県連役員エッセイ

平和憲法の誓い

宮城県生協連理事

渡辺

淳子

（みやぎ生活協同組合地域代表理事）

アジア諸国に甚大な被害を与
えた悲惨な侵略戦争の終結から
今年で 70 年を迎えます。

しかし、今、日本人のこの尊

地域大国のわがままが、まかり

い誇りと文化が揺らいでいます。

通るようになってきています。

集団的自衛権行使容認の閣議

グローバル化した世界では、

この 70 年間に、日本に少なか

決定がされ、特定秘密保護法が

こうした紛争の影響は地域を越

らぬ影響を及ぼした朝鮮戦争・

施行されました。さらに、世界

えて広がり、各国が対処に奔走

ベトナム戦争・湾岸戦争・イラ

各地域での緊張状態を背景に、

しています。

ク戦争や地域紛争などが発生し

戦力強化・行使の主張が声高に

ましたが、日本人は国内外で戦

叫ばれ、憲法改正の動きが強ま

争に参加したり、殺し合う事は

っています。

秩序が崩れかけている混沌と
した世界情勢の中を生きるこれ

ありませんでした。これは、
「政

再び自由のない、悲しい世の

からの私たちは、広く、将来に

府の行為によって再び戦争の惨

中に突き進んでいく様に思えて

思いを巡らせて、憲法改正した

禍が起ることのないようにする

なりません。時代の逆行を許さ

場合に、どの様な社会や生活が

ことを決意」した平和憲法であ

ず、何が何でも平和憲法を守り

待ち受けているのかを冷静に想

る日本国憲法が、日本国と国民

抜くことを心に誓わなければな

像して、今の選択をしていくこ

を守ってきたからにほかなりま

りません。

「第 2 次
とが大切です。その際、

せん。

世界大戦後、二度と戦争をしな

日本国憲法は制定後、一度も

世界に目を転じると、冷戦終

いと誓い、その誓いを守り続け

変更されることなく、その平和

結後に世界の紛争を抑える立場

て国際社会に受け入れてもらっ

主義は日本のあるべき姿として

にあった唯一の超大国である米

た。その土台は平和憲法である」

国民に広く深く浸透し、文化・

国の影響力に陰りが見えます。

ということを決して忘れてはな

規範の根幹となっています。ま

米国の重しが外れた世界では

た、平和憲法があることで堂々

ウクライナへのロシアの介入、

と平和の歴史を築いてきました。

イスラエルによるパレスチナへ

これこそ私たち日本人が世界に

の侵攻、中国と東アジア諸国と

胸を張って誇れることだと思い

の領有権争いに見られるように

ます。

地域で圧倒的な軍事力を持つ、

りません。

宮城県生協連の活動
● 被災者生活再建支援制度の抜本的拡充を求める署名の取り組み
（1）56 万筆の署名を国会へ提出しました
被災地域をかかえる東北地区

本的拡充を求める国会請願署

東北選出の国会議員を中心に、

の生協では、東日本大震災被災

名」に取り組んできました。全

会派を超えて 22 人の議員（衆

者の実情にあった被災者支援制

国の生協、関係の皆さまのご協

議院議員 13 人、参議院議員 9

度の拡充を国に求めていくこと

力をいただき、全国で 56 万筆

人）に、紹介議員を引き受けて

が、被災者の生活再建支援及び

が集まり、2 月に請願署名を国

いただきました。

地域の復興にとって有用と考え

会へ提出しました。

「被災者生活再建支援制度の抜

政党名

紹
介
議
員
（
敬
称
略
）

自民党
公明党
民主党
共産党
生活の党
次世代の党
無所属

請願署名提出にあたっては、

衆議院議員（選挙区）
冨樫博之（秋田 1 区）
金田勝年（秋田 2 区）
小野寺五典（宮城 6 区） 遠藤利明（山形 1 区）
根本匠（福島 2 区）
井上義久（比例東北）
階猛（岩手 1 区）
黄川田徹（岩手 3 区）
金子恵美（比例東北）
郡和子（比例東北）
近藤洋介（比例東北）
高橋千鶴子（比例東北）
小沢一郎（岩手 4 区）

なお、
署名数は 3 月 2 日現在、
594,917 筆になりました。
参議院議員（選挙区）
石井浩郎（秋田）
熊谷大（宮城）
森まさ子（福島）
若松かねしげ（比例）

紙智子（比例） 大門みきし（比例）
主濱了（岩手）
中野正志（比例）
平野達男（岩手）

（2）「請願署名提出集会」を開催しました
2 月 12 日（木）第二衆議院議

「自然災害から国民を守る国

員会館会議室において、「被災

会議員の会」事務局長の松原仁

者生活再建支援制度の抜本的拡

衆議院議員から、「この署名に

充を求める国会請願署名提出集

込められた思いを受け止め、一

会」を開催しました。紹介議員・

つのきっかけ、突破口として一

関係議員（本人出席 6 人、代理

日も早い復興に向けて頑張って

出席 10 人）
、生協役職員、関係

行きたい」とあいさつがありま

団体役員、仮設住宅自治会長、

した。続いて、郡和子衆議院議

マスコミ関係者など 56 人が参

員、金子恵美衆議院議員、高橋

つ、岩手、秋田、山形の各県か

加しました。

千鶴子衆議院議員、紙智子参議

ら取り組みの報告があり、最後

はじめに、加藤善正岩手県生

院議員からごあいさつがあり、

に吉川毅一福島県生協連会長が

協連会長理事のあいさつがあり

署名を受け取っていただきまし

閉会のあいさつをしました。

野崎和夫宮城県生協連専務理事

た。

から請願署名の取り組み経過報
告がありました。

その後、関係団体代表者、仮
設住宅自治会長からのごあいさ

紹介議員へ署名の引き渡しの様子

宮城県生協連の活動
●「灯油高騰対策に関する要請書」を県内市町村長に提出しました
施する原油価格対策に係る特別

住民が安心して暮らせるよう、

に向けた緊急経済対策」をまと

交付税措置」
を予算化しました。

「灯油高騰対策に関する要請

め、エネルギーコスト対策の一

このようなことを受け、1 月

書」を、県内 35 市町村長あて

つとして、「地方公共団体の実

22 日（木）住民の生活を守り、

国は、「地方への好循環拡大

に提出しました。（後掲）

● 2014 年度冬の生協灯油暫定価格を改定しました
2014 年度の冬灯油お任せ給
油暫定価格は、中東原油価格が、

で、原油輸入価格も値下がりし

らず 119 円前後との判断から、

ています。

2 月 16 日（月）配達分から、1

1 月は 42～46 ドルでの動きと

今後の見通しも、中東原油価

なっています。円安より原油価

格 45 ドル前後（前回より 10 ド

格の下落が大きくなっているの

ル低い予測）
、為替は前回と変わ

㍑ 80.0 円（税込）に値下げ改定
しました。

単位：円（税込）

対 象 期 間
配達灯油暫定価格
お任せ価格
個缶価格

9/29～12/14
1 缶･18 ㍑
1㍑
1,926
107.0
1,944
108.0

12/15～1/18
1 缶･18 ㍑
1㍑
1,782
99.0
1,800 100.0

1/19～2/15
1 缶･18 ㍑
1㍑
1,620
90.0
1,638
91.0

2/16（月）より
1 缶･18 ㍑
1㍑

1,440
1,458

80.0
81.0

● 宮城県・県生協連主催「2014 年度消費生活協同組合役職員研修会」開催報告
3 月 5 日（木）宮城県庁第２

講演がありました。国は、2009

入札室において、宮城県・宮城

年に消費者庁、消費者委員会を

県生協連主催「2014 年度消費生

設置し、消費者行政が大きく変

活協同組合役職員研修会」が開

わる契機になりました。消費者

催され、14 生協、62 人が参加

市民社会のめざすものをお話し

しました。今年度は、国および

いただきながら、消費者庁の取

行政の消費者政策を学ぶことに

り組み、消費者政策の歴史、消

より、消費者を組合員とする協

費者教育推進をはじめとした消

同組合の運営について理解を深

費者政策等についてお話しいた

めることを目的としました。

だきました。また、宮城県消費

講師の阿南久さん（前消費者庁長官）

講演として、日本生協連消費

生活センター狩野修消費者相談

者活動アドバイザー・前消費者

専門監より、「宮城県消費者教

庁長官の阿南久さんより、「消

育推進計画（中間案）の概要に

費者市民社会のめざすものと取

ついて」報告いただきました。

より、「消費生活協同組合指導

り組みの方向性～地域における

その後、宮城県環境生活部消

検査結果等について」報告があ

協同と協働の推進～」について

費生活・文化課の鈴木健之主幹

14 生協から参加

りました。

特集

「東日本大震災から４年」
～会員生協からの報告～

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から
4 年が経過しました。
今なお復興が進まないなか、
宮城県生協連の会員生協は、
被災地域の復興や、被災者のくらしの再建、
震災を風化させないために、
様々な活動や事業を継続してすすめています。

2014 年 11 月 17 日（石巻市日和山より）

東日本大震災から 4 年

昨年 9 月には「ボランティア

みやぎ生協
築こう未来、
希望の明日へ

活動のふり返りとこれからの

者や復興への支援を継続してい
きます。

会」を開催し、支援いただいて
いる全国の生協の皆さん、仮設
住宅やボランティアサポーター
の皆さんなどが集まり、これま

みやぎ生協では、地域産業や
被災者の支援に継続して取り組
み、協同のある地域づくりをす
すめました。

でのふり返りとこれからの活動
について考えました。
また、買い物支援として配達
料を減額する「共同購入被災者

ボランティアセンターの「ふ

支援サービス」や「お買い物代

れあいお茶会」は、2011 年から

行サービスふれあい便」「移動

の累計が 1,728 回で 49,188 人の

販売車せいきょう便」を継続し

参加となりました。

ています。

また、被災者の手作り商品を

被災者の手作り商品のカタログ

４年が経過し、震災の記憶は

販売する「手作り商品カタログ」

風化しつつあります。これを防

を 6 回発行し、販売支援を行っ

ぐため全国の生協やメンバーへ

ています。

情報発信を行うとともに、被災

「ボランティア活動のふりかえりと
これからの会」の様子

（機関運営課課長 稲葉勝美）

クターをコーディネートし支援

生協あいコープみやぎ
誰もが安心して暮らせる
地域社会づくりへ

しようという「地域包括ケアシ
ステム」の構築へと舵が切られ
ました。生協も地域支援サービ
ス事業の担い手として大きく期
待されています。

東日本大震災と福島原発事故

あいコープみやぎは、震災を

から 4 年が過ぎようとしていま

機に石巻市渡波で地域サロンと

す。県民は力を合わせて復興へ

して立ち上がり介護事業施設へ

と一歩ずつ歩みを進めています。 発展している「よってがいん」

「よってがいん」で懐かしの味噌作り

誰もが住み慣れ親しんだ場所

しかし一方で、生活再建の目途

の活動に参画してきました。地

で安心して暮らせる地域社会を

が立たない方も多く、特に医

域の人々が自分たちの手で拠り

つくるために、組合員や地域の

療・介護サービスを必要として

所となる居場所を作って継続で

人々が主体的に活躍できるよう

いる方々は厳しい暮らしが続い

きるようにと支援してきました。 な居場所づくりに取り組んでい

ています。

ともに歩んできたこの経験は、

そんな中、国は介護保険制度
を改定し、行政が様々な市民セ

今後も活かしていきたいと思っ
ています。

きたいと思います。
（理事 鈴木智子）

東日本大震災から 4 年

松島医療生協
新しい「ふるさと」を
一緒につくろう

[2014 年度の被災地支援活動]

など行っています。
グリーンタウンやもとと鷹来

達しています。毎回 30 人前後の

の森仮設住宅の集会所では、毎

参加者がおり、被災者の多い石

月第一・第三の日・月曜日の月 4

巻市向陽町に「医療生協の被災

回、みやぎ生協と一緒に「ふれ

者支援センター」の開設に向け

あい喫茶」で健康チェックを続

て準備を進めています。

けています。復興住宅や集団移

松島町では、被災地から松島

転地に自宅を建て転居して行く

町へ転居された方の集い「まざ

方も多く、参加者が少なくなり

らいん会」を年 2 回開き、延べ

なってきており、「新しいふる

７回開催しました。軽い体操や

さと＝転居先」での「ふれあい

ゲーム、歌う会、松島探検ウォ

の場」が期待されています。

ーキングなどを行いました。

石巻市では、みやぎ生協蛇田

東松島市の在宅の被災地（野

店での「ふれあい喫茶」に、毎

蒜・牛網・赤井）では、認知症

週木曜日に健康相談で参加して

予防、口と歯と健康、体操や歌

います。これまで 175 回開催し

みやぎ県南医療生協
医療生協だからできる
支援活動を！

健康チェックは延べ 5,300 人に

12 月 7 日みんなで一緒「まざらいん会」

（被災地支援担当職員
小野潤一）

釜まつり」では、旧山下駅前ひ
ろばで、山元町のみなさんのス
テージ発表や、神戸、大阪の医
療生協の出店協力、全国の医療
生協からの名産品の提供もあり、
400 人の参加で楽しい一日を過

2014 年度の山元町被災地支
援活動は、仮設住宅、坂元地区、

ごしました。
仮設住宅から再建した自宅や、

沿岸部（牛橋区、花釜区）
、新山

災害公営住宅への転居と、あら

下災害公営住宅の 5 か所で、健

たな生活への不安からくる「心

康サロン（茶話会、健康チェッ

と体のケア」が、ますます必要

ク、脳トレ、ゲームなど）の定

になってきています。

例支援を行いました。（年間 44

被災地のみなさんの苦難を少

回開催）また、男の料理教室（秋

しでも和らげ、医療生協だから

刀魚料理）、炊き出し（カレー、

できる「健康づくり」を中心に

秋刀魚焼き）も現地の皆さんと

医療生協の専門性やネットワー

一緒に開催しました。

クを生かし、今後も細く長い支

10 月に開催した「やまもと花

援を続けていきたいと思います。

健康チェックで思いを共有します
（ナガワ仮設での健康サロン）

手品でみんな笑顔に
（災害公営住宅での健康サロン）

（常務理事 児玉芳江）

東日本大震災から 4 年

東北大学生協
震災から４年
防災意識の持続

東日本大震災から 4 年目の春
を迎えようとしています。
大学は平穏を取り戻しつつあ

常総代会において震災復興基本

心となって毎年継続して行って

方針を決定し、「今回の震災を

います。

教訓に、つぎの激甚災害への備

2015 年度は、震災の記憶を次

えを用意するとともに、東北大

の世代につなげ、防災意識を持

学とともに防災訓練を実施し組

続させる活動を、組合員と共に

合員の防災意識を啓発する活動

すすめていきます。

をすすめます」を課題のひとつ
に掲げました。
これをうけて、2014 年度は 6

りますが、それとともに、あの

月 12 日（木）に「防災フェスタ」

日の出来事が忘れ去られ、風化

と称し、震災パネルの展示や非

しつつあるのではないかと危惧

常食の試食を実施しました。大

します。この春、震災年に入学

学の防災訓練時には、非常食の

した学生は卒業し、キャンパス

試食を行い、防災意識の持続に

のなかから次第に震災の記憶が

努めました。また、被災地で買

薄れていくように感じます。

い物を行うことで復興支援を行

東北大生協では、2011 年度通

東北学院大学生協
ドキュメント After 3.11

「防災フェスタ」
（6 月 12 日「みやぎ
県民防災の日」）

（専務理事 峰田優一）

う取り組みも、組織委員会が中

震災直後は、親族や友人を失

のあしあとを わたしのあしお

った学生委員も多くいて、震災

とに」と結ばれていますが、生

にどう向き合っていけば良いの

協としても“知り・知らせる・

か語り合うことも出来ず、また

支援する取り組み”を、継続し

活動に繋げられない雰囲気もあ

ていきたいと考えています。

りましたが、最近は学生委員の
「ドキュメント After 3.11」は、 中から自主的に震災の記憶を風
2012 年 3 月「東北学院東日本大

化させない取り組みも出てきま

震災アーカイブプロジェクト」

した。当時の被災状況を、POP

が、東北学院全法人的な取り組

やポスターで知らせる活動をす

みとしてスタートし、その取り

る姿に、あれから 4 年という思

組みの一つとして 2014 年 3 月

いになります。理事会で決議し

11 日に発行された本のタイトル

た「未来の学生応援募金」は、

です。

全店での取り組みになっていま

学院大の組織の記録編として

す。

大学生協の記録も載せていただ

「After 3.11」の本の帯には、詩

いたことに、深い感慨を覚えま

人である和合亮一さんの詩が載

す。

せられており、最後に「あなた

震災を風化させないためのポスター（左）
「After 3.11 東⽇本⼤震災と 東北学院」（右）

（専務理事 細畑敬子）

東日本大震災から 4 年

大学生協東北事業連合
東北地区大学生協の震災
復興活動のとりくみ

で子どもたちとのふれあい企画

七ヶ浜や名取への支援活動にも、

を、岩手大学生協では釜石市の

取り組んでまいります。

仮設住宅訪問や宮古市・山田町
の被災地域案内を、東北大学生
協では防災意識を高めるための
防災フェスタの開催や、生協の

東北地区大学生協では、震災

各組織委員会合同による被災地

直後からの宮城県内各地での被

支援企画に取り組んできました。

災地支援をはじめ、宮城・福島・

いずれも学生が中心となって、

岩手への被災地訪問や七ヶ浜町

企画をすすめていることが特徴

での学習支援等に取り組んでき

です。

ました。

南相馬市の子どもたちとのふれあい企画

そして、震災 4 年目を迎える

この間の成果として、東北ブ

にあたり新たな活動フィールド

ロック事務局や事業連合による

として、
「食のみやぎ復興ネット

取り組みにとどまらず、各大学

ワーク」の活動への参加をすす

生協が主体となった取り組みへ

めています。また、これまで取

宮古市田老の防潮堤にて

と成長してきたことです。例え

り組んできた被災地訪問や、全

（大学生協東北ブロック事務局長

ば、福島大学生協では南相馬市

国大学生協連とともに企画する

みやぎ仙南農協
JA みやぎ仙南丸森地区
産直部会のとりくみ

と交流会を行っていますが、今

対する気持ちが変わった」とい

年度は丸森町からの助成も受け

った声をいただきました。

て、交流会の回数を倍の 8 回に

今後もこのような交流会を通

増やし、積極的に活動をしまし

じて、丸森で作られる野菜の安

た。具体的には、野菜の収穫体

心・安全を発信していけたらと

験や、料理教室、川遊びなどを

思います。

東日本大震災から 4 年が経と

通して実際に野菜を作っている

うとしています。この間、丸森

畑や身近な自然に触れ合うこと

町では、東京電力福島第一原子

で、多くのメンバーさんや子ど

力発電所事故による放射能の風

もたちと、交流を深めました。

評被害を脱却すべく、様々な取
り組みをしています。
ＪＡみやぎ仙南丸森地区産直

田中康治）

メンバーさんたちからは、
「丸森の魅力を感じ、今度また
丸森に出かけたいと思った」

部会では、安心で安全な野菜を

「丸森の野菜が安心・安全であ

身近で感じてもらおうと、毎年 4

ることを実感した」「生産者の

回、みやぎ生協のメンバーさん

大変さや工夫が分かり、野菜に

ブロッコリー収穫体験にて

（営農経済部部長 小林潤一）
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東日本大震災から 4 年

宮城労働者共済生協

47,607,654,819 円となり、生活

いる共済(新火災共済・新自然災

再建にお役立ていただいていま

害共済)」を発売しました。

すが、現在も新たな被災受付け

パワーアップした保障を、組

もあり引き続き対応を行ってい

合員の皆さまに提供していくと

ます。2013 年度末（2014 年 5

ともに、未来に向けた防災・減

月末）から 2014 年 12 月末まで

災の活動も継続的に行っていき

あの東日本大震災から 4 年の

の 7 ヶ月間では、全国では 1,637

ます。
（専務理事 畑山耕造）

月日が経過しました。全労済で

件で 524,334,508 円、宮城県で

は発生直後より、被災者に一日

は 131 件で 44,222,769 円の共済

も早く共済金・見舞金をお届け

金・見舞金を、新たにお支払い

しようと、全国の職員を動員し

しています。全労済宮城県本部

て対応を行ってきました。

では、今後も文字通り「最後の

最後のおひとりまで

2014 年 12 月末の共済金・見
舞金支払い状況は、全国では

おひとりまで」を合言葉に、被
災者対応を行っていきます。

345,868 件で 126,207,253,708

また、住まいへの新たな保障

円 、 宮 城 県 で は 91,351 件 で

として、2015 年 2 月より「住ま

宮城県高齢者生協
2014 年の復興支援の
とりくみ

≪2014年のとりくみ≫
（1）3月8日（土）泉区「原発ゼ

■ 未来のとうほく創造フォーラムに協賛
「防災から減災へ」
月日: 2014 年 ９月 17 日（水）
場所:電力ホール
■「ぼうさいカフェｉｎ宮城」の開催
月日：2014 年 10 月 26 日（日）
場所：勾当台公園いこいの広場
内容：震災写真パネル・防災グッズの
展示、非常食の試食
（「第20 回わいわい祭」へのブース出展）

災体験と復興を語り伝える

今年は、3月28日（土）に石巻

つどい」を開催し、各県高齢

市渡波地区で、水産・加工業の

協から55人が参加しました。

皆さんの復興への取り組みを視

翌31日（月）は、浪江町と南

察、交流する震災メモリアル企

相馬市の原発被害地を視察

画を計画しています。また、9月

しました。

には「復興支援ツアー」を計画

（3）9月28日（日）石巻市で「震

し、今後も継続した取り組みを

災復興支援ツアー」を開催し、 行っていく予定です。

ロをめざす泉区民行動」で宣

福岡県高齢協からの17人を

伝署名活動や集会に参加しま

はじめ、各県高齢協から55

した。東北電力仙台北営業所

人が参加しました。翌29日

に「女川原発の再稼働をしな

（月）は、南相馬市と浪江町

い」要請行動にも参加しまし

の原発被害地を視察しまし

た。その後、毎月第2火曜日は、

た。

「女川原発の再稼動に反対」

（4）ひなたぼっこ石巻において、

する宣伝署名活動に取り組ん

被災地「石巻の産品」を全国

でいます。

に紹介・販売する取り組みを

（2）3月30日（日）石巻市で「震

2014 年の主な防災・減災に向けた活動

行っています。

「復興支援ツアー」(石巻市日和山にて）

（専務理事 山田栄作）

食のみやぎ復興ﾈｯﾄﾜｰｸ
これまでのとりくみと
今年度の活動
ｋ

菜種栽培に取り組む生産者を応

バ栽培を応援する「わたりのそ

援する「なたねプロジェクト」

ばプロジェクト」では、商品化

には、28 団体 33,000 人が活動

した復興亘理そば（生麺タイプ）

に参加し、イベント開催や開発

が、年末の短期間で１万パック

商品の販売を通じて、地域を応

の利用が集まりました。３月に

援しています。岩沼に広がる菜

は乾麺タイプも登場しました。

の花畑は春の風物詩として地域
震災の年の７月に設立された
食のみやぎ復興ネットワークは、

ネットワーク参加団体による
被災地支援活動「ふるまい企画」

に愛されています。
仙台の伝統作物「仙台白菜」

では、のべ 814 団体が 681 企画

被災生産者への作業支援活動、

の復活を通じて宮城の農業復興

全国からの支援のつなぎ、農地

を応援する「仙台はくさいプロ

2015 年度もこの活動を継続

復旧を応援する商品活動などを

ジェクト」は、多くの団体に支

し、宮城の復興を応援し続けま

通じた被災地支援活動に取り組

えられ震災復興のシンボルに育

す。

んでいます。

ちました。

塩害を受けた岩沼沿岸部で、

を実施しました。

（事務局 藤田孝）

震災後、亘理郡で始まったソ

なたねプロジェクト 5 月 8 日「菜の花を見る会」

仙台はくさいプロジェクト 11 月 16 日「収穫祭」

参画団体 2015 年 1 月 10 日現在 [236 団体]
わたりのそばプロジェクト 9 月 12 日「花見会」
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会員生協だより
みやぎ生協

● コープフードバンク「低炭素杯 2015」に出場
2 月 13 日（金）～14 日（土）

できませんでしたが、コー

に東京ビックサイトにて開催さ

プフードバンクの取り組

れた「低炭素杯 2015」の最終プ

みを、全国から集まった大

レゼンに、コープフードバンク

勢の方々に知っていただ

が出場しました。

く大きな機会を与えてい

「低炭素杯」とは、次世代に

ただけたと思います。

②
②

①

③

①発表する
佐々木観察官
②プレゼンの様子

向けた低炭素社会の構築を目指

ボランティアの方々と

して、民間の方々の支援を得て

事務局の 4 人が舞台に立

2010 年から開催され、今年で 5

ち、毎月施設利用者と職員

回目となります。

でボランティア活動をしている

「突撃!!ナマイキ TV」で、2 月

全国から 1,730 団体の応募が

仙台保護観察所の佐々木啓文観

16 日（月）に放送されました。

あり、ファイナリスト賞を受賞

察官が４分間の短い時間で堂々

（コープフードバンク事務局長

した 39 団体が最終プレゼンを

と発表しました。

行いました。残念ながら入賞は

③会場の様子

中村礼子）

この模様は、KHB 東日本放送

生協あいコープみやぎ

●「優ぶらんど・産地の取り組み報告会」
では 5 年間の試行期間を設け、

よる防除。夏に透明マルチを畑

取り扱い農産物の栽培基準を改

基準達成へ向けた実験栽培を開

に張り太陽熱で土中の雑草の種

定し、ネオニコチノイド系殺虫

始しました。あいコープみやぎ

を死滅させる除草法、土壌病害

剤、除草剤、土壌消毒剤の不使

は栽培基準を達成した農産物を

対策に米ぬかと水を使った環境

用を目指すことを明確にしまし

「優ぶらんど」と認定し、評価

に優しい土壌消毒法、作物の力

た。これらは生産者にとって大

する制度としました。

を引出しイネやトマトの収量や

今年度、あいコープみやぎは、

きなリスクを伴いますが、産地

1 月 24 日（土）産地の挑戦を

品質向上を目指した取り組み等

共有する場として、「優ぶらん

改善点もありますが、どの実験

ど・産地の取り組み報告会」を、

も今後につながる成果となりま

メルパルク仙台で開催し、6 人

した。

の若手生産者が 104 人の参加者

これからも、あいコープの理

を前に、今期の取り組みを報告

念を共有し挑戦を続ける産直産

しました。

地を、組合員も共に応援し買い

ネオニコチノイド系殺虫剤の
スライドを交えて発表する
仙台市の生産者

代替として粘着テープや天敵に

支えていきます。
（商品部職員 千葉ゆか）
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協同のとりくみ

●「協同組合とＴＰＰを考えるシンポジウム」
JA みやぎ仙南は、昨年 11 月

を考えている」と警告しました。

18 日（火）環太平洋連携協定

その後、東北大学大学院農学

（TPP）と協同組合の未来を考

研究科の冬木勝仁教授をコーデ

える「協同組合と TPP を考える

ィネーターに、生産者、消費者、

シンポジウム」を、大河原町で

JA 代表がパネラーとなり、「地

開催し、組合員や地域の消費者、

域の中で TPP を考える」をテー

農業関係者などおよそ 500 人が

マに、パネルディスカッション

参加しました。

を行いました。

パネルディスカッションの様子
「地域の中で TPP を考える」

顧問の齋藤昭子さんは「震災後

基調講演では、ジャーナリス

生産者からは「TPP を取り巻

でも協同組合は “助け合い”の精

トの東谷暁さんが、TPP はアメ

く情勢の中でも、私たちは消費

神で取り組んできた。その地盤

リカの特定利益集団による管理

者に安全で美味しい農産物を届

を揺るがす TPP を許すことはで

貿易の推進であることを問題提

けるのが一番であることを忘れ

きない」と語りました。

起するとともに、「アメリカの

てはならないと思う」という意

（みやぎ仙南農業協同組合

農業団体は農産物の対日輸出増

見も聞かれました。みやぎ生協

営農経済部部長 小林潤一）

● 第 5 回「農を変えたい！東北集会 in みやぎ」
1 月 31 日
（土）～2 月 1 日
（日）

を分析し、持続可能な有機農

討論がされ、宮城県生協連から

の 2 日間、東北大農学部構内に

業・環境保全型農業の方向性と

加藤房子常務理事が消費者の立

おいて、第 5 回「農を変えたい！

米価の意義を、生産者、流通業

場で討論に参加しました。

東北集会 in みやぎ」が、約 120

者、消費者が共に考え、安全で

2 日目は、東北の有機農業・

人の参加で開催されました。

安心な国民の食糧を持続してい

環境保全型農業の実践事例につ

2014 年度産米の米価が大き

く道筋を考える場にしようと呼

いて、オーガニックフェスタの

く下落し、今まで積み上げてき

びかけられ、宮城県生協連は共

取り組みを中心に、秋田、岩手、

た有機農業や環境保全型農業に

催団体として参加しました。

山形、福島から報告されました。

大きな影響を与えています。今

「食の安全と農業の
1 日目は、

回の集会では、米価下落の原因

ゆくえ」湯川剛一郎さん（東京

シンポジウムの様子
「持続可能な農業と米価と米流通」

宮城からはタイン式除草機の実
験検証報告がされました。

海洋大学教授）、「郷土食の展開

また、生産者と消費者の交流

と持続可能な農業」佐藤敏悦さ

イベントとして農産物や加工品

ん（日本民族学会評議員）の基

の販売、もちつきイベント、「ネ

調報告を受けて、「持続可能な

オニコチノイド系農薬について

農業と米価と米流通」について

の学習会」などがおこなわれま

シンポジウムが開催されました。

した。

研究者、農協、稲作農家、生協、
米流通業のそれぞれの立場から

（生協連事務局 赤松浩幸）
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平和のとりくみ
みやぎ生協

●「笑いで学ぼう憲法を！」

6 会場で 423 人参加!!

県内横断型憲法学習会「笑い

しまいます。公益及び公の秩序

で学ぼう憲法を！」が 1 月 26 日

を優先することは、『自由より

（月）～29 日（木）まで、県内

も秩序』『個人よりも国』の利益

６会場で開催され、大阪の芸人

が優先することになります。70

「コバヤン」が、現在の憲法と

年間日本が戦争をしていないの

自民党の憲法改正草案の内容を

は、すごいことなんですよ。憲

比較して、笑いを交えながら公

法が変わったらまた戦争をする

演しました。

国になるんじゃないかと心配で

大崎からスタートし、東松
島・富沢・多賀城・柏木・名取
で開催され、合計 423 人が参加

講師の芸人コバヤン

す」と、憲法について熱く語り

よくわかりました」
「笑いながら

ました。

話を聞きましたが、憲法が変わ

参加者からは、
「難しい憲法の

ったら怖いことになる。笑って

話を面白くわかりやすく話をし

はいられない！と思いました」

コバヤンは、「改憲されると

ていただき、大変勉強になりま

などの感想がありました。

憲法前文の平和主義が変わって

した」「集団的自衛権の意味が

しました。

（生活文化部 佐藤啓子）

みやぎ憲法九条の会

●「4.4 平和憲法大講演会 in 仙南」を計画！
仙南９市町の九条の会は、4

法九条の会など、仙南でも活動

月 4 日（土）に、大河原町のえ

している九条の会も参加。主催

ずこホールにおいて、九条の会

する仙南九条の会連絡会には

の事務局長小森陽一さんを講師

「生協仙南 9 条の会」も参加し

に、講演会を計画しています。

ています。
「首長の会」の川井貞

演題は「今こそ、9 条が生きる

一元白石市長も出席し、九条だ

時」で、改憲動向を学びます。

けではなく「地方再生」などに

年配者や女性の強い願いがあり

「仙南」とは、白石・角田の 2

ついても貴重なアドバイスをい

ます。また、福島第一原発事故

市、大河原・柴田・川崎・村田・

ただいています。この活動の中

の被害は丸森・白石の農山村部

蔵王・七ヶ宿・丸森の７町で、

で、2 つの町に新たに九条の会

にも及んでいます。

現在九条の会があるのは４市町

が発足、3 つの町には準備会が

「戦争する国」は、ある日突

だけです。

でき、講演会までには 9 市町す

然に出現するのではありません。

べてに会が発足する見込みです。

9 条改憲は、今のうちに阻止し

白石九条の会の呼びかけで、
昨年 10 月から準備を開始し、首

活発な活動の根底には、
「孫や

長の会、農協人の会、みやぎ憲

子を戦争で死なせない」という

活発な議論が続く仙南の準備会

たいものです。
（事務局 池上武）

[Pick the date] Page 15

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎの活動

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、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）

● 学習会「あなたの情報は狙われている」開催報告
2 月 2 日（月）フォレスト仙

示する場合は本人の承諾が必要

台 2 階第 5･6 会議室において、

ですが、その方法は、個別に承

消費者行政の充実強化をすすめ

諾を得なくても、事業者のホー

る懇談会みやぎ（以下、消費者

ムページに公表しただけでも実

懇）主催、NPO 法人消費者市

施したことになります。法律で

民ネットとうほく共催、宮城県

いう「個人情報」とは、特定の

と仙台市の後援で、学習会「あ

個人を識別できるものという、

なたの情報は狙われている」を

とても「あいまい」な表現にな

（仙台弁護士会・弁護士）
から、

開催し、行政担当、消費生活相

っています。高度情報通信ネッ

ネットとうほくの活動概要につ

談員、弁護士、消費者懇構成団

トワーク社会推進戦略本部（注）

いてや学習会の案内などが報告

体などから、124 人が参加しま

の「パーソナルデータに関する

されました。

した。

検討会」からの課題提起などに

参加者からは、「個人情報保

消費者懇の野崎和夫座長（宮

より、個人情報保護法が 2015

護法について勉強になった」

城県生協連専務理事）の主催者

年中に改正される予定になって

「分りやすかった」「また開催

あいさつの後、「あなたの情報

います。企業や団体等に提供し

してほしい」などの感想や、「具

は狙われている」と題して、一

た個人情報の漏えいは、個人の

体的なトラブルへの対処法や、

般社団法人 EC ネットワーク理

側からは防ぐことができません。

最近の SNS に関する情報がも

事の原田由里さんを講師に学習

消費者自身が、提供する相手を

っと聞きたかった」という意見

しました。

選び、万が一漏えいが発生した

も多く出されました。

「個人情報保護法」の目的は、

講師の原田由里さん

としても、事後対処できる知恵

民間事業者が独自に個人情報を

を身につけておくことが、情報

取り扱う上でのルールを定める

通信技術（IT）を活用するうえ

こととなっています。どのよう

で消費者には求められるという

なルールになっているのかを確

ことが理解できました。

認するためには、消費者自らが

最後に、NPO 法人消費者市

調べない限り分りません。事業

民ネットとうほく（以下、ネッ

者が、個人データを第三者に開

トとうほく）の小野寺友宏理事

（注）情報通信技術（ＩＴ）の活用に
より世界的規模で生じている急激か
つ大幅な社会経済構造の変化に適確
に対応することの緊要性にかんがみ、
高度情報通信ネットワーク社会の形
成に関する施策を迅速かつ重点的に
推進するために、平成 13 年１月、内
閣に「高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部）」
が設置されました。

●「平成 27 年度仙台市食品衛生監視指導計画（案）」へ意見を提出しました
1 月 8 日（木）宮城県生協連

局保健衛生部生活衛生課食品衛

と消費者懇は、仙台市健康福祉

生係あてに、意見（後掲）を提

消費者行政の充実強化を
すすめる懇談会みやぎ

出しました。
（事務局長 加藤房子）

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台５F ＴEL 022-276-5162 FAX 022-276-5160
E ﾒｰﾙ sn.m10046kn@todock.jp ＵＲＬ http://kenren.miyagi.coop/katudou/consumer.m/index.htm
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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
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。

● 「仙台市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画中間案」へ意見を提出
仙台市は、仙台市高齢者保健

37 年）に向けて、高齢者が住み

福祉計画・介護保険事業計画中

慣れた地域で安心して暮らし続

12 月 25 日（木）介護ネット

間案について、市民からの意見

けるため、医療・介護・介護予

みやぎは、第 5 期（平成 24 年

を募集し、市民の声を計画に反

防・住まい及び日常生活の支援

度～平成 26 年度）で開始した

映させることを目的に、パブリ

が包括的に提供される地域包括

地域包括ケア実現のための方向

ックコメントの募集（平成 26

ケアシステムの構築が求められ

性を承継しつつ、在宅医療介護

年 11 月 28 日～12 月 26 日）を

ることから、新たな視点で計画

連携等の取り組みを本格化して

行いました。

を策定することを目的としてい

いく取り組みとすることを重視

この計画は、高齢化が急速に

ます。中間案は仙台市高齢者保

した、第 6 期計画が充実した内

進展する中、団塊の世代（1947

健福祉計画・介護保険事業計画

容の計画となるよう、仙台市に

年～1949 年に生まれた人）が、

の第 6 期計画で、期間は平成 27

意見を提出しました。（後掲）

75 歳以上となる 2025 年（平成

年度から平成 29 年度までの 3

年間です。

● 宮城県に「第６期みやぎ高齢者元気プラン（中間案）」へ意見を提出
1月26日（月）介護ネットみ

計画等を踏まえた、県が目指す

度）」を策定しました。「第6

やぎは、宮城県「第6期みやぎ

高齢者福祉施策の方向性を明ら

期みやぎ高齢者元気プラン」は、

高齢者元気プラン中間案（平成

かにする「第5期みやぎ高齢者

3年間の重要な根幹となる計画

27年度～平成29年度）」に対す

元気プラン」を策定し、施策を

であり、2025年を見据えた第5

る意見を提出しました。
（後掲）

推進してきたとしています。

期元気プランからの地域包括ケ

宮城県では、県の高齢者福祉

ア体制の構築を継承しつつ、在

齢者になる2015年（平成27年）

に関する施策の基本的指針とな

宅医療介護連携等の取り組みの

の社会を見据え、宮城県では、

る「高齢者福祉計画」と、県内

本格化を目指すものです。

2006年3月に「第3期みやぎ高齢

市町村の介護保険事業の運営を

平成27年度から、介護保険・

者元気プラン」を策定し、2014

支援するための計画である「介

介護報酬の改定もあることから

年度末を目標として高齢者福祉

護保険事業支援計画」を一体的

宮城県の施策について、今後も

施策に取り組んできました。

に定める「第6期みやぎ高齢者

注視していく必要があります。

2012年3月には、第4期までの

元気プラン中間案（宮城県高齢

（事務局長 鈴木由美）

取り組みや、社会情勢の変化を

者福祉計画・介護保険事業支援

見据えながら、宮城県震災復興

計画・平成27年度～平成29年

団塊の世代が65歳以上の高

NPO 法人
介護ネットみやぎ

〒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
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ＮＰＯ法人 消費者市民ネットとうほくの活動
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。

● 講演会「消費者市民社会をめざして」
2 月 28 日（土）13 時 30 分よ
り、仙台弁護士会館 4 階ホール

っているものについて考えさせ

第二部では、「消費者市民社
会を築くための具体的な課題に

られるお話でした。

において、
「消費者市民社会をめ

消費社会において、個人は自

ついて」パネルディスカッショ

ざして」をテーマに、2014 年度

分の利便性を追求するだけでは

ンを開催しました。第一部講師

第 3 回目の講演会を開催しまし

なく、社会に対して責任感を持

の細川幸一さん、鎌田健司弁護

た。岩手県、山形県、宮城県、

ち、消費行動を通して社会を変

士（仙台弁護士会）
、齋藤由美消

福島県など各地から、弁護士、

えることができるという認識を

費生活相談員（仙台市消費生活

行政職員、消費生活相談員、事

持つべきです。消費者である私

センター）と、それぞれの分野

業者、消費者、会員など、55 人

たちは買い手としての視点だけ

の専門家の皆さんをパネリスト

の参加がありました。

でなく、消費者市民としての視

にむかえ、意見交換をしていた

点を持たなければならず、
いつ、

だきました。

第一部として、日本女子大学
家政学部教授の細川幸一さんに

どこで、だれが、どのように作

消費者市民社会実現の必要性、

「消費者の権利から責任へ～消

ったかを知って、自分の消費行

消費者教育推進計画作成上の課

費者市民社会を考える～」と題

動が生産者に影響を与えている

題、具体的な市民向け研修の取

してご講演いただきました。
鶏、

ことも考えて買い物をしなけれ

り組み紹介などの議論を通して

牛などの食肉加工の現状につい

ばならないということは、難し

今後の課題を共有することがで

て映像を交えて紹介しながら、

いかもしれないけれど忘れては

きました。

豊かな消費生活の裏で犠牲にな

いけないことだと感じました。

（事務局 大場菊枝）

講師の細川幸一さん
（日本女子大学家政学部教授）

講演「消費者の権利から責任へ
～消費者市民社会を考える～」

パネルディスカッション
「消費者市民社会を築くための具体的な課題について」

NPO 法人
消費者市民ネットとうほく

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台 5F （宮城県生協連内）
ＴEL 022-727-9123 FAX 022-276-5160 E ﾒｰﾙ sn.mshiminnet@todock.jp
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環境のとりくみ
宮城県ユニセフ協会の活動
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１７７人 団体５）

●「東ティモール・スタディツアー」報告会

2002 年に独立したアジアで

①
①

②
②

一番若い国「東ティモール」
。
面積も小さく、人口は約 120
万人、その半分以上が子どもで
占められています。赤ちゃんは
18 人に１人が誕生時に命を落と
します。出産時のお母さんの死
亡率も高く、保健・栄養面での

③
③
①東ティモールの状況を報告する

ケアが必要です。

薄木芳美さん（みやぎ生協地域代表理事）

2014 年度から、東北と九州・

②報告会の様子

沖縄の生協で「新生児と母親の

③現地の商品を販売するバザーも
行いました。

ためのコミュニティ保健ケアの
改善プロジェクト」指定募金を
始めています。2014 年 10 月 26
日（日）から 11 月 2 日（日）ま

その報告会を、1 月 14 日（水）

待できそうです。東ティモー

で実施された「ユニセフ・スタ

フォレスト仙台 2 階会議室で開

ル・コーヒーの試飲や、
「タイス

ディツアー」に、みやぎ生協地

催し、70 人が参加しました。

小物バザー」（タイス：現地の伝

域代表理事の薄木芳美さんが参

はじめに○×クイズでユニセ

加し、首都ディリ、アイナロ県・

フのことを知っていただき、全

エルメラ県の保健センターや小

問正解者にユニセフ・カードの

参加者からは、
「たいへんわか

学校などを訪問しました。

プレゼント。薄木理事からは、

りやすい説明だった」という感

東ティモールの赤ちゃんと子ど

想が多数ありました。また、
「ユ

もたちの状況や出産に伴うお母

ニセフの活動はすばらしいと思

さんへの支援の必要性について

う」「東ティモールの現状や、募

説明がありました。日本では当

金による支援内容がわかり、今

たり前になっている母乳育児や

後の募金へのモチベーションが

離乳食の与え方、栄養の概念な

上がった」という感想もありま

ど、知らせたいことがたくさん

した。

指定募金とは・・
特定の地域を支援先として指定し、
一定の期間継続的な支援ができる
ため、具体的な成果が得られ、目に
見える活動です。
対象地域の政情や社会状況が一定
安定していること、子どもや女性を
めぐる困難度が高い地域であるこ
と、指定プロジェクトの内容が明確
であること、現地からの定期的な
報告があることなどが条件となっ
ています。

あったそうです。妊娠中のお母
さんの健康や衛生習慣、助産師
のもとでの出産や赤ちゃんの栄

統織物）もあり、和気あいあい
とした報告会でした。

2015 年度は、県内各地で報告
会を開催する予定です。
（事務局長 五十嵐栄子）

養など、今後の支援で効果が期
宮 城 県
ユニセフ協会

〒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/
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公益財団法人

ＭＥＬＯＮの活動

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 697、法人
81 団体、任意団体 14 団体です。合計 792 です。（1/21 現在）

●「東北地区 ESD 環境教育プログラム成果発表会」
～ESD ってなぁに？知ろう！学ぼう！行動しよう！～
2 月 15 日（日）午後 1 時 30
分から、日立システムズホール
仙台 2F 交流ホールにおいて、
「東北地区 ESD 環境教育プロ
グラム成果発表会」を、72 人の
参加で開催しました。これは、

【発表団体】
・青森県（NPO 法人かなぎ元気倶楽部）「森の恵みに育まれた町～青森ひば（ヒノキアスナロ）の一生」
・岩手県（NPO 法人環境パートナーシップいわて）「身近な自然と『水』と『生き物』のつながり」
・宮城県（NPO 法人まなびのたねネットワーク）「木のパワーを探ろう！
～使って守る川崎の森と暮らしと未来～」
・秋田県（一般財団法人あきた地球環境会議）「地球の仲間とつながろう
森の人『オラウータン』と一緒に生きる喜びを！」
・山形県（カワラバン）「サクラマスを育む川～鮭川のレシピ～」
・福島県（NPO 法人いわきの森に親しむ会）「山と海をつなぐ川を調べ、自然と人とのかかわりを考えよう」

今年度環境省からの受託事業で
東北 6 県において作成した ESD
環境教育プログラムを発表した
ものです。
はじめに、環境省東北地方環
境事務所環境対策課の佐々木俊

青森プログラム発表

パネルディスカッション

郎課長から、あいさつがありま
興味深い発表でした。

した。

しながら楽しく活動するのが大

青森県金木町で地域の資源で

発表後には、6 県の代表者に

事であることや、専門家に学校

あるヒバの生態や生活とのつな

登壇していただき、東北工業大

現場に来てもらうための仕組み

がりを学ぶプログラムや、山形

学の近藤祐一郎先生をファシリ

作りが大事であることなどのコ

県鮭川村で全国的にも貴重なサ

テーターにパネルディスカッシ

メントが出され、今後の ESD の

クラマスについて学び食して地

ョンを行いました。

あり方を考える良いイベントと

域の恵まれた環境と価値を再認

持続可能な地域づくりを担う

識するプログラムなど、どれも

人材を育成するためには、体験

なりました。
（事務局統括 小林孝司）

●「普段の生活環境を見つめ直し・かえる見学会」のご案内
被災地域で、復興の一翼を担
う食堂や再生可能エネルギーの
普及に努める企業、再生可能エ
ネルギー設備の施行令などを見
学します。震災後の企業・団体・

～震災時、みんなで手を取り合った大事な思いをもう一度～
＊日時/2015 年 4 月 4 日（土）9：15～17：45
＊集合場所/仙台駅東口 TBC ハウジングステーション前
＊見学場所/ワタママ食堂（石巻市渡波）、株式会社高橋徳治商店（東松島市）
個人住宅（利府町）
＊参加費/MELON 会員 2,500 円、一般 3,000 円（要申し込み、昼食代含む）
＊定員/20 人（先着順）
＊申込方法/下記の連絡先に、氏名・生年月日・電話番号をお知らせ下さい。

個人の取り組みも紹介します。

MELON 事務局

〒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
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行事予定

くらし見直し講演会

「すすむ社会保障改革!!どうなるわが家のくらし」
～人生を好転させるお金のつかい方～

若い世代で、老後の生活費・医療費・介護費に不安
を感じている人が多くなっています。
しかし、１９９７年をピークに世帯払込み保険料は、
減少傾向にあり、必要な保障まで削るのはよくあり
ません。
社会保障改革の内容を学び、
安心してくらすヒントを、
講師の八ツ井慶子さんに
わかりやすくお話しして
いただきます。

*主
催/ みやぎ生協共済センター
*後
援/ コープ共済連
*申込方法/ 郵便往復はがき
*締 切 り / 4 月 7 日（火）
*託
児/ 1 歳以上・300 円、定員は 15 人まで

[日

時] 2015 年 4 月 15 日(水) 10:00～12:00

[会

場] 仙台市シルバーセンター

[参加費] 無料 [募集人員] 200 人 [託児] あり

[日

時] 2015 年 4 月 16 日(木) 10:00～12:00

他に、作品展示、販売品、防災を考える「防災チェックリ
[会 場] 大崎市古川総合体育館
スト」等

[参加費] 無料 [募集人員] 100 人 [託児] あり

や つ い け い こ

講師 八ツ井慶子さん
1973 年生まれ。

他に、作品展示、販売品、防災を考える「防災チェックリ
2001 年より「家計の見直し相談センター」
スト」等
で FP 活動を始め、2013 年「生活マネー相
談室」を立ち上げる。個人相談を中心に、
講演・執筆活動を行う。
著書「サラリーマン家庭は“増税破産”す
る！」「レシート○×チェックでズボラなあ
なたのお金が溜まり出す」等。新聞・雑誌
の取材多数。個々の価値観を大事にした
プランニングを心掛けている。

※詳しくは、下記までご連絡下さい。
お問合せ先
みやぎ生協 共済センター
担当：ライフプランニング事務局 TEL：022-371-7982

2015 年度 宮城県生協連スケジュール

日
第 46 回 通 常 総 会

2015 年 6 月 17 日(水)

時

会

場

10 時 30 分開会

ﾌｫﾚｽﾄ仙台 2F ﾌｫﾚｽﾄﾎｰﾙ

第

1 回 理 事 会

6 月 17 日(水)

総会終了後

フォレスト仙台 2F 第２会議室

第

2 回 理 事 会

9 月 15 日(火)

13 時 30 分開会

フォレスト仙台 5F 501 号室

第

3 回 理 事 会

12 月 8 日(火)

13 時 30 分開会

フォレスト仙台 5F 501 号室

第

4 回 理 事 会

2016 年 3 月 15 日(火)

13 時 30 分開会

フォレスト仙台 5F 501 号室

第

5 回 理 事 会

5 月 24 日(火)

13 時 30 分開会

フォレスト仙台 5F 501 号室

宮城県生協組合員集会

2015 年 9 月 29 日(火)

10 時 00 分開会

仙台市民会館大ホール

