法」 

違  法 

（禁止・処罰の対象） 

違  法 

（罪は問われない） 

製造、販売、配布、公然

陳列、以上を目的とした

所持 

購入、入手、自分で見

るための所持（単純所

持） 

【児童ポルノ】子どもの性的虐待を記録した画像・映像 

 
 

 

 

 

 

● 児童ポルノを「見ない、買わない、持たない、作らせない」 

 
2008 年 3 月にスタートした

「なくそう！子どもポルノ」キ

ャンペーン。国際水準に基づい

た早急な法改正などを求めるキ

ャンペーンには大変多くの賛同

を得ました。 
 子どもの性的虐待の現場を撮

影した「児童ポルノ」。被害者の

低年齢化が進み、日本でも深刻

な問題となっています。今年 2
月の警察庁の発表では、2009 年

度の日本国内の児童ポルノの事

件摘発数は 935 件と過去最高を

更新。発見・保護された子ども

たちも 411 人と、過去最多を記

録しました。未就学児を含む小

学生以下の子どもの被害者数は、

前年に比べ 166.7％の増加とな

りました。 
 2009 年の通常国会で「児童買

春・児童ポルノ禁止法」改正案

を審議。児童ポルノの購入や入

手、いわゆる「単純所持」の違

法化などを内容とする修正案が

ほぼ合意されました。しかし、

突然発表された衆議院の解散に

より改正案は廃案となり、法改

正はあと一歩のところで実現さ

れませんでした。 
日本ユニセフ協会は、2010 年

5 月 27 日、全国知事会、日本赤

十字社、日本ＰＴＡ全国協議会

はじめ、60 を超える団体・企業・

個人のみなさまの賛同を得なが

ら、児童ポルノを「見ない、買

わない、持たない、作らせない」

を合言葉に、早急な法改正とと

もに、インターネット上の児童

ポルノを遮断する「ブロッキン

グ」の早期実現などを求める国

民運動を発足させました。 
「国民運動」特設ホームペー

ジ（http://www.nakuso.jp/）では、

インターネットの正しい使い方

を学べる機会や、フィルタリン

グと呼ばれる対策ソフト、児童

ポルノに関する通報や相談窓口

など、私たち一人一人が「児童

ポルノがない世界」を作るため

にできることを紹介しています。 
また、署名のお呼びかけをし

ています。左記ＨＰより、「児童

買春・児童ポルノ禁止法」の早

期改正を求める要望書用紙をダ

ウンロードすることができます。

ぜひご協力をお願いします。 
（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 



(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 925、法人 102 団体、任意団体 16

団体です。合計 1,043 です。（10/13 現在） 

環境のとりくみ 環境ＮＧＯ ＭＥＬＯＮの活動 

芋煮会の様子

ごみ拾いの様子

会場風景 

 
 

 

 

 

 

 

● MELON 主催「エコ芋煮会」開催報告 

 

10 月 11 日（祝）広瀬川の牛

越橋近くの川原で「エコ芋煮会」

を開催しました！ 
この芋煮会は、できるだけ環

境に配慮して芋煮会をしてみよ

うと開催したもので、割りばし

や使い捨て食器を使わず、参加

者にはマイ箸やマイお椀を持参

してもらいました。また、なる

べく地元の食材を使いゴミが出

ないように食材を使い切って芋

煮を作りました。食事の前には

川原のごみ拾いも行い、徹底し

て環境配慮を心がけてみました。 
当日は好天に恵まれ、秋だと

いうのに半袖シャツでも暑いく

らいの陽気で、30 人ほどの参加

者のもと、楽しく芋煮会を開催

しました。 
当初は、食器持参やごみ拾い

など参加者には少々窮屈かと心

配しましたが、参加してくださ

った方々の意識は高く、調理に

もごみ拾いにも積極的に参加し

てくださいました。調理がすん

だら、持参したお椀やカップを

見せ合ったりしながら終始にぎ

やかに食事をし、秋のひととき

を楽しみました。 
環境に配慮しながら楽しく芋

煮会ができることが実践できた

ので、また機会があれば、この

ようなイベントも開催したいと

思います。 
 

● COP10（生物多様性条約締約国会議）に代表を派遣しました 

 

MELON では 10 月後半に、名

古屋で開催した COP10（生物多

様性条約締約国会議）に、代表 6
人を派遣しました！ 

日本国内でこうした国際会議

が行われることもなかなかない

ことですので、役員から希望者

を募り、理事 1 人、評議員 2 人、

事務局員 3 人を現地に派遣しま

した。役員 1 人と事務局員 1 人

の 2 人ずつ 2 泊 3 日で、3 つの

期間に分けて現地に行きました。

今回はMELONから何かを主張

するということではなく、現地

で情報収集し、ネットワークを

広げて今後の生物多様性に関す

る活動につなげていきたいとい

うことが目的です。詳しい内容

についてはMELONホームペー

ジ等をご参照ください。 
 なお、時期は未定ですが一般

に公開して「COP10 報告会」を

開催する予定です。決まりまし

たらリリースいたしますので、

ぜひ報告会にお越しください。 
【ＣＯＰ10 ブログ】 

http://blogs.yahoo.co.jp/meloncop10 
 

（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 
 

 

宮城集会２０１０ 

「憲法９条と沖縄」 

「宮城集会」呼びかけ人会議は、憲法９条

を守り生かす日本を求めて歩み続けていま

す。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。第 2 部では、

水島朝穂さんからお話しをいただき、「オキ

ナワ」を憲法の観点に立って考えてみたいと

思います。 

【主催】 「宮城集会」呼びかけ人会議 

―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） 

◆連絡先：「東陽写場」 仙台市青葉区一番町 4-6-1 TEL 022-222-6900（代表） 

【お問合せ】みやぎ生協 生活文化部 

TEL:022-218-3880 FAX：022-218-3663

[日時] 2010 年12 月9 日 木 

10:30～12：30（１0:00開場） 

[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 

［定員］ １８０人  [参加費] 無 料 

［託児］ あり（２歳以上・要申込み 1人３００円）

[日時] 2010 年11 月21 日 11:30 開場 13:00 開会 

[場所] 仙台国際センター 仙台市青葉区青葉山 Tel:022-265-2211 

[参加費] 無 料 

第 1部 

●ピアノ演奏  稲垣 達也さん（ピアニスト・作編曲家） 

第２部 

●講 演 

「オキナワと憲法―その原点と現点―」 

講師／水島 朝穂さん（早稲田大学法学学術院教授） 

アピール行進（15 時 15 分） 

≪演題≫ 

『さいごのトマト』  
～ヒロシマを、わたし自身の「ことば」で～ 

講 師：竹本 成德
しげのり

さん 
元日本生活協同組合連合会会長理事 
元コープこうべ理事長 

 

なくすのはいま～核兵器のない世界へ 

「さいごのトマト」著者 

竹本成德さん講演会 

■主催 みやぎ生協  

■共催 宮城県生活協同組合連合会 

    (財)日本ユニセフ協会宮城県支部 

著書「さいごのトマト」 の紹介 
竹本成德さんの被爆体験をまとめた本。 

中学 2年生だった竹本少年は、広島に投下され

た原子爆弾の難から奇跡的に逃れました。でも

自分の目に映る悲惨な光景は、どうしようも出

来ないものでした。「戦争と原爆」の「悲惨さ

と悲しさ」がひしひしと伝わる内容です。 
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